
キャラクターライセンス契約書

本契約は、（　）年（　）月（　）日付けで、（　）にて設立された会社で（　）に住所を有する（　）（本契約
中にて以下「ライセンサー」と称する）と、（　）の（　）（本契約中にて以下「ライセンシー」と称する）と（
　）の（　）（本契約中にて以下「サブライセンシー」と称する）により締結され、
以下のことを証する。
世界的に有名で現在引退したプロ（　）プレーヤーとして知られる（　）（本契約中にて以下「プレーヤー」）は
、彼の名前の商業的価値を開発し、プレーヤーをイメージとして利用した長期に亘る商業的価値を有する国際的商
標へと慎重に位置づけてゆくことを決めており、
ライセンサーは、「（　）グループ」と称される企業グループの子会社であり、付属書Ａに呈示の戦略計画及びそ
の戦術に従って多種の視覚的適用分野における（　）という名称と商標の商業的使用を開発し、管理し、支配する
ため種々の分野における専門家を雇用しており、
ライセンサーは、企業グループとして、プレーヤーの新しいイメージ、及び（　）グループが開発した（　）とい
う商標を反映したスタイル及びデザインを創造し、及び／又は他者がこれを創造することを援助するため、高度に
熟練したデザイナーのスタッフを雇用しており、
ライセンサーは、商業的目的のため、（　）という商標と名称を使用する権利を他者に付与する独占的権利を有し
ており、
サブライセンシーは、ライセンサーが開発した戦略とコマーシャル・コンセプトについて報告を受けており、ライ
センサーと協力して、本契約中にて以下に定義の契約品を開発する権利を取得すること、並びにライセンシーが開
発した戦略計画及び戦術に従って遂行される広告、促進及び販売等の活動に関連して、（　）という商標と名称を
使用することを希望しており、並びに
本契約中に規定された目的のため、ライセンサーは、本契約中にて以下に定義の（　）アイデンティフィケーショ
ン及び（　）デザインを全世界を通じ使用するための再実施権をサブライセンシーに付与する権利を含む実施権を
ライセンシーに付与している。
よってここに、当事者は、本契約により以下のとおり合意する。

第１条　定義
本契約中にて使用される以下の用語は、下記の通り定義されるものとする。
ａ）「（　）アイデンティフィケーション」とは、以下を意味するものとする。
i)（　）のフルネーム、（　）のサインの複写、（　）の写真、肖像、イメージ及び確認、並びに本契約において
合意された商業的目的に使用され、また随時ライセンサーにより定められる利用方法によるいかなる上記への言及
又はその組合わせ。
ii)ライセンサーにより随時制定される形式及びレタリングによる（　）デザイン・グループの名称、並びにそれ
へのいかなる言及及びその組み合わせ、並びに
iii)（本契約中にて以下に定義される）契約商標
ｂ）「契約商標」とは、下記第13条において確認される（　）という名称及び／又は（　）デザイン・グループと
いう名称に関するあらゆる商標登録を意味するものとする。
ｃ）「（　）デザイン」とは、すべて下記第３条に規定の手順に従ってデザインされ創造されるサブライセンシー
の契約品の年３回のシーズン及びプレ・シーズン・コレクション（春／夏コレクション、秋／冬コレクション及び
プレ・春／夏コレクション）の各々のため、下記第１条ｄ）号に記載の契約品のためのデザインスケッチ、及び提
案された素材と色合わせの見本の総合された全体から構成されるものとする。
ｄ）「契約品」とは、男性用、女性用、及び子供用（　）、規定（　）及び規定外（　）を意味するものとし、後
者２製品のカテゴリーは，本契約の契約期間中にライセンサー、ライセンシー及びサブライセンシー間で相互に合
意した時期に市場に導入される。
ｅ）「許諾製品」とは、（　）デザインに従ってサブライセンシー又はサブライセンシーのために製造され、（　
）アイデンティフィケーションを使用してサブライセンシーにより広告され、促進され及び／又は販売される契約
品を意味するものとする。
ｆ）「契約期間」とは、（　）年（　）月（　）日に開始し、（　）年（　）月（　）日に終了する（　）年契約
期間を意味するものとする。
ｇ）「契約年度」とは、契約期間中の（　）年（　）月（　）日から起算される連続12カ月の期間を意味するもの
とする。

