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RECON INSTRUMENTS INC. 

限定的保証（北米） 

 

本契約条件は、Recon Instruments Inc.（以下「Recon」という）が製造し、またはそのために製造された

一切のハードウェア（以下「本製品」という）の購入に適用されるものです。 本限定的保証おける「お

客様」という用語の使用は、製品の元の購入者を指すものです。本限定的保証全体を通じて、「ケベッ

クの住民」とは、Consumer Protection Act （消費者保護条例）（ケベック）が摘要され、契約を締結

する、ケベックの住民を指します。   

1. 保証/契約条件 

  
a. Recon は、お客様に、お客様が購入された元の日付から 1 年間（以下「保証期間」という）、

通常の使用条件のもと、製品の建材および施工に欠陥がないことを保証します。限定的保証は

、お客様によって譲渡できません。元の購入後の購入では、すべて「現状のまま」購入するこ

とになり、本限定的保証は適用されません。Recon のウェブサイトから、または他のオンライ

ンベンダーから本製品を購入した場合、購入日は、Recon または当該オンラインベンダーによ

って電子メールによって発行された送り状の日付になります。物理的店舗を持つ認定販売代理

店から本製品を購入した場合は、物理的店舗で発行された送り状の日付が購入日になります。 
b.  Recon が製品に欠陥があると判断した場合、Recon は、独自の判断で以下を行う場合があります: 

(i) 本製品の欠陥がある部品を無償で修理する、または新しい部品または修理した部品と交換す

る 、 

(ii) 欠陥の ある本 製品を 同等の 新品、 または 修理し た製品 と交換 する、 または 

(iii) Recon が (i) または (ii) の規定に従って本製品を修理または交換できない場合は、製品を購

入するためにお客様が支払った購入価格に比例した料金を返金する。1(B) 条は、ケベックの住

民には適用されません。 
c.   本製品が保証期間中に修理または交換された場合、適用法によって禁止されている場合を除い

て、修理または交換された本製品に適用される保証は、元の保証期間の有効期限が切れた時点

で無効になります。本限定的保証に従って行われるあらゆる保証サービスまたはサポートは、

お客様がなんら担保の付かない状態で製品を Recon またはその認定サービス業者に返品するこ

とを条件として提供されます。限定的保証の規定に従って本製品が交換された場合、本製品ま

たはその部品はお客様の所有物となり、交換された本製品は Recon の所有物になります。返金

された場合は、お客様は本製品を Recon に返品し、そのような本製品は Recon の所有物になり

ます。Recon は、返金または交換の条件として、お客様に本製品の返品を要求する、またはお

客様が本製品を返品しなかった場合のみ課金されるお客様のクレジットカード番号を要求する

場合があります。1(C) 条は、ケベックの住民には適用されません。 

2. 免責事項  

限定的保証は、以下には適用されません: 

a. 通常の磨耗 

b. 本製品やそのいずれかの部品が、Recon の認定していない者により開放、分解または修理され
た場合 

c. 本製品が Recon やその認定販売店から購入されたものではない場合 

d. 誤使用、湿気や液体、熱に近づけあるいは露出し、事故、不正使用、過失、誤用、本製品を 

Recon が本製品との併用を許可した他の機器、周辺機器や付属品（例、ゴーグル等）との本製
品の使用に関する指示事項に従わなかった場合、または Recon やその認定サービス業者以外の
者による修理や改造を行なった場合等、本製品に同梱される使用、安全およびメンテナンスに
関する指示事項にお客様が従わなかったことによる損傷 
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e. 本製品の表面に対する物理的損傷 

f. シリアル番号が取り外されているか、誤使用、不正使用、汚染、不適切なメンテナンスや調整
、またはその他の外部要因の結果として損傷または欠陥を示している本製品 

g. 本製品以外の機器 

h. Recon が明示的に認定または提供していないアクセサリー、製品、サービスまたは付属品ある
いは周辺機器と併用する本製品の使用に起因する誤動作や欠陥で、かつ当該誤動作や欠陥が本
製品それ自体の不具合ではないと Recon が判断する場合  

i. Recon による提供の有無を問わず一切のソフトウェア 

 

Recon は、本製品の操作が中止されない、または不具合がないことは保証しません。 

 
3. 本製品の返品 Recon は、本限定的保証の提供者です。Recon の保証お問い合わせ先情報は

、www.reconinstruments.com に掲載されています。お客様が本製品の元の購入者であることを証明す

るため、Recon または本製品の認定販売店からお客様に送られた領収書の形体で、本製品の購入を

証明する必要がある場合があります。保証期間を過ぎた Recon の製品を返品する場合、Recon の標

準修理条件および料金が適用される場合があります。Recon は、Recon またはその認定販売店がお

客様に本製品を販売した国に限定的保証を限定する場合があります。元の購入が行われた国以外で

保証サービスを要求する場合は、送料、手数料、その他の経費がお客様に請求される場合がありま

す。 
 

同 梱 さ れ て い る 本 製 品 の 使 用 法 、 お 手 入 れ 方 法 、 安 全 に 関 す る 指 示 、 な ら び
に www.reconinstruments.com に掲載されているユーザーマニュアルを確認してください。本製品ま
たは部品の返品、修理、または交換には、送料、手数料、交換料金、返品料金が要求される場合が
あります。 

