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PSLT – Adobe Digital Publishing Services (2015v2) 
 
1. Licensing Terms  

 
1.1 Per Application License. If Customer has a valid license to Digital Publishing Suite or Digital Publishing 

Solution under the Application model, Customer may develop and distribute Applications generated by 
Digital Publishing Suite, Digital Publishing Solution or both within the Territory up to the maximum number 
stated in the Sales Order (if so stated) for then-currently supported platforms (e.g., if Customer previously 
purchased a license to two Digital Publishing Suite-generated Applications, then Customer could distribute 
(a) two Digital Publishing Suite- generated Applications; (b) two Digital Publishing Solution generated 
Applications; or (c) one Digital Publishing Suite- generated Application plus one Digital Publishing Solution 
generated Application; but for (a), (b) and (c) in no event would Customer be permitted to distribute more 
than two Applications).  
 

1.2 Fulfilment.  If Customer is currently licensing Digital Publishing Suite on a Fulfillment model, then these 
terms apply only to Digital Publishing Suite and not to Digital Publishing Solution.    

 
A. Unless otherwise set forth in an applicable Sales Order, any unused Fulfillments expire 1 year from the 

License Term Start Date identified in the applicable Sales Order and does not carry over and is are not 
valid for any other purpose past the end of such year. 

 
B. Customer may track Customer’s available Fulfillments through the Digital Publishing Portal. “Digital 

Publishing Portal” means the singular launch point for Customers to use and access Digital Publishing 
Suite.   If at any time Customer’s Fulfillment number is zero (i.e., there is no available Fulfillment; such 
event is referred to as (“Fulfillment Renewal”)), then Adobe may advance additional Fulfillments or 
Fulfillment Bundles pursuant to the then-current fee schedule during a Grace Period determined at 
Adobe’s sole discretion (typically the “Grace Period” would be 30 days).  Such advancement of 
Fulfillments is effective as of the date that Fulfilment Renewal occurs and not the date or advancement 
or purchase.  Customer must purchase additional Fulfillment Bundles pursuant to the current fee 
schedule prior to the end of the Grace Period so that the total available Fulfillments is more than zero.  
These additional Fulfillment Bundles expire on the 1st anniversary of the date of Fulfillment Renewal.  
Any advancement during the Grace Period will be deducted from these additional Fulfillment Bundles.  
Customer is solely responsible and liable for any outstanding payments and fees related to Fulfillment 
Renewal, including without limitation fees for advancing Fulfillments or Fulfillment Bundles to 
Customer during the Grace Period.  Upon Customer’s failure to make payment as stated in this 
Agreement, Adobe may (1) suspend publication of folios; (2) restrict Fulfillments; (3) suspend 
Fulfillments; and/or (4) terminate Customer’s account.   This Section 3 does not apply to Customers 
based in Russia, in Russia there is no Grace Period and fulfilments will cease on the Fulfillment Renewal 
date.  

 
C. The Fulfillment limitations do not apply to Digital Publishing Solution Applications. 
 

1.3 Adobe Analytics for Essentials Apps. 

A. Distributed Code Restriction. Digital Publishing Solution includes use of Adobe Analytics Distributed 
Code and such use is restricted to use that is in combination with and directly related to the Customer’s 
use of Digital Publishing Solution .article files. For purposes of Adobe Analytics Essentials for Apps, any 
reference to Customer Site in the Agreement is hereby replaced with the following: “Customer Site” 
means any current or future Digital Publishing Solution created application:  (A) that is owned and 
operated by Customer, or is hosted or operated by a third party of Adobe on Customer’s behalf; (B) 
that contains Customer’s brand or logo; and (C) that maintains a privacy policy or terms of use 
governing data collection practices that Customer maintains and controls, and that complies with 
applicable privacy or data protection laws that mandate the privacy disclosures and data collection 
practices for such application. 
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B. Use Restrictions. Adobe Analytics Essentials for Apps does not include a license to access or use and 
Customer agrees that it will not access or use the Adobe Marketing Cloud, the Adobe Analytics User 
Interface, Ad Hoc Analysis, Data Workbench, ReportBuilder, ClickMap, or any functionality or capability 
that is available only through the Adobe Marketing Cloud, or the Adobe Analytics User Interface, 
including but not limited to Adobe Analytics reporting functionality available in the Adobe Analytics 
User Interface, Acquisition,  Messaging, Location/points of interest features, or any additional features, 
functionality, services, or enhancements available as part of the regular Adobe Analytics Products and 
Services. 

