MAIL：npo.shinjukyo@gmail.com

QPEX Ver.3.X

利用及び購入申込書

外皮性能及び暖冷房エネルギー計算ソフトQPEX Version3.XのCD-R（収録データを含め、以下「本CD-R」といいます）について、次
頁以降に記載の「QPEX version3.Xについて」に基づくことを了承し、本CD-Rの配布及び使用許諾を申し込みます。
なお、本CD-Rの利用者は以下の通りとし、利用者には「QPEXversion3.Xについて」を周知し、遵守させますので、当該利用者に係る
ユーザー登録をしてください。

《申込者様情報》
種別：いずれかに丸を付けてください ＜

新住協会員

申込日

・ 新住協新入会員 ・
年

月

一般購入者

＞

日

会社名
(新住協会員は支部名：

支部)

代表者様名

住所

印

〒

電話番号
FAX番号
ご担当者様名
E-mailアドレス

ふりがな

ご利用者様名

ふりがな

E-mailアドレス

E-mail

氏名
E-mail

氏名
E-mail

ふりがな

氏名
E-mail

ふりがな

氏名
E-mail

ふりがな

氏名
E-mail

ふりがな

氏名
E-mail

ふりがな

氏名
以下、新住協記入欄
会員種

一般販売

管理No. （事務局記入）
Serial No. （事務局記入）
※ご利用者様が多い場合には、ご利用様名とメールアドレスを記載の上、本紙に添付願います。
※ご担当者様が変更となる場合は、メールにてその旨をご連絡願います。
※ご記入いただいたメールアドレスおよび住所は、QPEXの新バージョンリリースのご案内及び送付に使用させていただきます。
2017 年 11 月作成

QPEX Ver.3.X について
QPEX version3.X（以下「QPEX」といいます）CD-R（以下、収録データを含め「本 CD-R」といい
ます）は、
「QPEX version3.X について」
（以下、
「本規約」といいます）を十分にお読み頂き、これに同
意いただいた場合のみ、ご使用いただくことが出来ます。もしご同意いただけない場合は、ご使用をやめ、
速やかに本 CD－R のご返却及びその複製物の消去をお願い致します。

１

本 CD-R の構成

(1)
(2)

２

本 CD-R には次の物が入っています。用途にあわせてご使用ください。
QPEX
QPEX 操作マニュアル

QPEX 推奨動作環境
Windows OS：XP (SP3) / Vista / 7/８
EXCEL2007 以降が必要 ※EXCEL2003 以前のバージョンでは動作しません。
その他の注意事項
EXCEL の画面上にマクロに関するセキュリティ警告が表示された場合、
「マクロを
有効にする」を選択してください。
（詳しくはマニュアルをご覧ください）

３

著作権
本 CD-R 内に収録されている文章・図形・画像その他のデータ等（以下総称して「データ等」とい
います）の著作権は室蘭工業大学の鎌田紀彦名誉教授、三協立山株式会社及びその他の著作権者に帰
属しますので、ご注意ください。

４

使用許諾

新住協は、お客様に対し、以下の範囲及び条件で使用を許諾します。
(1) QPEX をお客様（申込書に記載の申込者（法人の場合は当該申込みにかかる法人）をいいます。
以下同じ）による省エネ住宅設計の目的で、お客様の事業所（本支店、営業所、工場等をいいます）
内で使用すること。なお、お客様は、複数の事業所にて本 CD-R 又はその複製物から複数のパソコ
ンのハードディスクにダウンロードすることにより、複数のユーザー（第 5 条の定義による）で使
用することができます。この場合、お客様はユーザーに本規約を遵守させる義務を負います。
(2) 前号の目的で利用する場合を除き、QPEX 内に収録されているデータ等及び計算結果等を商業目
的で利用する場合は、新住協の書面による承諾を得ること。

５

お客様及びお客様の従業員による使用について
QPEX はお客様及びその従業員（本書面の記載事項に同意し次条に基づきユーザー登録した者に
限るものとし、以下、「ユーザー」といいます）にご使用いただけます。ユーザーのご使用に際して
は、ユーザー登録の上で、お客様による管理のもとでユーザーに対して本 CD-R 又はその複製物を提
供しユーザーがお客様の事業で使用するパソコンのハードディスクにダウンロードしてください。

６

ユーザー登録について

QPEX について、当社はお客様には利用の申込みを、お客様の従業員で QPEX を使用する方には
ユーザー登録をお願いしております。ユーザー登録は、お客様による利用の申込み時にできますが、
それ以後は、新住協ホームページを通じて新住協 QPEX 係にご連絡ください。
なお、ユーザー登録においてご記入（ご入力）頂きました情報について、新住協は以下の範囲で使
用します。
(1) QPEX のアップグレード等に関する案内。
（但し、お知らせ及び入手方法等については、新住協からは原則としてお客様（担当者）に対して
のみ、メールにてご案内致しますので、ユーザーにはお客様（担当者）からご周知をお願いしま
す。）
(2) 新住協からのご案内。