 

4. データの回復本製品の検証、修理または交換の途上で損傷、紛失または破損した一切のデータ、

ソフトウェア、アプリケーションまたは情報に対して、Recon が責任を負わないことをお客様は了

解し同意するものとします。また本限定的保証は、本製品におけるお客様のデータのバックアップ

、回復および再インストールを対象としていません。返品前にお客様が装置における一切のデータ

およびアプリケーションをバックアップすることを推奨いたします。 
 

5. 排他的救済。本限定的保証に規定されている救済は、本限定的保証のもと、お客様に提供されて

いる唯一の法的救済です。適用法によって許される限り、本限定的保証は、明示的、暗示的を問わ

ず、他の保証または条件すべてに代わるものです。本限定的保証に規定されていない限り、ならび

に適用法の許す限り、Recon は、明示的または暗示的を問わず、所有権または非侵害の保証、およ

び特定目的への適合性、商品適格性、商品質、満足のゆく品質、耐久性に関する暗示的表明、保証

および条件を含むがこれに限らない、あらゆる種類の表明、保証、宣伝、条件を明確に否認します

。適用法によって、暗示的保証が免責されない場合は、そのような暗示的保証は、本限定的保証の

保証期間に限定されるものとします。  
 

本保証は、お客様に特定の法的権利を付与するものであり、裁判管轄によって異なる他の権利がお

客様に付与される場合もあります。裁判管轄によっては、暗示的保証の保証期限を限定できないこ

とがあるため、お客様には上記の限界が適用されない場合があります。5 条は、ケベックの住民に

は適用されません。  
 

6. 賠償責任からの解放、免責および限界 

a.  お客様は、Recon の役員、重役、代理店、従業員、ライセンサー、サプライヤー、サービス業

者、販売代理店、および流通業者（以下、本 6 条では総称して「Recon」という）は、本製品

の使用または性能に関連して発生した、一般、罰金的、非罰金的、間接的、経済的、特別、商

業的、付随的、懲罰的または結果的損害賠償（利益の損失、営業収入または報酬の損失、デー

http://www.reconinstruments.com/
http://www.reconinstruments.com/
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タの損失、機会の損失、遅延または期待される貯金を実現できなかったことによる損害を含む

がこれに限らない）責任も、そのような損失の可能性を当該個人/企業が認識していた場合でも

、お客様に対し一切負わないことを了解するものとします。   
b.  適用法によって許される限り、お客様は、Recon による過失、契約違反、法定違反、または他

の注意義務違反を含む、いかなる原因でも本製品をお客様が使用したことから発生したお客様

またはお客様の最近親者の死亡を含む損失、損害、経費または傷害に対する賠償責任から 

Recon を解放し、免責することを了解し、合意するものとします。    
c. 本限定的保証のもと、お客様またはお客様を通してまたはお客様の代理として申し立てる第三

者に対して Recon が負う賠償責任額は、いかなる場合も、お客様が購入した本製品の購入価格

、または本製品の修理または交換費用のいずれか高額な方を超えることはないものとします。 
d.  上記 6(A)、6(B) および 6(C) 条に規定されている免責条件は、そのような損害の可能性を Recon 

が認識していた場合でも責任の法理（契約、不法行為、過失またはその他）にかかわらず、原

因に関係なく、あらゆる種類の損害、損失または賠償責任に適用されることが意図され、適用

されます。 

e.  本 6 条の限界および免責は、適用法によって禁止されていない限り、契約上の権利放棄の可能

性なく、完全に適用されます。 

 

