Milestone エンドユーザー使用許諾契約
これは元の Milestone エンドユーザー使用許諾契約の翻訳版です。本エンドユーザー使用許諾契約の条項および条件の解釈において、
何らかの不確実性や紛争があった場合には、元の英語版が本翻訳版よりも優先されます。元の英語版の Milestone エンドユーザー使
用許諾契約は本翻訳版の後にあります。
注：お客様のために本製品をインストールする Milestone の販売代理店、システム インテグレーター、またはその他の方は、お客様が本エン
ドユーザー使用許諾契約を承諾し、任意のオプションが適応される場合にはエンドユーザーの個人情報を Milestone Systems に登録す
ることに同意しているをことを、必ず確認してください。
本エンドユーザー使用許諾契約 (EULA) (以下「本契約」) は、Milestone 製品またはユーティリティに関して、お客様 (個人または単一の
法人) と Milestone Systems A/S (以下「Milestone」、「当社」) との間で締結される、法的拘束力を持つ契約です。Milestone 製品ま
たはユーティリティには、関連するソフトウェアおよびハードウェア コンポーネント、媒体、印刷物、オンライン文書または電子文書、ならびに更
新や修正 (以下「本製品」) が含まれる場合があります。本契約の目的から、本製品を Milestone が提供するコンピュータまたはサーバー
システムの一部として購入された場合、このようなシステムのすべてのハードウェアおよびソフトウェアのコンポーネントは、本製品の一部とみな
されます。ただし、システム文書あるいはシステムに含まれている別のサードパーティの使用許諾契約の対象となるサードパーティ製のソフト
ウェアまたはハードウェア コンポーネントは除きます。
本製品をインストール、展開、コピー、またはその他の方法で使用することにより、お客様は本 EULA の条件に同意したものとみなされます。
本 EULA の条件に同意しない場合は、本製品をインストールまたは使用せずに、本製品の購入日から 30 日以内にすべての付属物とと
もに購入場所に返却することにより、購入額から送料および手数料を差し引いた金額の返金を受けることができます。お客様または
Milestone の販売代理店を含むお客様の代理人が、本製品のご購入以前に、またはご購入の一部として本契約に同意していた場合は、
この返品条件は適用されません。本製品は、著作権法および著作権に関する国際条約、さらにはその他の知的財産に関する法律およ
び条約によって保護されています。本製品のすべてのソフトウェア部分は、お客様に使用を許諾するものであり、販売されるものではありま
せん。
ソフトウェアライセンスコード (以下「SLC」) が必要な Milestone 製品の場合、お客様に付与されているライセンスは、本製品をご購入の際
に提供されたソフトウェアライセンスコードによって確認されます。
自動リモートアップデートの承諾：お客様の組織のシステム管理者は、現在または今後、お客様のコンピュータ上にあるソフトウェア製品のリ
モートおよび自動でアップデートまたはインストールを行えるようなツールまたはオペレーティング システム手法を使用する場合があります。
Milestone Software Manager もそのようなツールです。製品を自動アップデートする際にかかるツールが使用されている場合、新しい製品
について EULA の受諾をお客様に求める画面が表示されない場合があります。現在の EULA を受諾することによって、お客様は、お客様