 
1.4 Distribution. Customer may distribute the Application(s) within the Territory up to the maximum number 

and for the purposes as stated in the Sales Order to end users. Customer will ensure that each Application 
and Testing Application is distributed to or made available to the end users under an end user license 
agreement that is no less protective of Adobe’s interests than the terms of this Agreement, including 
provisions regarding warranties and damages.  Customer remains liable for any obligations or liabilities to 
Adobe arising or resulting from the acts or omissions in breach of these terms and conditions by Customer’s 
distributors.  One Application may run on multiple platforms (e.g., iOS and Android) if it includes the same 
Customer Content.   
 

1.5 Test and Development.  Customer may use and access Digital Publishing Services within the Territory for 
testing and developing Applications and Testing Applications. Customer may distribute any Testing 
Application for a period of up to 60 days from the date of first distribution.  Customer is prohibited from 
submitting any Testing Application to any device app “store” or marketplace and/or distributing any Testing 
Application internally for productive level use.    

 
1.6 Agency License. If Customer is an agency and if expressly permitted in the Sales Order, then Adobe grants 

to Customer a non-exclusive right to create and distribute Applications and Customer Content on behalf of 
Customer’s clients pursuant to this PDM and the terms at 
http://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/legal/terms/enterprise/pdfs/PSLT-DPS-AddlAgencyTerms-
EN-JA-2015v2.pdf (or other URL provided by Adobe). 
 

1.7 Reports.  Adobe may generate reports to ensure that Customer is in compliance with the license scope and 
limitations identified in the applicable Sales Order. 

 
1.8 Font Software. Adobe grants Customer a license to embed copies of the font software generally available 

through the Digital Publishing Services user interface into Customer’s .folio files and .article files only.    

1.9 Termination.  Adobe may at any time terminate Customer’s license to use and access the Digital Publishing 
Services if (a) Adobe is required to do so by law (for example, where the provision of the Digital Publishing 
Services to Customers is, or becomes, unlawful); or (b) if it becomes impractical for Adobe to continue 
offering Digital Publishing Services in Customer’s region due to change of law.   

2. Output Files. Customer may only distribute .folio files and .article files through an Authorized Viewer or to a licensee 
of the .folio specification.  Customer may not distribute the files in (A) .folio format to a third party (other than to an 
Adobe licensee of the .folio specification) for the purpose of creating a viewer to such file format, distributing such 
file through the third-party viewer, or otherwise circumvent any digital rights management related to such file or the 
Distributed Code; and (B) .article format to a third party for the purpose of creating a viewer to such file format, 
distributing such file through the third-party viewer, or otherwise circumvent any digital rights management related 
to such file or the Distributed Code.  Customer must not reverse engineer .folio files and .article files directly output 
from any Adobe-branded application or service.   
 

3. Upgrades. Customer must use reasonable efforts to update the Application with any updates or upgrades to the 
Distributed Code and Digital Publishing Services provided to Customer by Adobe within a reasonable period of time 
after Customer first receives the applicable update or upgrade.  By not migrating to the latest updates or upgrades 
(A) components of the Digital Publishing Services may not continue to effectively operate on the user’s device (e.g., 
due to a change or update to the operating system on the user’s device); and (B) Applications may not function and 
Customer may have to plan and create new Applications.   
 

