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

O.D.260 社製品のご
社製品のご注文
のご注文に
注文に関してのお願
してのお願い
O.D.260 社（メーカー：ODI）製品を研究目的でご購入の際は，License Agreement（以下“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。本用紙はメーカー発注時に O.D.260 社へ提供させて頂き
ますので、予めご了承下さい。
（ご購入者→当社販売店→フナコシ株式会社→O.D.260 社）

・ 本製品をご
本製品をご購入
をご購入される
購入される場合
される場合：
場合：
＊

＊







次ページの使用目的確約書の規約にご同意いただける場合は，以下のご購入者記入欄に必要事項を
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。
使用目的確約書の概要（
（必ず次ページの
ページの英語の
英語の原文をご
原文をご確認
をご確認ください
確認ください）
ください）
O.D.260 社アデノウイルス関連製品は研究用です。臨床用途および商用での使用はできません。
O.D.260 社アデノウイルス関連製品のご使用は，ご購入研究室での使用のみに限られています。第
三者に供与する事は，同一施設内の異なる研究室も含み，一切禁止されています。
O.D.260 社アデノウイルス関連製品を，製品仕様書と異なる条件で保存された場合，もしくは異な
る方法で使用された場合，その性能が発揮されなくても，保証されません。
O.D.260 社アデノウイルス関連製品を用いて得られた結果について，その市場性，特定目的への適
合性，および特許等の侵害をしないことを O.D.260 社は何ら保証するものではありません。
ご購入いただいた研究室で O.D.260 社アデノウイルス関連製品の使用を終了する，または中止する
場合には未使用のコンポーネントは破棄してください。
遺伝子組換え生物等をご使用する場合は、生物のクラスに応じた適切な拡散防止措置を行って下さ
い。

ご購入者記入欄（英語でご記入ください）
Print Name：

Signature：

.

Organization Name：

.

Depertment：

.

Address：
Tel ：

.

Fax ：

E-mail：

.

.

□ I agree with the License Agreement of the next page. (左のチェックボックスにチェックして下さい)

販売店記入欄
社名：
Tel ：

担当者名： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Fax ：

E-mail：
※ 販売店の方へ：
本確約書を通常の注文書と併せて，当社受託・特注品業務担当（Fax 03-5684-6539）へお送りください。

.

.

License Agreement
The purchased kit consists of the Materials identified in Section G on the product manual. In the
course of carrying out experiments, it is anticipated that the Recipient will create various
Derivatives of the Materials. Derivatives are defined as other materials including, without
limitation, DNA, plasmids and viral vectors.
By opening the kit and using these products, the Recipient agrees with the following:
1. The Recipient agrees to use the Materials and Derivatives solely for experimental purposes.
These products will not be used, under any circumstances, in humans or for any human
diagnostic or commercial purposes.
2. The Recipient agrees that the Materials and Derivatives will be used only at the Recipient’s
facilities and only by the Recipient or under the Recipient’s direct supervision. The Recipient
agrees to refrain from distributing or releasing samples or copies of the Materials or
Derivatives to any third party.
3. The Recipient shall hold O.D.260 Inc. harmless for any damages which may be alleged to result
from the transfer, storage, handling, use or disposal of the Materials or Derivatives thereof,
subject to any relevant state or federal governmental laws or regulations.
4. In view of the Materials’ experimental nature, O.D.260 Inc. provides no warranty, express or
implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or
warranty against infringement.
5. All unused supplies of the Materials and Derivatives will, at O.D.260 Inc.’s option, be
destroyed or returned to O.D.260 Inc., when the investigation for which they have been
purchased discontinues or is terminated.
6. The Recipient agrees to comply with all laws and regulation for the handling and use of the
Materials. The Recipient agrees to follow the US National Institute of Health (NIH) guidelines,
including the NIH Guidelines for Research involving Recombinant DNA Molecules, or applicable
equivalents for sage use of biologicals, including Adenovirus-based biologicals.
7. This agreement is between the Recipient and O.D.260 Inc. but also applies to members of the
Recipient’s direct research staff.