の代理のシステム管理者に、今後の製品アップデートの EULA を受諾する権利を付与します。
AWS クラウドのデプロイメント：Milestone XProtect VMS 製品は、自分のライセンス使用 (以下「BYOL」) モデルで Amazon マシンイメー
ジ (以下「AMI」) として提供されることや Milestone XProtect® Essential+ の付属のライセンスと共に提供されることもあり、関連の
CloudFormation スクリプトを使用することで AWS クラウドサービスインフラストラクチャ上でデプロイできます。このスクリプトは、お客様の
AWS アカウントの新しい Virtual Private Cloud (以下「VPC」）上で、本製品のデフォルトのデプロイメントを実行します。お使いの AWS ク
ラウドサービスインフラストラクチャ上に本製品をデプロイするために必要な限度までお客様は、CloudFormation スクリプトまたはスクリプトに
よって生成されたデフォルトのデプロイメントを変更できます。 CloudFormation スクリプトは、種類を問わず一切の保証（特定の目的に対
する適合性の黙示的保証を含みますがこれに限定されません）なく「現状有姿」で提供されます。Milestone は、いかなる保証も明示的に
放棄し、CloudFormation スクリプトへの変更やスクリプトによって生成されたデフォルトのデプロイメントへの変更の責任を負いません。本製
品のデプロイメントおよびデプロイした本製品の使用に起因するリスクおよび責任はすべてユーザーであるお客様が負うものとします。
知的財産権：著作権を含む（ただしこれに限定されない）、本製品および本製品のコピーに対するすべての所有権および権利は
Milestone が保有しますが、本製品に対して第三者が寄与する場合は、所有権およびそれらの寄与に対する権利のみ、当社許諾者が
保有します。明示的に付与されていないすべての権利は Milestone が保有するものとします。
第三者の権利の侵害：Milestone は、本製品がいかなる第三者の知的財産権も侵害しないことを保証する責任を負うものとします。ただ
し、特許については、 (a) お客様の購入日においてアメリカ合衆国または欧州連合で付与および発行された特許のみを対象とし、および
(b) 本製品がその他の製品または技術と併用されず、スタンドアロン製品として侵害している場合のみとします。このような侵害が申し立て
られお客様に対する法的措置が発生した場合、お客様は直ちにこれについて Milestone に書面で通知するものとします。その場合、
Milestone は訴訟の責任を取り、訴訟に付随して起こるすべての法的費用を単独で負担するものとします。Milestone は、独自に訴訟を
起こす、またはユーザーとしてお客様に対して申し立てられた侵害の和解交渉を行う取消不能な代理権を有するものとします。Milestone
は、Milestone の裁量で、お客様が本製品を継続して使用する権利を取得するか、または本製品を修正または本製品と実質的に同一
の機能を有する他の製品と交換することによって侵害を終結させるか、またはこれらの救済策のいずれも Milestone の妥当な経費負担に
おいて達成できない場合には、直ちに本 EULA を解約するかのいずれかを行う権利を有するものとします。解約の場合、お客様は
Milestone に対して、補償または免責の権利を含む (ただし、これに限定されない)、それ以上の請求を行えません。