4. Web Viewer.  For Digital Publishing Suite, Customer may not (A) embed the Web Viewer in an iFrame (or equivalent) 
without using the library associated with the Web Viewer nor (B) reverse engineer or modify any library associated 

http://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/legal/terms/enterprise/pdfs/PSLT-DPS-AddlAgencyTerms-EN-JA-2015v2.pdf
http://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/legal/terms/enterprise/pdfs/PSLT-DPS-AddlAgencyTerms-EN-JA-2015v2.pdf
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with the Web Viewer.  For Digital Publishing Solution, Customer may not (A) embed the Web Viewer in an iFrame (or 
equivalent) nor (B) reverse engineer or modify any web viewer code. 

 
5. Customer Content.  Adobe will not remove Customer Content that Adobe hosts on Customer’s behalf until (A) Adobe 

is put on actual notice that such content violates the law; and (B) Customer fails to remove the Customer Content 
after Adobe provides Customer a reasonable opportunity do so. Upon Customer’s failure to remove unlawful 
Customer Content within a reasonable time following notice, Adobe has the sole discretion to determine whether 
to remove the Customer Content stated in the notice or suspend or terminate Customer’s license to access and use 
the Digital Publishing Services. 

6. Definitions     

6.1 “Application” or “App” means a unique Customer-branded Authorized Viewer intended to display a Project 
to Customer’s users that is either (a) submitted to an App store supported by Digital Publishing Services; (b) 
in use within Customer’s organization solely for the benefit of Customer; or (c) distributes Customer Content 
through the Web Viewer. A substitute for a discontinued Application is considered a new Application.  

6.2 “Authorized Viewer” means a viewer application that is authorized by Adobe to display .folio files or .article 
files.  Authorized Viewer includes Adobe-branded viewer applications.  

6.3 “Project” means (a) for Digital Publishing Solution, a Customer created repository intended to deliver 
Customer Content to an Authorized Viewer; and (b) for Digital Publishing Suite, a set of Digital Publishing 
Suite accounts to deliver a single body of Customer Content to Authorized Viewers. 

6.4 “Territory” means countries where Customer is permitted to use Digital Publishing Services or deliver 
Customer Content to an Application under applicable law unless otherwise restricted in the applicable Sales 
Order. Except as stated in a separate addendum, the People’s Republic of China is expressly excluded from 
“Territory”.  

6.5 “Testing Application” means a Customer-branded Authorized Viewer intended to display a Project only for 
internal, non-production testing and development purposes.    

6.6 “Web Viewer” means an internet browser-based version of the Application. 
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PSLT – Adobe Digital Publishing Services (2015v2) 

 

1. ライセンス条件 

1.1 アプリケーション単位のライセンス  お客様がアプリケーションモデルの下で Digital Publishing 

Suite または Digital Publishing Solution の有効なライセンスを所持する場合、お客様は、テリトリー

内において、セールスオーダーに記載の最高数および目的 (記載されている場合) に限定して、その時

点でサポートされているプラットフォーム向けに、Digital Publishing Suite または Digital Publishing 

Solution (またはその両方) で作成されたアプリケーションを開発および配布することができます。 

(例えば、お客様が過去に、Digital Publishing Suite で作成される 2 つのアプリケーションのライセン

スを購入している場合、お客様は、(a) Digital Publishing Suite で作成された 2 つのアプリケーション、

(b) Digital Publishing Solution で作成された 2 つのアプリケーション、または(c) Digital Publishing 

Suite で作成されたアプリケーション 1 つと Digital Publishing Solution で作成されたアプリケーショ

ン 1 つを配布することができますが、(a)、(b)、(c) のいずれの場合であっても、お客様が配布できる

アプリケーションは 2 つを超えることはできません。) 

