
 

 

ESRI ジャパン株式会社                           記入日：      年    月     日 

Feature Analyst／LIDAR Analyst for ArcGIS 

評価用ライセンス申込書 

 

Feature Analyst、LIDAR Analyst のライセンス１式を評価用に申込みます。評価にあたっては借用規約、禁止事項、

米国輸出規制を遵守いたします。 

 

評価版ライセンスはマシン固定のライセンスです。使用されるマシンにおいて、HOTSID（PC固有情報を表す英数字

文字列）のご申請が必要になります。HOST ID の取得方法は別紙インストールガイド P.8 「ライセンス申請」をご

参照ください。  HOST ID :                                                                

 

ご利用希望モジュール： 下枠にチェック願います。 

 

 

 

 

 

 

 

規約：  

・評価は特定の PC1 台を対象とします。また、評価期間は評価用ライセンス発行から 14 日とします。 

・不正利用があった場合は、利用希望モジュールの相当額を申し受けます。 

・教育機関の場合は、教官の記名、捺印が必要です。 

・評価ライセンスは、お客様組織に対して発行されるものであり、個人名義では発行できかねます。 

禁止事項： 

・機能評価目的以外での使用、転貸。業務、教育目的での使用も禁じます。 

・プログラム・ドキュメント・貸出メディアの複製。 
 

本プログラムについては、ユーザー様の責任においてインストールを行ってください。ESRI ジャパン株式会社および TEXTRON Systems は、いかなる場合においても、本プログラ

ムによる損害、費用、派生損害、間接損害、付随的損害、特別損害、または利益の喪失につき、ユーザー様に対して賠償する責を負わず、懲罰的損害賠償も行わないものと

します。当該損害の発生の可能性につき ESRI ジャパン株式会社および TEXTRON Systems が認識していた場合においても同様とします。 

 

 

 

 

 

 

□  Feature Analyst for ArcGIS Standard  

□  Feature Analyst for ArcGIS Professional  

□ LIDAR Analyst for ArcGIS  

     

ArcGIS のバージョン (ver.           ) 

住所  ： 〒                                                                       

所属  ：                                                                           

氏名  ：                              （印）          ※教育機関の場合は教官の記名・捺印 

TEL   ：                                     Fax：                                

e-mail：                                       ※お客様組織のドメイン名のメールアドレス 

 



 

 

個人情報のお取扱いについて 

 

ESRIジャパン株式会社 

 

[個人情報保護管理者] 

 ESRIジャパン株式会社（以下「当社」という）は、個人情報保護の統括責任者としてライセンス管理グル

ープ部長を個人情報保護管理者に任命しています。お問合せやご連絡は以下に記載のお問い合せ窓口でお受

け致します。 

 

[個人情報の利用目的］ 

当社は、下記の利用目的のために個人情報をご提供いただいています。個人情報は、ご提供者様の同意を

得ることなく利用目的以外で利用することはありません。 

① 製品に関する販促物(トライアル版）の送付 

② お問合せに関する回答をさせていただくため 

③ イベント、各種キャンペーンに関するご案内 

 

[個人情報の提供］ 

当社は、ご提供いただいた個人情報を次の場合を除き第三者に提供することはありません。 

 

(1) Textron製品の評価版のご利用に伴う個人情報の提供にご同意いただいた場合 

米国にある Textron System 社に提供いたします。 

① 提供する目的：評価ライセンスの発行のため 

② 提供する個人情報の項目：評価版をご利用になるユーザー様のお名前、住所、メールア

ドレス 

③ 提供の手段又は方法：書面 

④ 提供をうけるもの：Textron System 社 

(2) 法令に基づく場合 

 

[個人情報の委託] 

当社は、以下の業務において個人情報の委託をおこないます。 

① 当社取扱製品・販促物等の配送 

② 製品送付先情報等のバックアップデータベースの契約倉庫での保管 

③ 製品ライセンス情報管理のため ASPアプリケーション、及びデータベースの使用 

 

[個人情報提供の任意性］ 

個人情報のご提供は、皆様の自由なご判断に任されます。 但し、個人情報を正確に提供していただかな

い場合には、お問合せに関する連絡、製品(評価版含む）等のお届けやイベント・セミナー等の参加連絡等

ができない場合がございますのでご注意下さい。 

 

[個人情報のお問合せ請求権］ 

 ご提供者様には、当社に提出していただいた個人情報（開示対象個人情報）について、利用目的の通知、

開示・訂正・追加・削除、利用停止、消去、又は第三者提供の停止を求める権利があります。自己の個人情

報について各種の請求をされる場合は、下記までご連絡ください。 

 

 

お問合せ窓口 

      

ESRIジャパン株式会社 個人情報保護管理者  Tel.: 03(3222)3941  e-mail: gisinfo@esrij.com 

 

 

【重要】  

評価ライセンスの発行のため、お申込者様の個人情報（お名前、住所、メールアドレス）

を製品の開発元である米国にある TEXTRON System 社に提供いたします。ご同意いただ

ける場合は、以下のチェックボックスにチェックをしてください。 

 

□ 同意する （ご同意いただけない場合は評価ライセンス発行ができません。）

mailto:gisinfo@esrij.com


 

 

米国輸出規制： 

GEO / Overwatch 製品は、米国商務省産業安全保障局 (BIS) が管轄する米国輸出規則 (EAR) の規制

対象であり、利用者は輸出管理に関する法令を遵守していただく必要がございます。以下の規制内容をご確認いただき、

ご同意いただける場合は、End-Use of the software（評価利用目的:例 Classify images to extract 

vegetation classes/植生分類）と End-User（お名前:例 Esri Taro）、Date（同意された日付:例 April 1, 

2018）のご記入をお願いいたします。以下の記載事項を同意書とし、この同意書は、弊社より TEXTRON 

Systems へ送付いたします。 

 

 

 

The trial version you are receiving is only intended for commercial use and 

should not be used in any way that would violate U.S. Export Regulations. 

 

Please verify that by using this trial version YOU agree as the exporter, re-

exporter, or importer will be responsible for ensuring that GEO/Overwatch 

products are exported and imported in accordance with the requirements of 

the country specific Trade Compliance regulations as well as U.S. Export 

Administration Regulations (EAR); which is enforced by the U.S. Department 

of Commerce Bureau of Industry and Security (BIS). 

 

Each software product has a respective Export Control Classification Number 

(ECCN) (per the United States Department of Commerce EAR).  End-user, 

End-use, and Country of ultimate destination may affect export-licensing 

requirements.  

 

You are urged to consult the Export Administration Regulations, the Bureau of 

Industry and Security's Export Counseling Division, and other appropriate 

sources concerning restricted/prohibited uses and the exportation/re-

exportation of GEO/Overwatch software.  

  

Please verify: 

End-Use of the software _____________＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_____ 

End-User(s)__________＿＿＿＿____ 

Date___________＿＿_____ 

 

 