EULA 20200402

エラーの修正：本製品の欠陥またはエラーは、本製品全体としての機能に影響がある場合、またはこれが本製品の動作を妨げるものであ
った場合についてのみ、重大とみなされるものとします。本製品の購入後 90 日以内にお客様が本製品に重大な欠陥またはエラーが存在
することを立証した場合、Milestone はその裁量において、(i) かかる欠陥またはエラーのない本製品の新規複製を納入する、(ii) 無償でか
かる欠陥またはエラーを是正または修正する、または (iii) 本 EULA を解約し、お客様による本製品のすべての複製の返却に対して、受領
したあらゆるライセンス料金を返金する義務があるものとします。本項に定める規定が、本製品に欠陥またはエラーがあった場合におけるお
客様の唯一の救済策です。
非保証：本製品の文書の一部として Milestone から特定の保証がある場合を除いて、Milestone は、本製品に関するすべての保証を明
示的に否認します。本製品および関連する文書は「現状有姿」で提供され、種類や明示的か暗示的かを問わず、一切の保証は提供さ
れません。これには、暗示的保証または市場適合性、特定の目的に対する適合性が含まれますが、これに限りません。本製品の使用また
は性能に起因するあらゆる危険性に対する責任は、ユーザーであるお客様が負うものとします。お客様が、本製品を特定の機器または他
のソフトウェアと組み合わせて使用することで、データプライバシー法および刑法を含むがこれに限らない、適用法によって制限されている、ま
たはこれに反する監視行為およびデータ処理を実行する可能性があることをここに通知します。お客様による使用が適用法に準拠してい
るかの確認に関する責任はユーザーであるお客様のみが負うものとします。
禁止されている使用方法：
本製品は、製品が使用される管轄地域、国または地域で適用される法規に従った場合にのみ適用および使用できます。これには、本製
品による監視および録画対象に対する法規制、録画データなどのデータを本製品に保存する際のポリシー、およびこのような録画データを
本製品からエクスポートするときの処理方法などが含まれますが、これに限定されません。このような法規制を理解して遵守する唯一の責
任は、ユーザーであるお客様が負うものとします。Milestone は、このような法規制に抵触したことから生じる直接的、間接的、あるいは結
果的な損失または損害については一切責任を負いかねます。
本使用許諾契約は、国連世界人権宣言で規定された内容に従って、あらゆる個人の人権侵害を目的とした、または人権侵害に関連し
た製品の使用方法を対象としていません。かかる使用方法は禁じられており、本 EULA への重大な違反であり、本製品の使用許諾全体
が事前の通知なく即時に無効となり、それ以上の本製品の使用は違法となります。
Copenhagen Clause：Milestone は、テクノロジーが持つ力と、テクノロジーが生活の質の向上のためにどのように使用されるべきか、というこ
とについてオープンで正直な公共の会話をもつことを目指したテクノロジーの宣言した Copenhagen Letterーに調印しています。テクノロジー
を形作る存在である私たちは、テクノロジーが人間のニーズと行動にどのような影響をもたらしているかについてを振り返り、これからのテクノロ
ジーの使い方について責任を持たなければなりません。Milestone は、テクノロジーの責任ある使用に関するこの重要な議論に参加すること
だけでなく、www.copenhagenletter.org にアクセスし、Copenhagen Letter に署名し、該当の Copenhagen Clause をご自身または自社
の同意書に含めることもパートナーの皆様に働きかけています。
責任制限：本項で定める規定は、適用法で許容されている範囲内で有効です。Milestone およびその供給元は、いかなる場合でも、本
製品を使用すること、または使用できなかったこと、サポートの提供または適切に提供できなかったことに起因する、特別な、偶発的、間接
的、または結果的に発生したあらゆる損害 (業務利益の損失、業務上の障害、業務情報の損失、または金銭上の損失を含むがこれに
限らない) またはあらゆる製品の賠償責任 (対人事故を除く) に対して一切の責任を負いません。これは、Milestone が、このような損害の
可能性について事前に通知されていた場合でも同様です。意図的な不正行為または重大な過失がない限り、Milestone が提供する賠
償責任は、本製品に対してお客様が実際に支払った合計金額に限定されるものとします。
サードパーティーライセンス：製品は、特定の製品の付随資料に提示されている一定のサードパーティーソフトウェアをお客様が使用する権
利を含んでいます。お客様は、製品をその他のサードパーティーソフトウェアと統合することができます。そして、このようなサードパーティーソフ
トウェアをお客様の目的のために使用するために調査および使用権利を得るためにインストールすることはお客様の責任のもとに行われます。
雑則：(a) お客様はバックアップまたは保存を目的として必要な枚数の本製品のコピーを作成することができます。(b) お客様は本製品のコ
ピーを第三者に配布できません。(c) 契約により放棄することのできない適用法の下で許可される範囲内を除き、お客様は本製品のコン
ポーネントのリバース エンジニアリング、デコンパイル、逆アセンブル行うことはできません。(d) Milestone の本製品を含む譲渡された所有持
分がある場合を除き、本 EULA は譲渡不能です。譲受人が本 EULA の条項に同意する場合に限り、お客様は本製品のすべての権利
を永久的に譲受人に譲渡できるものとします。
終了：Milestone は、お客様が本契約条件に従わなかった場合、他の権利を侵害することなく、本契約を終了することができるものとしま
す。そのような場合は、本製品の使用を直ちに中止し、製品のすべてのコピーを廃棄する必要があります。
分離条項：管轄権を有する裁判所または政府機関が、本契約のいずれかの条項が無効、法的強制力がない、または限定された範囲に
おいてのみ法的強制力があると判断した場合、現在の使用許諾契約は、そのような条項を削除または限定して、完全な効力を有するも
のとします。
完全なる合意： 本契約は、本書の主題に関して両当事者の完全で全体的な合意を構成し、本契約に先立って取り交わされた、あらゆ
る書面および口頭による請合および誓約、あらゆる黙示的な保証、本書において再記述されていないコモンローの規則または法律の通常
の規則は、両当事者間における拘束力から除外されます。