1.2 フルフィルメント  お客様が現在、フルフィルメントモデルで Digital Publishing Suite のライセン

スを受けている場合、これらの条件は Digital Publishing Suite のみに適用され、Digital Publishing 

Solution には適用されません。 

A. 適用されるセールスオーダーに記載されている場合を除き、未使用のフルフィルメントは、適用

されるセールスオーダーに指定されているライセンス期間の開始日から 1 年後に失効し、持ち

越しされることはなく、1 年経過後には他のいかなる目的にも有効ではなくなります。 

B. お客様は、デジタルパブリッシング ポータルを通じて、利用可能なお客様のフルフィルメント

を追跡することができます。「デジタルパブリッシング ポータル」とは、お客様が Digital 

Publishing Suite を使用し、これにアクセスするための一元化された起動ポイントを意味します。

お客様のフルフィルメント数がゼロとなった場合 (すなわち、利用可能なフルフィルメントが存

在しない場合で、かかる事象は「フルフィルメントの更新」と呼ばれます) 、アドビは、アドビ

の裁量により決定される猶予期間 (通常、「猶予期間」は 30 日間) 中に、その時点で最新の料金

表に従って、追加のフルフィルメントまたはフルフィルメントバンドルを提供することがありま

す。かかるフルフィルメントの提供は、実際の提供または購入が行われた日ではなく、フルフィ

ルメントの更新が発生した日に有効となります。お客様は、利用可能なフルフィルメントの合計

数がゼロとならないようにするために、猶予期間が終了する前に、その時点での料金表に従って

フルフィルメントバンドルを購入しなければなりません。追加のフルフィルメントバンドルは、

フルフィルメントの更新日から 1 年後に失効します。猶予期間中に提供される分は、追加のフ

ルフィルメントバンドルから差し引かれます。お客様は、フルフィルメントの更新に関連する未

払いの料金および金額に対して一切の責任を負います。これには、猶予期間中にお客様に提供さ

れたフルフィルメントまたはフルフィルメントバンドルの料金が含まれますが、これに限定され
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るものではありません。本契約に定められた支払いをお客様が怠った場合、アドビは、(1) folio

の発行を一時停止する、(2) フルフィルメントを制限する、(3)フルフィルメントを一時停止する、

および/または (4) お客様のアカウントを解約することができます。本条項は、ロシアを拠点と

するお客様には適用されません。ロシアにおいては、猶予期間は無く、フルフィルメントの更新

の日にフルフィルメントは終了します。 

C. フルフィルメントの制限は、Digital Publishing Solution のアプリケーションには適用されません。 

1.3 Adobe Analytics Essentials for Apps   

A. 配信コードに関する制限  Digital Publishing Solution には、Adobe Analytics の配信コードの

使用が含まれ、かかる使用は、お客様による Digital Publishing Solution の.article ファイルの使

用と組み合わされ、かつ Digital Publishing Solution .article ファイルの使用に直接関係する使用

に制限されます。Adobe Analytics Essentials for Apps の目的上、本契約における「お客様サイト」

についての言及は、以下に置き換えられるものとします。「お客様のサイト」とは、既存または

将来の Digital Publishing Solution により作成されたアプリケーションで、以下に該当するもの

を意味します。(A) お客様が所有および運営する、またはお客様に代わってアドビの第三者がホ

ストもしくは運営する、(B) お客様のブランド名またはロゴを含む、(C) お客様が維持および管

理するプライバシーポリシーまたはデータ収集慣行の条件を含み、かかるアプリケーションに対

してプライバシーの開示とデータ収集慣行を義務付ける、適用されるプライバシーまたはデータ

保護法を遵守するもの。 

B. 使用に関する制限  Adobe Analytics Essentials for Apps には、Adobe Marketing Cloud、

Adobe Analytics User Interface、Ad Hoc Analysis、Data Workbench、ReportBuilder、ClickMap