第２条　権限の保証
ライセンサーは、ライセンシー及びサブライセンシーに対し、ライセンサーが本契約を締結し、権利を付与し、ま
た本契約中に記述されている役務を提供するのに必要なすべての権利を有していることを保証し、且つ表示する。
ライセンサーは、契約期間中に本契約中にて付与される（　）アイデンティフィケーションに対する権利又は（　
）デザインを受領する権利を妨害若しくは損なうであろういかなる行為もなさないことに同意する。

第３条　デザイン
本契約の締結及び交付の後直ちに、ライセンサー、ライセンシー及びサブライセンシーは、上記第１条ｃ）号に記
述する（　）デザインの創作においてライセンシー及びサブライセンシーのデザイン担当者が協力的に共同作業を
行うことを可能にする手順を、誠実に相談し討議するものとする。このような方法により創作される製品デザイン
の数、当該デザインが適用される特定の製品、及び当該デザインを創作するタイムスケジュールは、すべてライセ
ンサー、ライセンシー及びサブライセンシーにより誠実に討議され合意されるものとする。当該合意は、各年にお
ける許諾製品の季節別コレクションのための（　）デザインの定義及び（　）デザインの開発のためのスケジュー
ルを設定するものとし、本契約締結の日付から合理的な期間内に合意されるものとする。

第４条　権利の付与
１．契約期間及びその延長期間中、本契約のすべての諸条件に従って、ライセンサーは、ライセンシーへ、またラ
イセンシーは、サブライセンシーへ、許諾製品の製造、輸入、広告、促進及び販売に関連して世界を通じて（　）
アイデンティフィケーションを使用する独占的権利を付与し、またライセンシーとライセンサーは、上記第１条ｄ
）号に記載の商品の品目の製造、広告、促進又は販売に関連して、（　）アイデンティフィケーション及び／又は
（　）デザインを使用する権利は、契約期間中世界中のどの地域においてもサブライセンシー以外の何者にも付与
しないことを明確に合意する。
２．サブライセンシーは、（　）デザインに従って製造されたすべての契約品が、許諾製品として（　）アイデン
ティフィケーションを使用して広告され、促進され、頒布され、及び販売されることに同意する。サブライセンシ
ーは、（　）デザインを使用して製造された契約品のみが、許諾製品として、（　）アイデンティフィケーション
を使用して広告され、促進され、頒布され、及び販売されることに同意する。サブライセンシーは更に、下記第13
条の規定に従って事前にライセンサーに提出され、ライセンサーにより承認された契約品のみが（　）アイデンテ
ィフィケーションを使用して広告され、促進され、及び販売されることに同意する。

３．サブライセンシー、ライセンシー及びライセンサーは、共同して付属書Ａに記述のライセンサーが開発した戦
略、及び当該戦略から派生した戦術に全般的に従って創造される許諾製品の包括的マーケティング・イメージとマ
ーケティング・プランを設定し、制定するものとする。当該マーケティング・イメージとマーケティング・プラン
は、許諾製品以外のサブライセンシーの契約品の広告、頒布及び販売のためにサブライセンシーが設定し採用した



マーケティング・イメージとマーケティング・プランとは、視覚的及び特色的に異なるものであり、且つ識別可能
なものであるものとする。サブライセンシー、ライセンシー及びライセンサーは、共同して、サブライセンシーの
商標、商号及びロゴが許諾製品に使用される場合と、許諾製品以外のサブライセンシーの契約品に関連して使用さ
れる場合の使用方法の間に容易に識別可能な差異を設け、且つ維持するものとする。かかる容易に識別可能な差異
は、当該許諾製品に関連して使用される適切な下げ札、包装及び／又はラベルの使用によりなされ且つ維持される
。サブライセンシーは、当該差異の遵守に責任を負うものとする。サブライセンシーは、本契約中にて上述された
ような（　）アイデンティフィケーションのサブライセンシーによる使用において、契約期間中ライセンサーが随
時設定するであろう色、レタリング、広告テーマ及びコンセプトを含む（　）アイデンティフィケーションの使用
のための指針及び基準を遵守することに同意する。本契約締結の時点で有効な当該指針及び基準は、付属書Ｂとし
て添付されている。