EULA 20200402

準拠法：本契約およびお客様と Milestone の間で締結される契約は、デンマークの法律に準拠しており、本件に関する争議は、コペンハ
ーゲン市裁判所を唯一の場所として行われるものとします。
ライセンス、インストール、および使用上の条件と制限。製品は IP デバイス をサポートします。IP デバイスとは、カメラ、エンコーダー、あるい
はその他のデバイスで、製品が適用されている環境内で固有の IP アドレスによりアドレスが与えられているものを指します。製品に接続され
ている IP デバイス 1 つにつき、1 つのデバイスライセンスが必要となります。また、ネットワークビデオレコーダー（以下「NVR」）経由で本製品
に接続されている各 IP デバイスには、たとえデバイスライセンスを本製品でアクティベートしないとしても、デバイスライセンスの購入が必要と
なります。ただし、NVR 自体への接続に別途デバイスライセンスは不要です。複数のレンズやセンサー、エンコーダーを持った IP デバイスは、
接続されているアナログカメラが最高 16 台までの場合、特定の例外により 1 つの IP デバイスとカウントされます。サポート対象の IP デバイ
スに関しては https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices をご確認ください。関連する
XProtect ®ブランド製品には、特定のライセンス規約が適用される場合があります。下記をご覧ください。

システムデータの収集と登録： 本製品のライセンスをアクティベーションすることにより、お客様はコアシステムデータ（使用済みデバイス数な
ど）が送信され、Milestone のライセンスシステムに保存されることに同意するものとします。システムに接続されている各ライセンスと各デバイ
スのためのユニークキーが生成されます。Milestone は、ライセンスが EULA に則って使用されていることを確かめるために、接続されている
デバイスの MAC アドレスを収集し、カメラが登録された、また削除された回数を追跡します。Milestone はまた、ライセンスをアクティベートす
るサーバーの IP アドレスを登録します。システムが Milestone のプッシュ通知を使用している場合、Milestone はプッシュ通知の受信登録
が行われているモバイルサーバーとモバイルデバイスの GUID (グローバル一意識別子) に加え、プッシュ通知受信先として入力されたメール
アドレスの GUID も追跡します。このようなデータを収集および管理する唯一の目的は、Milestone およびそのチャネルパートナーが
Milestone 製品のライセンス管理を施行できるようにすることです。お客様は、いかなる手段によっても、オンラインサービスに送信されるデー
タを変更、修正、または改ざんしないことに同意するものとします。
個人情報 ― EU 一般データ保護規則： チャネルパートナーを介して製品のライセンスを購入する場合、お客様の会社のビジネス情報は
Milestone に登録されることになります。お客様はまた、任意で、Milestone に連絡窓口となる人物の名前、電子メールアドレス、および電
話番号を提供することも可能です。ライセンス試用期間中にこれらの情報を収集および維持する唯一の目的は、Milestone とチャネルパー
トナーがライセンスマネジメントの強化、Milestone チャネルプログラムの実施、および製品のテクニカルサポートの提供を可能にするためです。
Milestone は、下文に従い、パーソナルデータを慎重に収集および使用しているデータ管理者です。Milestone は、当社のプライバシーポリ
シー (https://www.milestonesys.com/privacy-policy/) に従ってお客様の個人データを取り扱います。
本 EULA は、あらゆる製品に適応されます。以下に続くセクションに説明の通り、個々の製品に該当する個別の契約条件により、本契約
はすべての製品に適用されます：