や、Adobe Marketing Cloud または Adobe Analytics User Interface のみを通じて使用可能な機能

もしくは性能 (これには Adobe Analytics User Interface で提供される Adobe Analytics のレポー

ト機能が含まれますがこれに限定されません) 、Acquisition、Messaging、Location/points of 

interest の各機能、または通常の Adobe Analytics 製品およびサービスの一環として提供される

その他の追加機能、性能、サービスや強化を利用するためのライセンスは含まれておらず、お客

様はそれらを利用しないことに同意するものです。 

1.4 配布  お客様は、テリトリー内において、セールスオーダーに記載の最大数量までおよび目的のた

めにアプリケーションをエンドユーザーに配布することができます。お客様は、各アプリケーション

およびテスト用アプリケーションを本契約の条件に基づくアドビの利益の保護（保証および損害に関

する条項を含みます）を下回ることのないエンドユーザーライセンス契約に基づいて、エンドユーザ

ーに配布または提供することを保証するものです。お客様のディストリビュータに本諸条件に違反す

る行為または不作為に起因または結果として生じる義務および責任は、お客様がアドビに対して負う

ものとします。１つのアプリケーションに同じお客様コンテンツが含まれる場合、かかるアプリケー

ションを複数のプラットフォーム（iOS、Android など）上で実行することができます。 

1.5 テストおよび開発  お客様は、アプリケーションおよびテスト用アプリケーションをテストおよ

び開発するために、テリトリー内において、Digital Publishing Services を使用およびこれにアクセス
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することができます。お客様はテスト用アプリケーションを最初の配布の日から 60 日までの期間、

配布することができます。お客様は、デバイスのアプリ「ストア」もしくはマーケットプレイスにテ

スト用アプリケーションを提出すること、および/または内部での本番稼動レベルの使用を目的とし

てテスト用アプリケーションを配布することを禁じられます。 

1.6 エージェンシーライセンス  お客様がエージェンシーであり、セールスオーダーにおいて明示的

に 許 可 さ れ て い る 場 合 、 ア ド ビ は 、 本 PDM お よ び

http://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/legal/terms/enterprise/pdfs/PSLT-DPS-