７

禁止行為

新住協はお客様及びユーザーに対し、以下の行為を禁止します。
本 CD-R 及び QPEX 並びにこれらの複製物（以下、これを総称して「本 CD-R 等」といいます）
を改変すること
(2) 本 CD-R 等についてリバースエンジニアリング（主に、本 CD-R 等におけるプログラム及びデー
タ等の内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します）、逆コンパイル、逆
アセンブルその他これらに類する行為をすること。
(1)

(3) 本 CD-R 等の全部又は一部を、インターネットに掲載すること。
(4) 本 CD-R 等の全部又は一部を、お客様及びユーザー以外の第三者に配布又は配信すること。
(5) お客様及びユーザーがお客様の事業で使用する以外の目的で、本 CD-R 等の全部又は一部の複製
すること。
(6) 本 CD-R 等をお客様の事業所以外で使用すること及びお客様の事業以外に使用すること。また、
本 CD-R 等の全部又は一部をお客様の事業に用いるパソコン以外の機材にダウンロードすること。

８

免責事項

１

本 CD-R 等に関してお客様及びユーザーに生じた損害並びに本 CD-R 等の使用により第三者から
お客様及びユーザーに対してなされた損害賠償請求に基づく損害、第三者が本 CD-R 等を不正使用す
ることによりお客様及びユーザーに生じた損害については、当社の故意または重大な過失がある場合
を除き新住協は一切責任を負いません。
２ 新住協は、本 CD-R 等の内容について、本 CD-R の配布の時点において細心の注意を払っていま
すが、最新の基準・データ等によるものかどうか等について保証するものではありません。また、
QPEX による計算結果については、前項にかかわらず新住協はいかなる責任も持ちません。QPEX
により国が定める補助金、優遇制度に対する申請書の添付書類作成などを行う際には、計算結果等を
お客様及びユーザー自身の責任によりご確認の上で、お使いください。

９

本規約の効力

１

本規約は、お客様が本 CD-R の配布を申し込んだ時点でお客様が本規約に同意したものとみなし、
当社がお客様に本 CD-R を配布した時点で効力を生ずるものとします。また、ユーザーについては、
ユーザー登録の時点で本規約に同意したものとみなします。
２ 前項にかかわらず、本 CD-R 等を使用した段階で、これを使用した者は本規約に同意したものとみ
なします。
３ 新住協は、お客様に事前に通知することなく、本 CD-R に係るサービス（本 CD-R の提供、ユー
ザー登録、問合せ対応、バージョンアップ等をいうが、これに限らないものとし、以下「本件サービ
ス」という）の一切及び本規約を変更又は終了することができます。この場合、新住協は、本件サー
ビス及び本規約の変更又は終了の旨を、新住協ホームページに掲載し、又はお客様（担当者）及びユ
ーザーにメールで通知するなどの方法により周知するものとし、当該いずれかの方法による周知の開
始のときをもって本件サービス及び本規約が変更され又は終了するものとします。
３ お客様（ユーザーを含む）が、本規約の条項のいずれかに違反した場合、新住協は何ら通知催告等
の手続なしに、新住協の任意の選択でお客様との間で本規約を解除し、終了させること又は当該ユー
ザーによる本 CD-R 等の使用を禁止することができるものとします。
４ 前項により本規約が終了した場合は、お客様はいかなる理由においても本 CD-R 等を使用すること
ができません。加えて、お客様は、自己の占有又は管理下にある本 CD-R 等（本規約に違反して複製
された複製物を含む）を全て速やかに破棄又は消去するものとします。ユーザーが本 CD-R 等の使用
を禁止された場合も同様とします。
５ 第 3 条、第 8 条、第 10 条の規定は、本規約終了後も有効に存続するものとします。

１０
１
２

準拠法及び合意管轄
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
本規約に関する紛争は、仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

１１

お問合せ・ご質問などについて

QPEX のご利用に関するお問い合せ・ご質問などについては、お客様（担当者）及びユーザーに対
してのみ、新住協ホームページにて承ります。
ご利用についてのお問い合わせ先
新住協 QPEX 係
インターネット新住協ホームページ http://www.shinjukyo.gr.jp/
一般社団法人

新木造住宅技術研究協議会
〒980-0014

仙台市青葉区本町２丁目 1-8

第一広瀬ビル１F

TEL:022-796-7501