Milestone XProtect® 監視カメラ管理ソフトウェア
Milestone XProtect®Corporate
インストールおよび使用 ― XProtect Corporate 製品には、以下が適用されます：
Milestone は、お客様に対して、以下の条件および制限のもと、本製品をインストールおよび使用する権利を付与するものとします。
1.
本製品の「管理サーバー」コンポーネントは、ソフトウェアライセンスコードによってマネジメントサーバーと指定された無制限の数のコ
ンピュータおよびクラスタ化されたマネジメント フェールオーバーサーバーにインストールできます。
2.
本製品の「レコーディングサーバー」コンポーネントは、レコーディングサーバーおよびフェールオーバー レコーディング サーバーとして指
定された無制限の数のコンピュータに対してインストールすることができます。レコーディングサーバーおよびフェールオーバー レコーディ
ング サーバーは、上記で規定された、指定されたマネジメントサーバーによって管理されなければなりません。
3.
本製品は、本製品が指定するオペレーティングシステムが実行されているコンピュータでのみ使用できます。
4.
また、本製品をインストールすることで、Microsoft SQL Server 2019 Express Edition について Microsoft ソフトウェアライセンス
条項 (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) に従うことに同意することになります。
5.
以下の第 9 項および第 10 項の記載を除き、本製品は、直接的または一部間接的を問わず、お客様、お客様の企業の従業員、
またはお客様に代わって事件の捜査を行う当局を含め、お客様に携わって業務を行う者によってのみ使用できるものとします。その
ため、本製品は、いかなる方法においても、お客様の顧客やその他の第三者などが操作または使用することはできません。
6.
本製品はお客様が所有または管理する、あるいはお客様が所有または管理していない所有物または所有地を監視する際に必要
な法的な許可を獲得および維持している、所有物または所有地の監視にのみ使用できます。
7.
統合化システムに適切なライセンスが付与されている場合、Milestone Federated Architecture を使用することで、追加のライセ
ンスを取得せずに、本製品を使用して他の XProtect Corporate または XProtect Expert に接続できます。
8.
Milestone Interconnect を使用することで、他の Milestone 監視カメラ管理ソフトウェア製品およびお客様またはサードパーティに
属するその他の Milestone 認定製品の接続に本製品を使用できる可能性があります (互換性のある製品に関する最新の概要
については、Milestone のウェブサイト https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestoneaddons/interconnect/milestone-interconnect-compatibility/ をご確認ください)。次の条件が満たされる場合、Milestone
Interconnect を使用できます。a) 内部接続されたシステムが合法的に取得されたライセンス権利によって完全なライセンスを受け
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9.
10.

11.

12.

13.

14.

ている、b)お客様は XProtect Corporate システムでアクセスできるカメラ用の Milestone Interconnect カメラライセンスを購入また
は登録によって合法的に取得している。
本製品は、監視を実施するために必要な法的許可を取得および保持している場合、Milestone Federated Architecture を使
用してサードパーティによりリモートに操作および管理されることができます。
次の条件が満たされる場合、Milestone Interconnect を使用してお客様またはサードパーティによって本製品をリモートで操作お
よび管理できます。ただし、a)お客様またはサードパーティが、中央の XProtect Corporate システムでアクセスできるカメラ用に
Milestone Interconnect カメラライセンスを購入しており、b) 監視を実施するために必要な法的許可を取得および保持している
場合に限ります。
本製品をサードパーティのマップアプリケーション (Google マップ、Microsoft® BingTM Maps や OpenStreetMap など)と併用する場
合、当該マップアプリケーションを使用する適切な法的権利をお客様が取得している、また利用する場合は使用するサードパーティ
のアプリケーションの諸条件を遵守するよう確実にする全責任はお客様が負います。
お客様は、本製品が OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)©のコントリビューターのデータを利用することに同意しま
す。データベースの個別のコンテンツの権利は、データベースコンテンンツライセンス
(http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/) に基づきライセンスされます。この一環として、タイルの一括ダウンロードや不
要なダウンロードの領域における通信速度制限 (ヘビーユーザー規制) などタイルの利用に関するポリシー
(https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/) を遵守することにも同意することになります。
Advanced Audio Coding (AAC): 本製品には AAC 機能が含まれているため、次の規定が適用されます。AAC は実施許諾技
術であるため、AAC 特許ポートフォリオの関連特許に基づくライセンスが必要です。AAC ライセンスはライセンス会社を通じて入手
できます。Milestone Systems より製品を通じて、限定数の AAC ライセンスの入手が可能です。AAC 機能を支える Milestone
製品には、基本ライセンスによる 2 つの閲覧クライアント・ライセンスが含まれています。閲覧クライアントが 2 つ以上必要であれば、
ライセンスパックの追加購入が必要です。
お客様は、お客様がデバイスライセンスを購入した IP デバイスのみに対してのみ本製品を使うことができるという必要条項に同意し
ます。EULA の一般規約、「ライセンス、インストール、および使用上の条件と制限」をご参照ください。ここでは、IP カメラ、またはシ
ステムに接続されている IP ベースのデバイス１つあたり、1 つのデバイスライセンスが必要であることが明記されています。