AddlAgencyTerms-EN-JA-2015v2.pdf (またはアドビが提供する他の URL) の条件に従って、お客様が

そのクライアントに代わりアプリケーションおよびお客様コンテンツを作成ならびに配布する非排他

的な権利をお客様に付与します。 

1.7 レポート  アドビは、適用されるセールスオーダーに記載されたライセンスの範囲および制限をお

客様が遵守していることを確認するためにレポートを生成することできます。 

1.8 フォントソフトウェア  アドビは、お客様に対して、Digital Publishing Services のユーザーインタ

ーフェイスを通じて一般的に提供されるフォントソフトウェアのコピーをお客様の.folio ファイルお

よび.article ファイルのみに埋め込むライセンスを付与します。 

1.9 解約  アドビは、以下の場合、いつでも Digital Publishing Services を使用しこれにアクセスするお

客様のライセンスを終了させることができます：(a) 法律により、これらの終了がアドビに求められ

る (例えば、お客様に対する Digital Publishing Services の提供が違法である、または違法となった) 場

合、または (b) 法律の変更により、お客様の地域において Digital Publishing Services を提供し続ける

ことがアドビにとって実際的ではなくなった場合。 

2. 出力ファイル  お客様は、.folio ファイルおよび .article ファイルを承認されたビューアーを通じて、

または .folio 仕様のライセンシーにのみ配布することができます。お客様は以下を行なってはなりませ

ん。(A) .folio 形式のファイルを、かかるファイル形式のビューアーを作成する目的で第三者(.folio 仕様

のアドビのライセンシーを除く)に配布する、第三者のビューアーを通じてかかるファイルを配布する、

またはかかるファイルもしくは配信コードに関連するデジタル著作権管理を回避する、および

(B) .article 形式のファイルを、かかるファイル形式のビューアーを作成する目的で第三者に配布する、

第三者のビューアーを通じてかかるファイルを配布する、またはかかるファイルもしくは配信コードに

関連するデジタル著作権管理を回避すること。お客様は、アドビブランドのアプリケーションまたはサ

ービスから直接出力した .folio ファイルおよび .article ファイルをリバースエンジニアリングしてはなり

ません。 

3. アップグレード  お客様は、アドビからお客様に提供された配信コードおよび Digital Publishing 

Services のいかなるアップデートまたはアップグレードについても、お客様がかかるアップデートまた

はアップグレードを受領してから合理的な期間以内に、アプリケーションをアップデートするための合

理的な努力を払うものとします。最新のアップデートまたはアップグレードに移行しないことにより：

(A) Digital Publishing Services の構成要素がユーザーのデバイス上で（例、ユーザーのデバイスのオペ

レーティングシステムの変更またはアップデートに起因して）効果的に動作し続けなくなることがあり、

http://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/legal/terms/enterprise/pdfs/PSLT-DPS-AddlAgencyTerms-EN-JA-2015v2.pdf
http://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/legal/terms/enterprise/pdfs/PSLT-DPS-AddlAgencyTerms-EN-JA-2015v2.pdf
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また(B) アプリケーションが機能しなくなり、お客様は新たなアプリケーションを計画し、作成しなく

てはならなくなることがあります。 

4. ウェブビューアー  Digital Publishing Suite について、お客様は、(A)ウェブビューアーを iFrame（ま

たはこれに同等するもの）に、ウェブビューアーに関連するライブラリを使用せずに埋め込んではなり

ませんし、(B) ウェブビューアーに関連するライブラリをリバースエンジニアリングまたは改変しては

なりません。Digital Publishin Solution について、お客様は、(A) ウェブビューアーを iFrame（またはこ

れに同等するもの）に埋め込んではなりませんし、(B)ウェブビューアーのコードをリバースエンジニア

リングまたは改変してはなりません。 

5. お客様コンテンツ  アドビは、アドビがお客様に代わりホストするお客様コンテンツを、(A) お客様

コンテンツが違法であることの通知をアドビが実際に受け取る、(B) アドビがお客様に合理的な機会を

提供した後にもお客様がお客様コンテンツの削除を怠る、のいずれかが起こるまで削除しません。通知

後、お客様が合理的な期間内に違法なお客様コンテンツの削除を怠った場合、アドビは、通知に記載さ

れたお客様コンテンツを削除する、または Digital Publishing Services へのお客様のアクセスおよび使用

を一時停もしくは終了するかどうかを、独自の裁量により決定することができます。 

6. 定義 

6.1 「アプリケーション」または「アプリ」とは、お客様のユーザーにプロジェクトを表示することを

目的とするお客様ブランドの承認されたビューアーであり、(A) Digital Publishing Services がサポー

トするアプリストアに提出された、(B) お客様の組織内においてお客様の利益のみを目的として使用

されている、および/または (C) ウェブビューアーを通じてお客様コンテンツを配布する、のいずれ

かに該当するものを意味します。使用中止されたアプリケーションに代わるものは、新たなアプリケ

ーションとみなします。 

6.2 「承認されたビューアー」とは、.folio ファイルまたは.article ファイルを表示するためにアドビが許

可したビューアーアプリケーションを意味します。承認されたビューアーには、アドビブランドのビ

ューアーアプリケーションが含まれます。 

6.3 「プロジェクト」とは、(A) Digital Publishing Solution では、お客様コンテンツを承認されたビュー

アーに送ることを目的としてお客様が作成したレポジトリ、および(B) Digital Publishing Suite では、

単体のお客様コンテンツを承認されたビューアーに送るための Digital Publishing Suite のアカウント

一式を意味します。 

6.4 「テリトリー」とは、お客様が、適用されるセールスオーダーで制限される場合を除き、適用法の

下でお客様が Digital Publishing Services を使用することまたはお客様コンテンツをアプリケーション

に送ることが許可されている国を意味します。別途アデンダムに定める場合を除き、中国は「テリト

リー」から明示的に除外されます。 

6.5 「テスト用アプリケーション」とは、内部の非生産テストおよび開発のみを目的とする、プロジェ

クトの表示を目的とするお客様ブランドの承認されたビューアーを意味します。 
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6.6 「ウェブビューアー」とは、インターネットブラウザーベースの「アプリケーション」のバージョ

ンを意味します。 
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