第５条　最善の努力
１．サブライセンシー、ライセンシー及びライセンサーの各々は、本契約に規定の各々の義務と約束に基づき、及
び契約期間中、世界を通じ許諾製品の販売を活動的且つ積極的に促進する最善の努力を各々なすことに合意する。
かかる努力は、サブライセンシーにより開発され、ライセンサーにより承認されたマーケティング・プランに従っ
て遂行されるものとする。このプランは、ライセンサーとサブライセンシー間の相互の合意の後の将来の変更が条
件となる。当該変更に関する討議は、毎年なされるものとし、当事者は、当該会合の日時と場所につき相互に合意
するものとする。
２．本契約に規定の事柄に関するサブライセンシー、ライセンシー及びライセンサーの代表の円滑な連絡と協力を
維持し容易にすることを可能にするため、ライセンサーの代表者は、本契約に関連する事柄を討議する目的で年２
回サブライセンシーの代表者に会うために、（　）を訪問することに同意する。ライセンサーは、その代表者がこ
れらの訪問に要する旅費及びその他の経費を負担することに同意し、ライセンサーの代表者が（　）外のライセン
サーの事務所を訪問する場合は、サブライセンシーは、自己の代表者の要した旅費及び他の関連諸経費を負担する
ものとする。

第６条　プレーヤー本人による出演
１．ライセンサーは、もし必要なら各契約年度内に連続しない暦日（　）日間、プレーヤーが写真撮影会に参加し
、許諾製品のマーケティングにおいて使用される（　）アイデンティフィケーションのイメージを反映する写真を
サブライセンシーが撮影できるようにするために、プレーヤーの役務を提供することに同意する。当該日は、プレ
ーヤーとサブライセンシー相互に都合が良く、相互に便利な時間と場所に予定されるものとする。但し、ライセン
サーは、各契約年度にプレーヤーが少なくとも一回は（　）を訪問し、当該訪問期間中に上記年次役務のスケジュ
ールにプレーヤーが応じることに同意する。当事者は、相互に、プレーヤーのこのような役務が、許諾製品のマー
ケティングの不可欠の部分を形づくることを意図していないことに合意する。プレーヤーがかかる訪問をした場合
、ライセンサーは、プレーヤーを、例えば工場見学のような１回以上の本人による販売促進出演に提供することに
同意する。
２．プレーヤーがサブライセンシーのために、（前項に従って合意されるであろう）写真撮影会又は本人による販
売促進出演に出席するために旅行に出かけることを要求された場合、ライセンサーは、当該役務に関連してプレー
ヤーに発生したプレーヤーの航空運賃、ホテル宿泊費、食事代、及び現地陸上交通費を支払うか若しくは他の方法
で負担することに同意する。サブライセンシーは、上記（　）日間の役務日を超過して提供された役務日（もしあ
れば）のために発生した当該費用を支払うことに同意する。

第７条　年間保証ロイヤルティ
本契約中にて上述された権利と役務のライセンシーとライセンサーへの報酬として、サブライセンシーは、ライセ
ンシーに、以下の年間最低保証ロイヤルティを下記第９条に規定する方法によりライセンシーの口座へ支払うもの
とする。
（以下の記載は、「保証契約年度：年間ロイヤルティ」の順になっている。）
*第１年目：（　）円
*第２年目：（　）円
*第３年目：（　）円
*第４年目：（　）円
*第５年目：（　）円
各当該年間保証ロイヤルティは、２回の均等割賦により支払われるものとする。第１回目の当該支払いは、相応す
る契約年度の初日後（　）日以内に支払われるものとし、第２回目の当該支払いは、相応する契約年度の初日から
（　）カ月以内の日に支払われるものとする。

第８条　発生ロイヤルティ
サブライセンシーは、各契約年度中に本契約に基づきサブライセンシーが販売したすべての許諾製品の工場渡しイ
ンボイス価格に基づいて発生したロイヤルティを、当該総販売の（　）％の利率にて［蔵出しからの店締め及び季
節末在庫品一掃セールに関する発生ロイヤルティは、（　）％とする場合を除き］ライセンシーに支払うものとす
る。但し、サブライセンシーが支払う当該発生ロイヤルティは、当該契約年度中に行われた許諾製品の販売に関す
る発生ロイヤルティの範囲でのみ支払われるものとする。［例えば、第２契約年度における発生ロイヤルティが総
額（　）円の場合、サブライセンシーは、ライセンシーに年間保証ロイヤルティとして（　）円、更に発生ロイヤ
ルティとして（　）円を支払うものとする。］当該発生ロイヤルティは、各契約年度毎に船積費用及び売上税（も
しあれば）を除外した販売されたすべての許諾製品の工場渡しインボイス価格の総額に基づき別々に計算されるも
のとする。当該発生ロイヤルティは、各当該契約年度中に販売された許諾製品に関し、各契約年度末日後（　）日
以内に支払われるものとする。年間最低保証ロイヤルティのいかなる部分も、ある契約年度から他の契約年度に貸
方として繰り越される（又は繰り戻される）ことはないものとする。