Milestone XProtect® Expert
インストールおよび使用 ― XProtect Expert 製品には、以下が適用されます：
Milestone は、お客様に対して、以下の条件および制限のもと、本製品をインストールおよび使用する権利を付与するものとします。
1.
本製品の「管理サーバー」コンポーネントは、ソフトウェアライセンスコードによってマネジメントサーバーと指定された無制限の数のコ
ンピュータおよびクラスタ化されたマネジメント フェールオーバーサーバーにインストールできます。
2.
本製品の「レコーディングサーバー」コンポーネントは、レコーディングサーバーおよびフェールオーバー レコーディング サーバーとして指
定された無制限の数のコンピュータに対してインストールすることができます。レコーディングサーバーおよびフェールオーバー レコーディ
ング サーバーは、上記で規定された、指定されたマネジメントサーバーによって管理されなければなりません。
3.
本製品は、本製品が指定するオペレーティングシステムが実行されているコンピュータでのみ使用できます。
4.
また、本製品をインストールすることで、Microsoft SQL Server 2019 Express Edition について Microsoft ソフトウェアライセンス
条項 (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) に従うことに同意することになります。
5.
以下の第 6 項および第 7 項の記載を除き、本製品は、直接的または一部間接的を問わず、お客様、お客様の企業の従業員、
またはお客様に代わって事件の捜査を行う当局を含め、お客様に携わって業務を行う者によってのみ使用できるものとします。その
ため、本製品は、いかなる方法においても、お客様の顧客やその他の第三者などが操作または使用することはできません。
6.
本製品は、以下の第 7 項を除き、 監視を実施するために必要な法的許可を取得および保持している場合、Milestone
Federated Architecture を使用してサードパーティによりリモートで操作および管理することができます。
7.
次の条件が満たされる場合、Milestone Interconnect を使用してお客様またはサードパーティによって本製品をリモートで操作お
よび管理できます。ただし、a)お客様またはサードパーティが、中央の XProtect Corporate システムでアクセスできるカメラ用に
Milestone Interconnect カメラライセンスを購入しており、b) 監視を実施するために必要な法的許可を取得および保持している
場合に限ります。
8.
本製品をサードパーティのマップアプリケーション (Google マップ、Microsoft® BingTM Maps や OpenStreetMap など)と併用する場
合、当該マップアプリケーションを使用する適切な法的権利をお客様が取得している、また利用する場合は使用するサードパーティ
のアプリケーションの諸条件を遵守するよう確実にする全責任はお客様が負います。
9.
お客様は本製品が OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/)© の投稿者からのデータを利用することを承諾します。デ
ータベースの個別のコンテンツの権利は、データベースコンテンンツライセンス (http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/)
に基づきライセンスされます。この一環として、タイルの一括ダウンロードや不要なダウンロードの領域における通信速度制限 (ヘビー
ユーザー規制) などタイルの利用に関するポリシー (https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles) を遵守することにも同
意することになります。
10. Advanced Audio Coding (AAC): 本製品には AAC 機能が含まれているため、次の規定が適用されます。AAC は実施許諾技
術であるため、AAC 特許ポートフォリオの関連特許に基づくライセンスが必要です。AAC ライセンスはライセンス会社を通じて入手
できます。Milestone Systems より製品を通じて、限定数の AAC ライセンスの入手が可能です。AAC 機能を支える Milestone
製品には、基本ライセンスによる 2 つの閲覧クライアント・ライセンスが含まれています。閲覧クライアントが 2 つ以上必要であれば、
ライセンスパックの追加購入が必要です。
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11. お客様は、お客様がデバイスライセンスを購入した IP デバイスのみに対してのみ本製品を使うことができるという必要条項に同意し
ます。EULA の一般規約、「ライセンス、インストール、および使用上の条件と制限」をご参照ください。ここでは、IP カメラ、またはシ
ステムに接続されている IP ベースのデバイス１つあたり、1 つのデバイスライセンスが必要であることが明記されています。

