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1. Limitations 

1.1 All Bundles and Add-on Capabilities. 

(A) Delivery Service Limitation.   

(1) Email.  In order for Customer to execute the distribution of email campaigns using the On-premise 
Software, Customer must select a method of hosting the email delivery service.  For example, 
Customer may elect to separately license Adobe Campaign On-demand Cloud Messaging Services.   

(2) Channel Limitations.  Some Channels may require  third-party services to execute on the delivery 
of communications and Customer will need to purchase a third-party service to execute that 
delivery. 

(B) License Restrictions.  If Customer elects a third-party to host the email delivery service for the 
distribution of email campaigns, then only the validly licensed Adobe Campaign base platform (without 
use of the Adobe Campaign mail transfer agent (MTA)) may be integrated with a third-party email 
service provider; use of the Adobe Campaign MTA to redirect emails to a third-party MTA is strictly 
prohibited. 

(C) Production and Non-Production Instances.  Customer is entitled to use one copy of the On-premise 
Software in connection with a single Production Instance.  Customer may also use the On-premise 
Software in connection with Non-Production Instances for the sole purpose of testing evaluation, and 
development of the On-premise Software. 

1.2 Adobe Campaign - Premium Bundle.   

(A) Customer may not change the Customer-selected Channel without Adobe’s prior written consent. 

(B) If Customer licenses an Add-on Channel, Customer may not change that licensed Add-on Channel 
without Adobe’s prior written consent. 

2. Channel Limitations.  Some Channels may require third-party services to execute on the delivery of communications, 
and Customer will need to purchase a third-party service to execute that delivery. 

3. Maintenance and Support.  Under Adobe Platinum Maintenance and Support, Adobe will provide Customer with 
access to generally available upgrades and enhancements to the enabled features of On-premise Software without 
additional fees.  However, with some new releases or upgrades to the enabled features of the On-premise Software, 
including changes to the Adobe Campaign platform, and some upgrades to the enabled features of the On-premise 
Software, Customer may need to purchase consulting services or professional services if it chooses to migrate its 
prior customizations or configurations to the new release, or upgrade.  

4. Monthly Reporting. The On-premise Software contains functionality that allows Adobe and Customer to receive 
reports on quantitative and other metrics that relate to Customer’s usage of the On-premise Software.  Customer is 
strictly prohibited from removing or modifying the Distributed Code that enables this functionality.  Adobe may use 
the information collected to help verify Customer’s compliance with the terms of the Agreement such as billing, or 
to help provide Adobe Campaign for Customer. 

5. Third Party Notices.  The creators or third party licensors of certain public standards and publicly available code 
(“Third Party Materials”), require that certain notices be passed through to the end users of the On-premise Software. 
These third party notices are located at www.adobe.com/products/eula/third_party/index.html (or a successor 
website thereto).  The inclusion of these third party notices does not limit Adobe’s obligations to the Customer for 
Third Party Materials integrated into the On-premise Software. 

6. AUP.  The Adobe Campaign Acceptable Use Policy (“AUP”) is hereby incorporated by reference hereto. 

7. Definitions. 

7.1 “AUP” means Adobe Campaign Acceptable Use Policy located at www.adobe.com/legal/terms/aup.html 
or a successor website thereto.  

http://www.adobe.com/products/eula/third_party/index.html
http://www.adobe.com/legal/terms/aup.html


PSLT – Adobe Campaign Premium and Ultimate On-premise (2016v1.2) 
 Page 2 of 2  

7.2 “Instance” means the entirety of the binaries of the software combining to implement a unique Adobe 
Campaign database. This unique entity is characterized by a group of parameter settings defined in a 
parameter definition table (table xtk_entity). An Instance may be one of two categories: Production or 
Non-Production. 

7.3 “Non-Production Instances” means Instances intended:  (A) for the operation of the On-premise Software 
and technology for the purposes of non-product development, configuration testing and evaluation; or (B) 
to allow reasonable testing and identification of data with a sufficient amount of data storage allocated to 
the Instance so that such Instance can have use of Customer’s database on scale similar to the Production 
Instance. 

7.4 “Production Instance” means an Instance intended for the operation of the hosted software and 
technology with a view to contributing to Customer’s economic activity.  
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1. 制限事項 

1.1 全バンドルおよびアドオン機能 

(A) 配信サービスの制限事項 

(1) 電子メール. お客様は、オンプレミスソフトウェアを使用して電子メールキャンペーン

を配布できるよう、電子メール配信サービスのホスト方法を選択する必要があります。

例えば、お客様は Adobe Campaign オンデマンドクラウドメッセージングサービスを別途

ライセンス付与することを選択できます。 

(2) チャネル制限事項. チャネルによっては、メッセージの配信を実行するためにサード

パーティサービスが必要となる場合があります。この場合、お客様はメッセージの配信

を実行するためにサードパーティサービスを購入する必要があります。 

(B) ライセンスの制限. お客様が電子メールキャンペーン配布用の電子メール配信サービスを

サードパーティによってホストすることを選択する場合、サードパーティ電子メールサービ

スプロバイダーと統合できるのは、（Adobe Campaign 電子メール転送エージェント（MTA）
を使用せずに）正当にライセンス付与された Adobe Campaign ベースプラットフォームだけで