第９条　支払い
本契約に従ってサブライセンシーからライセンシーになされるすべての支払いは、ライセンシーの（　）銀行（　
）支店口座番号（　）に振り込まれるものとする。各々の支払いを受領すると同時に、それが年間最低保証ロイヤ
ルティか発生ロイヤルティかを問わず、ライセンシーは、ライセンサーに対し若しくはライセンサーのために、支
払うべきものは何であれすべて支払う責任を負うものとする。

第10条　販売報告書
サブライセンシーは、ライセンサーとライセンシーの双方に対し、それらの各々の前記住所に各契約年度中にサブ
ライセンシーが販売した許諾製品の総売上に関する販売報告書の写しを提出するものとし、当該販売報告書は、各
当該契約年度終了後（　）日以内にライセンサー及びライセンシーに引渡される。当該販売報告書は、販売された
許諾製品の各品目の数量、各当該品目の販売価格、及び当該契約年度中に販売された全品目の売上額の総計を表示
するものとする。サブライセンシーは、許諾製品の販売及びそれらにかかる発生ロイヤルティの計算に関する正確
な帳簿と記録をつけ且つ保持することに同意し、かかる帳簿と記録は、本契約終了後（　）年間が終了する前まで
、営業時間中のいずれの時でもライセンサーとライセンシーの検査に供されるものとする。

第11条　許諾製品の許可
ライセンサーは、サブライセンシーが許諾製品として販売を意図しているすべての契約品（及びその包装）を検査
する権利を有することが、了解され合意されており、当該契約品（及びその包装）が受諾できないと判明した場合



には、サブライセンシーは、当該契約品を許諾製品として販売しないことに同意する。ライセンサー、ライセンシ
ー及びサブライセンシーは、サブライセンシーの許諾製品（及びその包装）に対するライセンサーの検査と承認が
行われる合理的手順、予定及び基準について相互に討議することに合意し、誠実に合意する。第１契約年度中に、
契約品の各部門からの契約品（及びその包装）の個別品目における一つのサンプルが検査及び承認若しくは不承認
のためにサブライセンシーにより提出されるものと了解されるが、その後の契約年度においては、当該検査及び承
認は、ライセンサーにより指定された選択的代表品目についてのみなされることが意図されている。契約品（及び
その包装）のいかなる品目であれライセンサーにより承認されなかった場合、サブライセンシーは、即座に不承認
の理由を通知され、ライセンサーとライセンシーは、当該品目の問題点を矯正するに際してサブライセンシーを援
助することにできる限りの協力をする。ライセンサーは、いかなる品目をも不当に不承認にしない。サブライセン
シーがライセンサーに提出した契約品（及びその包装）のいかなる品目も、同品がライセンサーのその受領後（　
）日以内に不承認とならない場合は、ライセンサーにより承認されたものとサブライセンシーによりみなされる。

第12条　広告材料の許可
１．ライセンサーは（上記第４条３項に記述されているように）、許諾製品の広告と促進のためのすべての広告戦
略及びコンセプトの開発に責任を負うことが合意され、当該広告コンセプトは更に、サブライセンシーによる受諾
及び承認を条件とする。当該コンセプトに基づきサブライセンシーが作成し且つ許諾製品の広告及び促進に使用を
意図するすべての広告材料を検査する権利をライセンサーが所有していることに、サブライセンシーは同意し、当
該材料がライセンサーにより受諾できないと判断された場合には、サブライセンシーは、当該材料を使用しないこ
とに同意する。サブライセンシーは、許諾製品のための広告及び促進材料の開発において本契約中にて上述された
とおり、ライセンサーが開発した広告コンセプト及び広告プランを排他的に使用することに同意する。

