個人情報の取り扱いについて
注文書・確認書・確約書等にご記入いただきましたお客様の個人情報は，当社個人情報保護方針に基づき適
切に取り扱い，次のような目的に利用いたします。利用目的を変更する必要が生じた場合は，変更前の利用
目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で変更し，変更後の利用目的を本ページに告知い
たします。
(1)
(2)
(3)
(4)

ご記入内容等の確認のため
当社へのお問い合わせや資料等のご請求への対応
当社が取扱う商品・サービスの変更案内やサポート情報の提供
ご注文いただいた製品をお客様に直接お送りするため

ご記入いただいた内容等の確認のため，または製品仕様等が変更された場合，当社担当者よりご連絡もしく
は訪問させていただく場合があります。

□ 上記に同意して記入する。

□

上記に同意しない。

テクニカルサポート・受託特注品担当にお問い合わせください。

個人情報に関するお問い合わせおよび開示・訂正・削除のお申込み先
フナコシ株式会社

総務部

TEL. 03-5684-1611

個人情報相談窓口

FAX 03-5684-1614

e-mail：privacy@funakoshi.co.jp

Factor Bioscience Inc. 製品のご注文に関してのお願い
Factor Bioscience Inc.（メーカー：FBR）製品を研究目的でご購入の際は，“ご使用者確認書/使用目的確
約書”への同意及びご使用者のご署名が必要です。
＊ 尚，“ご使用者確認書/使用目的確約書”は Factor Bioscience Inc. へ提供させて頂く場合がございます
ので，予めご了承願います。

・ 本製品を研究目的で使用される場合：
＊ 次ページのご使用者確認書/使用目的確約書の規約にご同意いただける場合は，必要事項をご記
入・ご署名の上，販売担当者様にお渡しください。ご所属・お名前を確認の上，製品をお届け
します。
＊

ご使用者確認書/使用目的確約書の概要（必ず次ページの英語の原文をご確認ください）
本製品のご購入者（大学・官公庁の研究所または営利団体・企業を問わず）は，ご購入者によ
る研究目的での使用権利のみが譲渡され，本製品または本製品の構成物の一部を第三者に譲渡
する権利は与えられません。 ご購入者は，本製品，本製品の構成物，または本製品または構成
物によって製造された物，を第三者に販売あるいは譲渡することは禁じられています。また，
本製品，本製品の構成物，または本製品または構成物によって製造された物，を商業目的に使
用することも禁止されています。

・ 本製品または技術を商用目的で使用される場合：
＊ 研究目的以外の本製品またはその技術を使用するためのライセンス契約に関してはご使用者ご
自身で直接 Factor Bioscience Inc.（住所：1035 Cambridge Street, Cambridge, MA 02141, USA
e-mail; licensing@factorbio.com）にお問い合わせ下さい。

Intellectual Property and Limited Use License
Intellectual Property
The products and their use are protected by U.S. Pat. No. 8,497,124, which is owned by Factor Bioscience
Inc., and by multiple pending U.S. and foreign patents including PCT/US2012/067966. Purchase of the
products includes a limited, non-transferrable license for the original purchaser to use the products to practice
the inventions disclosed in these issued and pending patents for a period of one (1) year from the original
date of purchase only in the manner and for the purpose described on this page under the heading "Limited
Use License". Any other use of the products may infringe these and/or other issued or pending patents.
Factor Bioscience Inc. assumes no liability for customer's infringement of intellectual property, including
intellectual property owned by third parties. Contact Factor Bioscience Inc. at 781.640.1031 or email
licensing@factorbio.com for additional licensing information. FactorStem™ is a trademark of Factor
Bioscience Inc. Lipofectamine® is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.

Limited Use License
The FactorStem™ Reprogramming Kit, FactorStem™ Reprogramming RNA, FactorStem™ Reprogramming
Medium, FactorPlex™ Complexation Buffer, FactorCoat™ Coating Matrix, and Positive Control Cells, and
their components (hereafter "the products") are for research use only, and are not intended for any human or
animal diagnostic or therapeutic use. By purchasing the products, the purchaser agrees to use the products
to reprogram cells for in vitro research use only, and to not use the products or cells treated with or produced
using the products for any other use, including any human in vivo or diagnostic use, for any screening use or
for any commercial use, including any manufacturing use. The user also agrees not to subject the products to
chemical or other analysis (i.e. "reverse engineering") or to sequence, amplify or attempt to sequence or
amplify the products. The user agrees not to sell, transfer or otherwise make available the products or cells
treated with or produced using the products (including any and all cells derived from cells treated with or
produced using the products) to any third party without the express prior written permission of Factor
Bioscience Inc. Use of the products or any part thereof for any purpose whatsoever constitutes acceptance of
these terms. If the terms of this limited use license are not accepted, the original purchaser may return the
products unopened within 30 days of receipt for a full refund.
(understood and accepted)
…..….….……......... …………………..........….…...……………
Date,
Signature
上記規約に同意します。
日付
および
ご署名
ご購入者記入欄（英語のブロック体でご記入ください）
First Name（名）：

.

Family Name（姓）：

(Mr/ Mrs /Miss /Msc /Dr)

Company/ University/ Institution（勤務/所属先）：
.

Department/ Division（所属部署）：
.

Address（勤務/所属先住所）：
.

Tel ：
E-mail：

Fax ：

.

.

※販売店の方へ：本確認書を、通常の注文書と併せて、当社受託サービス・特注品業務担当（FAX. 03-5684-6539）
までご送付ください。