す。サードパーティ MTA に電子メールをリダイレクトする目的で Adobe Campaign MTA を使

用することは固く禁止されています。 

(C) 本番稼働インスタンスと非本番稼働インスタンス. お客様は、単一の本番稼働インスタンス

に関連してオンプレミスソフトウェアのコピーを 1 つ使用する権利を有します。お客様は、

オンプレミスソフトウェアの評価版のテストや開発のみを目的として、オンプレミスソフト

ウェアを非本番稼働インスタンスに関連して使用することもできます。 

1.2 Adobe Campaign - Premium Bundle. 

(A) お客様は、お客様が選択したチャネルを、アドビから書面による同意を事前に得ることなく

変更してはなりません。 

(B) お客様がアドオンチャネルをライセンス付与している場合、アドビから書面による同意を事

前に得ることなくそのアドオンチャネルを変更してはなりません。 

2. チャネル制限事項. チャネルによっては、メッセージの配信を実行するためにサードパーティサービス

が必要となる場合があります。この場合、お客様はメッセージの配信を実行するためにサードパーティ

サービスを購入する必要があります。 

3. メンテナンスとサポート. アドビプラチナメンテナンスおよびサポートのもと、アドビは、オンプレミ

スソフトウェアの有効化された機能に対する一般提供のアップグレードおよび機能強化へのアクセスを

追加料金なしでお客様に提供するものとします。ただし、オンプレミスソフトウェアの有効化された機

能に対する一部の新リリースまたはアップグレード（Adobe Campaign プラットフォームに対する変更を

含む）では、お客様が以前に行ったカスタマイズや構成の内容を新リリースまたはアップグレードに移

行するために、コンサルティングサービスまたはプロフェッショナルサービスを購入する必要が生じる

場合があります。 

4. 月次レポート. オンプレミスソフトウェアには、お客様によるオンプレミスソフトウェアの利用に関連

した定量的メトリクスやその他のメトリックスについてのレポートをアドビとお客様が受け取るための

機能が用意されています。お客様は、この機能を有効にするディストリビューションコードを削除また

は変更することを固く禁止されています。アドビは、本契約の条項（請求など）をお客様が遵守してい

ることを確認したり、Adobe Campaign の向上を図ったりする目的で、収集した情報を使用することがで

きます。 

5. サードパーティ通知. 一部の公的基準および公開コード（「サードパーティマテリアル」）の作成者また

はサードパーティライセンサーは、オンプレミスソフトウェアのエンドユーザーに対して特定の通知を行

うことを要求しています。これらのサードパーティ通知は、http://www.adobe.com/go/thirdparty_jp（また

http://www.adobe.com/go/thirdparty_jp
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はその後継 Web サイト）に記載されています。これらのサードパーティ通知を含めることによって、オン

プレミスソフトウェアに統合されたサードパーティマテリアルに関する、アドビのお客様に対する義務が

制限されるわけではありません。 

6. AUP  Adobe Campaign Acceptable Use Policy (“AUP”) は、参照することにより本 PSLT に組み込まれます。  

7. 定義 

7.1 「AUP」とは、www.adobe.com/legal/terms/aup.html 又はその後継のウェブサイトに掲載されて

いる Adobe Campaign Acceptable Use Policy を意味します。 

7.2 「インスタンス」とは、独自の Adobe Campaign データベースを実装するために組み合わされた

ソフトウェアのバイナリ全体を意味します。この独自エンティティの特性は、パラメーター定

義テーブル（table xtk_entity）で定義されたパラメーター設定のグループで表されます。インス

タンスは、本番稼働と非本番稼働という 2 つの区分のいずれかになります。 

7.3 「非本番稼働インスタンス」とは、(A)非本番環境における開発、構成、テスト、評価を目的と

してオンプレミスソフトウェアおよびテクノロジーを運用することを意図したインスタンス、

または、(B)十分な量のデータストレージをインスタンスに割り当ててデータのテストと識別を

合理的に行えるようにすることにより、かかるインスタンスにおいて本番稼働インスタンスと

同様の規模でお客様のデータベースを使用できるようにすることを意図したインスタンスを意

味します。 

7.4 「本番稼働インスタンス」とは、お客様の経済活動に貢献することを目的としてホステッドソ

フトウェアおよびテクノロジーを運用するよう意図されたインスタンスを意味します。 

 

http://www.adobe.com/legal/terms/aup.html