ライセンサー、ライセンシー及びサブライセンシーは、許諾製品に関するサブライセンシーの広告材料に対するラ
イセンサーの検査と承認が行われる合理的な手順、予定及び基準について、相互に討議することに合意し、誠実に
合意する。広告材料のいかなる品目でライセンサーが不承認とした場合、サブライセンシーは、即座に不承認の理
由を通知され、ライセンサーとライセンシーは、当該品目の問題点を訂正するにつきサブライセンシーを援助する
ことにできる限りの協力をする。ライセンサーは、いかなる品目をも不当に不承認としない。サブライセンシーか
らライセンサーに提出された広告及び促進材料の見本は、同品がライセンサーのその受領後（　）日以内に不承認
とならない場合は、ライセンサーに承認されたものとサブライセンシーによりみなされる。
２．サブライセンシーは、広告及びラベルに他のいかなる商標、デザイン、ロゴとも直接組み合わせて（　）アイ
デンティフィケーションを使用しないことに同意する。

第13条　契約商標
１．ライセンサーは、許諾製品に関連する商標区分において、付属書Ｃに記載してある国及び地域にて（　）、及
び／又は（　）デザイン・グループの標章として、本契約に添付されその一部を構成する付属書Ｃに記載してある
商標登録及び商標出願を使用する、及び他者に使用する権利を付与する独占的権利を有していることを保証し、且
つ表示する。上記第１条ｂ）号に定義された当該商標登録は、本契約において「契約商標」と称される。ライセン
サーは、契約期間中を通じ、当該商標登録を有効に維持するよう誠実に努力をすることに同意し、また、商標出願
の場合、ライセンサーは、当該出願の最終的登録を得るよう試みる誠実な努力をするものとする。一つ以上の当該
商標出願が登録されなかった場合、ライセンサーは、関連商標にかかるライセンサーの独占的権利を保護し、また
本契約に規定されている当該標章の使用につきサブライセンシーに実施許諾されている権利を保護するため、それ
に代わるいかなる法的防御手段が利用可能かに関し、サブライセンシーと協議することに同意する。
２．ライセンサーは、サブライセンシーが（上記第１条ａ）号で定義されている）（　）アイデンティフィケーシ
ョンを使用したことのみを理由にして、サブライセンシーが被るであろうあらゆる損害、負債又は損失に関し、サ
ブライセンシーを補償し、サブライセンシーに害を与えないことに同意するが、但し、（　）アイデンティフィケ
ーションの当該使用は、本契約に規定のすべての諸条件に従って、サブライセンシーよりなされたものとする。
３．サブライセンシーは、契約期間前、期間中又は期間後を問わず、（　）又は世界の他のいかなる国々において
も、「（　）」という名称、「（　）デザイン・グループ」という名称、（　）・ロゴ、「（　）」若しくは「（
　）」という名称、又は前述のいずれかの組合わせにより構成されるいかなる商標の出願をもせず、また、そのよ
うないかなる商標又は商号の所有権を取得若しくは取得する試みをしないことに同意する。

第14条　商標侵害
１．契約期間中、サブライセンシーの合理的な意見においてサブライセンシーの許諾製品の販売に商業的に重大な
悪影響を及ぼす契約商標の侵害又は詐称通用が発生した場合、そのような状況においてサブライセンシーは、当該
侵害を減ずるか又はもし可能であれば消去するために必要な若しくは適当な何らかの行動があれば、これを決定す
るためにライセンサーの弁護士と相談することに同意し、ライセンサーは、自己の費用において独自でいかなる行
動を取るかを決定する唯一の権利を有するものとする。サブライセンシーは、このような状況下において要求され
るであろう適正な協力及び援助をライセンサーにさしのべることに同意する。
２．上記のライセンサーによる行動が、申し立てられた侵害又は詐称通用をそのような状況下において妥当な期間
内に阻止することに成功しなかった場合、或いは、ライセンサーが何んらの行動も取らないことを決定した場合に
は、サブライセンシーは、当期契約年度の終了時に、影響を受けた国又は地域内において、侵害又は詐称通用の対
象となっている契約品の当該部門を、ライセンサー及びライセンシーへの書面による通知をもって、本契約から削
除する権利を有するものとする。但し、サブライセンシーは、侵害又は詐称通用の性質及び範囲がサブライセンシ
ーに対する（　）アイデンティフィケーションの価値を本質的に損なうものである場合にのみ、この権利を行使す
ることに同意する。上記の場合、ライセンサー、ライセンシー及びサブライセンシーは、関係する国又は地域にお
いて、当該部門が削除された結果喪失した各々の売上高に比例してその後支払われる年間保証最低ロイヤルティの
適切な減額に関し、即座に討議し誠意を持って合意するものとする。