裁判管轄によっては、間接的損害または結果的損害の免責または制限が許されないことがあるため

、お客様には上記の制限が適用されない場合があります。6 条は、ケベックの住民には適用されま

せん。  
 

7. プライバシー。Recon が受領または収集するお客様に関する情報（お客様個人の連絡先およびク

レジットカード情報等の金融情報を含むがこれに限らない）は、本製品に関する問題を解決する目

的、並びに本限定的保証に規定された保証に関するサービスを提供かつ実施する目的により、

Recon のプライバシー方針（www.reconinstruments.com/privacy にて確認可能）に従って使用、処理

、伝送、保管および開示されるものとします。 

8. 紛争解決 

a. 仲裁。次の事由に関する一切の紛争、申立てまたは問題を含め、本限定的保証またはその違反

に起因し、これに関連し、あるいはこれに関係する一切の紛争、意見の相違または申立ては、

ブリティッシュ・コロンビア州商事仲裁法およびその改正法の条項を唯一の排他的なものとし

て服し、最終的にこれに基づいた拘束力のある仲裁により解決されるものとします。(i) 本限定

的保証の存在、有効性、適用、解釈、履行、実施または解除、(ii) 本限定的保証の交渉、実施、

解釈、適用または履行に起因し、あるいはこれに関連する一切の紛争や申立て、または (iii) 本

製品の設計、製造、流通、指示、警告、性能あるいは使用に起因するか、これに関連する一切

の紛争または申立て（以下、総称いて「紛争」という）。仲裁は、ブリティッシュ・コロンビ

ア州法令および適宜カナダの法令に準拠するものとします。仲裁人は、弁護士費用や出費、な

らびに仲裁人の費用および経費を含む仲裁の費用を裁定する管轄権を有するものとします。当

該仲裁人による裁定および判断は、最終的なものであり、お客様と Recon を拘

束するものとします。仲裁人による裁定に基づく判決、裁定が下される相手に対し、一方

当事者または両当事者に対する裁判管轄権を持つ裁判所に付託することができ、お客様と 

Recon のいずれについても、本限定的保証の規定に基づいた仲裁人による裁定の実施可能性お

よび執行に対する如何なる抗弁権についても本書において放棄することに同意するものとしま

す。仲裁人の裁定に基づく判決は、当該判決の実施の対象となる人物または当該人物の財産に

対する裁判管轄を持つ裁判所へ付託することができるものとします。仲裁が適用される法令に

よって禁止されている場合、お客様と Recon は本限定的保証に関連する一切の紛争に関して、

カナダのブリティッシュ・コロンビア州裁判所の排他的裁判管轄に服することに本書において

合意するものとします。 

http://www.reconinstruments.com/privacy
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b. お客様は、ここに、本限定的保証に関連するかこれに起因する一切の申立ておよび争点に関し

て、陪審による裁判を受ける一切の権利を放棄するものとします。 
 

8 条は、ケベックの住民には適用されません。  
 

9. 土地譲渡承認。お客様は、(a) 不都合法廷地あるいはその他の事由に基づいた裁判地や裁判管轄

に対する異議申し立ての権利、および (b) 当該裁判管轄において裁定または解決された本限定的保

証に関連してお客様の普通裁判籍として訴訟や仲裁を行なう裁判管轄に関する法令に基づく制定法

上またはその他の権利を放棄するものとします。契約における言語が起草者の意図に反して解釈さ

れる解釈法、法令または規制は、本限定的保証には適用されないものとします。9 条は、ケベック

の住民には適用されません。 
 

10. 準拠法。本限定的保証は、両当事者がブリティッシュ・コロンビア州に所在している場合になさ

れるように、異なる法体系に適用される国際私法原則に依ることなくして、ブリティッシュ・コロ

ンビア州の法令およびカナダの連邦法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。10 条は、

ケベックの住民には適用されません。  
 

11. 可分性。本限定的保証の各条項は、分離した明確な保証であり、その他のすべての分離した明確

な保証から分離していることを宣言します。本限定的保証のすべて、または一部、または本限定的

保証内の保証、条項が、管轄裁判所または他の制定された法的機関によって無効、強制力なし、ま

たは不合理と裁定された場合も、本限定的保証中の他の保証または条項またはその部分の強制力ま

たは有効性に影響を与える、またはそれらを損なうとみなされず、当該裁判所またはその他の制定

された法的機関は、適切と見られる場合は、当該保証または条項を制限する権威を有します。 
 

12. 権利放棄。これらの契約条件の条項への厳密な準拠を Recon が主張しなかった場合も、当該条項

の権利放棄とはみなされず、一定の時宜のこれらの契約条件の条項の権利放棄は、他の時宜の権利

放棄とはみなされません。これらの契約条件に定められている、時宜を得た方法で Recon がその権

利または救済を主張しなかった場合も、その後の、または継続した不履行に対する更改または権利

放棄と解釈されてはならず、その後いかなる時宜にも Recon の権利を修正、変更または制限するも

のではありません。 
 

13. 言語。適用される法令が禁止する場合を除き、本限定的保証および一切の関連文書が英語により

作成されることをお客様は了解し、同意するものとします。13 条は、ケベックの住民には適用され

ません。  
 

14. 契約条件の更新および補完。本限定的保証は、Recon によって適時、更新または補完される場合

があります。特定の国で購入された本製品については、本製品に記載されている、または Recon の

ウェブサイトに掲載されている独自の契約条件によって本限定的保証に代替、または本限定的保証

が変更される場合があります。これらの国独自の契約条件（ある場合）によって変更されないすべ

ての契約条件は変更されず、有効なままになります。本限定的保証の最新版、本限定的保証に対す

る補完、または国または裁判管轄独自の契約条件については、Recon のウェブサイトを参照してく

ださい。14 条は、ケベックの住民には適用されません。  

 

保証に関する詳細については、www.reconinstruments.com/warranty を確認してください。  

 

http://www.reconinstruments.com/warranty