第15条　債務不履行
ライセンサー又はサブライセンシーのどちらか一方が契約期間中のいずれかの時に、ａ）本契約に支払うべく規定
されている金額のいくらかでも支払いを怠るか、或いはｂ）（金銭の支払い以外の）本契約に基づく約束、合意又
は義務のいずれかの遵守若しくは履行を怠る場合、不履行のない当事者は、以下のごとく契約期間を終了すること
ができる。上記”ａ）”については、不履行のない当事者が相手方当事者へ支払いの不履行に関する書面による通
知を発信後（　）日以内に当該支払いがなされない場合、或いは上記”ｂ）”については不履行のない当事者が相
手方当事者へ当該不履行を明記した書面による通知を発信後（　）日以内に当該不履行が矯正されない場合とする
。但し、本条に従って契約期間を終了させなかったことは、不履行のない当事者が、損害賠償、終了、又はその他
の方法によってであろうが本条なしでも請求する権利を有するいかなる救済方法の放棄をも、有効にし又は構成す
るものではない。

第16条　特別終了権
１．プレーヤーが一般社会を震撼させ、侮辱し、及び不快を与え、並びに公衆の道徳及び礼節を嘲るような何らか
の行動を取り、また当該行動が（　）アイデンティフィケーションの商業的価値を本質的に損なう場合は、サブラ
イセンシーは、ライセンサーとライセンシーへの書面による通知をもって、当該通知の受領と同時に、本契約の契
約期間を終了する権利を有するものとする。上記のように契約期間を終了する権利をサブライセンシーに与える状
況の存在につきライセンサー又はライセンシーがサブライセンシーと合意できない場合、ライセンサーとライセン
シーは、当該終了通知を受領後（　）日以内に本件を（　）において仲裁に付託するものとし、当該案件は、下記



第24条の規定に従って仲裁により最終的に解決されるものとする。
２．契約期間中プレーヤーが上記１項に記述されている何らかの行動を犯した場合でかつサブライセンシーが上記
１項に従って本契約の契約期間の終了を決定した場合は、サブライセンシーとライセンサーは、許諾製品のための
サブライセンシーのマーチャンダイジング計画にもたらされた損害のライセンサーによるサブライセンシーへの弁
済に関し誠実に交渉することに合意し、当該支払いの金額は［総額（　）円を超えることはないものとするが］、
サブライセンシーとライセンサー間にてその場合の実際の状況を勘案して誠意を持って交渉される。

第17条　終了
サブライセンシーは、契約期間の終了後、本契約の次条に明確に規定する場合を除き、（　）アイデンティフィケ
ーション及び（　）デザインを使用するサブライセンシーのすべての権利は完全に終了することを了解し、合意し
、またサブライセンシーは、その後、（　）アイデンティフィケーション又は（　）デザインに関連したいかなる
品目も、製造、広告、促進、頒布、又は販売しないものとする。

第18条　終了時の許諾製品の在庫品
契約期間の満了若しくは早期終了以前にサブライセンシーにより又はサブライセンシーのために製作されたいかな
る許諾製品も、サブライセンシーは、当該日から（　）カ月間は販売することができるが、但し、以下のことが条
件となる。
ａ）当該許諾製品は、いかなる時にもライセンシー及び／又はライセンサーにより不承認とされていないこと、
ｂ）当該満了時若しくは早期終了時にサブライセンシーの在庫品における許諾製品の数量が適正な在庫を超過して
いないこと、
ｃ）サブライセンシーは、満了日又は早期終了日後（　）日以内に、当該日の在庫品における許諾製品の数と説明
を記した文書による明細をライセンシーに提出すること、
ｄ）サブライセンシーは、本契約中にて上述した利率で当該販売に関する発生ロイヤルティを、サブライセンシー
によりそれ以前に支払われたいかなる年間保証ロイヤルティの額もそこから差し引くことなく、ライセンシーに支
払い続けるものとすること、並びに
ｅ）本条に従って支払われる発生ロイヤルティ額は、上記（　）カ月末から（　）日以内に支払われるものとする
。

第19条　完全なる合意
本文書は、本契約当事者間の完全なる合意を構成し、その変更と改訂は、それにより影響を受ける当事者又は当事
者たちの署名された書面によりなされる場合を除き、なされてはならない。

第20条　破産
以下の状況において、いずれの当事者も、相手方へ文書による通知をなすことにより直ちに本契約の契約期間を終
了する権利を有するものとする。
ａ）いずれの当事者かが支払不能となり、或いは破産又は再編成の申請書が当事者により、又はその当事者に対し
て提出され、或いは支払不能の手続が当事者により、又はその当事者に対して起こされた場合、
ｂ）いずれの当事者が、債権者の利益のために、譲渡をするか、管財人の管理のもとに置かれるか又はその事業を
清算する場合、或いは
ｃ）自救的動産差押え、強制執行又は仮差押えが、許諾製品の製造及び販売に使用される当事者の資産に対して行
われ、且つこれらが30日間にわたり免除されない場合。

第21条　本契約の更新
（　）年の（　）月と（　）月の２カ月間の期間中に、ライセンサー、ライセンシー及びサブライセンシーは、本
契約を１年間以上の追加期間延長する諸条件について討議するために会合を持つものとする。本契約に従ったサブ
ライセンシーの履行が満足ゆくものであったということを条件に、ライセンサーとライセンシーは、いかなる当該
更新についてもサブライセンシーへ最優先的考慮を与えることに合意する。

第22条　準拠法
本契約は、（　）法により支配され、これに従って解釈されるものとする。

第23条　譲渡
本契約は、いずれの当事者によっても本契約の相手方当事者の事前の文書による同意なくして譲渡されてはならな
い。上記に拘わらず、ライセンサーは、本契約期間中のいかなる時でも、本契約に規定されているすべてのライセ
ンシーの義務、権利及び責任をライセンサー［又はその指定する代表者若しくは（　）における子会社］へ譲渡す
るようライセンシーに要求する権利を有するものとし、かかる場合には、ライセンシーは、すべての当該義務、権
利及び責任をライセンサー［又はその指定する代表者若しくは（　）における子会社］へ譲渡することに同意する
が、但し、本契約に規定されたライセンシーの義務、責務、又は責任から若しくは関連して発生したライセンシー
が被ったであろう若しくは招いたであろういかなる損害賠償、責任、訴訟、請求、提訴、費用、又は経費から、及
びこれらに対し、ライセンサーは、まずライセンシーに補償を与えるものとする。かかる場合、ライセンサーは、
直ちにサブライセンシーに、本契約に規定されたライセンシーの当該義務がその後どのように履行されるか通知す
るものとする。サブライセンシーとライセンシーは、ライセンサーが（　）デザイン・グループ企業集団の一会社
であり、またライセンサーが本契約に基づくライセンサーの義務の履行において企業集団内の他の会社に援助させ
る権利を有することを承認する。

第24条　仲裁
１．本契約当事者の関係を導いた平等と相互尊敬の精神にのっとり、本契約から又は関連して、或いはその違反の
ために当事者間に発生したすべての紛争、論争、又は意見の相違は、可能な限り相互の協議により解決されるもの
とする。かかる協議が意見の相違を解決しない場合にのみ、不平の理由のある一方の当事者は、仲裁に付託するも
のとする。
２．不平の理由のある当事者は、相手方当事者の住所がある国の仲裁人に意見の相違の解決のための申請をするも
のとする。この目的のためライセンサーは、（　）の（　）に申し立てるものとし、この目的のためサブライセン
シーは、（　）の（　）へ申し立てるものとする。仲裁人の仲裁判断は、最終的なものであり、且つ当事者を拘束
するものとする。

第25条　締結及び交付
本証書は、それがライセンサー、ライセンシー及びサブライセンシーの代表者によって各々署名され、且つ完全に
署名された原本をもって交付がなされない限り及びなされるまでは、合意書又は契約書とみなされないものとし、
またライセンサー、ライセンシー及び／又はサブライセンシー若しくはそのいずれかについていかなる義務も生じ
ないものとする。

上記の証拠として、ライセンサー、ライセンシー及びサブライセンシーは、本契約を冒頭に記載した日付をもって
締結した。
ライセンサー：
会社名（　）
署名欄（　）



署名者名及び役職（　）
ライセンシー：
会社名（　）
署名欄（　）
署名者名及び役職（　）
サブライセンシー：
会社名（　）
署名欄（　）
署名者名及び役職（　）