Milestone XProtect® Professional+
インストールおよび使用 ― XProtect Professional+ 製品には、以下が適用されます：
Milestone は、お客様に対して、以下の条件および制限のもと、本製品をインストールおよび使用する権利を付与するものとします。
1.
本製品の「管理サーバ―」コンポーネントは、ソフトウェアライセンスコードによってマネジメントサーバーと指定された無制限の数のコ
ンピュータおよびクラスタ化されたマネジメント フェールオーバーサーバーにインストールできます。
2.
本製品の「レコーディングサーバー」コンポーネントは、レコーディングサーバーとして指定された無制限の数のコンピュータに対してイン
ストールすることができます。レコーディングサーバーは、上記で規定された、指定されたマネジメントサーバーによって管理されなけれ
ばなりません。
3.
本製品は、本製品が指定するオペレーティングシステムが実行されているコンピュータでのみ使用できます。
4.
また、本製品をインストールすることで、Microsoft SQL Server 2019 Express Edition について Microsoft ソフトウェアライセンス
条項 (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) に従うことに同意することになります。
5.
本製品は、以下の第 6 項の記載を除き、直接的または一部間接的を問わず、お客様、お客様の企業の従業員、またはお客様
に代わって事件の捜査を行う当局を含め、お客様に携わって業務を行う者によってのみ使用できるものとします。そのため、本製品
は、いかなる方法においても、お客様の顧客やその他の第三者などが操作または使用することはできません。
6.
次の条件が満たされる場合、Milestone Interconnect を使用してお客様またはサードパーティによって本製品をリモートで操作お
よび管理できます。ただし、a)お客様またはサードパーティが、中央の Milestone XProtect Corporate システムでアクセスできるカメ
ラ用に Milestone Interconnect カメラライセンスを購入しており、b) 監視を実施するために必要な法的許可を取得および保持し
ている場合に限ります。
7.
Advanced Audio Coding (AAC): 本製品には AAC 機能が含まれているため、次の規定が適用されます。AAC は実施許諾技
術であるため、AAC 特許ポートフォリオの関連特許に基づくライセンスが必要です。AAC ライセンスはライセンス会社を通じて入手
できます。Milestone Systems より製品を通じて、限定数の AAC ライセンスの入手が可能です。AAC 機能を支える Milestone
製品には、基本ライセンスによる 2 つの閲覧クライアント・ライセンスが含まれています。閲覧クライアントが 2 つ以上必要であれば、
ライセンスパックの追加購入が必要です。
8.
お客様は、お客様がデバイスライセンスを購入した IP デバイスのみに対してのみ本製品を使うことができるという必要条項に同意し
ます。EULA の一般規約、「ライセンス、インストール、および使用上の条件と制限」をご参照ください。ここでは、IP カメラ、またはシ
ステムに接続されている IP ベースのデバイス１つあたり、1 つのデバイスライセンスが必要であることが明記されています。

Milestone XProtect® Express+
インストールおよび使用 ― XProtect Express+ 製品には、以下が適用されます：
Milestone は、お客様に対して、以下の条件および制限のもと、本製品をインストールおよび使用する権利を付与するものとします。
1.
本製品の「マネジメントサーバー」コンポーネントは、ソフトウェアライセンスコードによってマネジメントサーバーとして指定されたコンピュ
ータ 1 台またはコンピュータのクラスタ、およびクラスタ化されたマネジメント フェールオーバーサーバーに対してインストールすることが
できます。
2.
本製品の「レコーディングサーバー」コンポーネントは、レコーディングサーバーとして指定された 1 台のコンピュータに対してインストー
ルすることができます。レコーディングサーバーは、上記で規定されたマネジメントサーバーによって管理されなければなりません。
3.
本製品は、本製品が指定するオペレーティングシステムが実行されているコンピュータでのみ使用できます。
4.
また、本製品をインストールすることで、Microsoft SQL Server 2019 Express Edition について Microsoft ソフトウェアライセンス
条項 (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) に従うことに同意することになります。
5.
本製品は、以下の第 6 項の記載を除き、直接的または一部間接的を問わず、お客様、お客様の企業の従業員、またはお客様
に代わって事件の捜査を行う当局を含め、お客様に携わって業務を行う者によってのみ使用できるものとします。そのため、本製品
は、いかなる方法においても、お客様の顧客やその他の第三者などが操作または使用することはできません。
6.
次の条件が満たされる場合、Milestone Interconnect を使用してお客様またはサードパーティによって本製品をリモートで操作お
よび管理できます。ただし、a)お客様またはサードパーティが、中央の Milestone XProtect Corporate システムでアクセスできるカメ
ラ用に Milestone Interconnect カメラライセンスを購入しており、b) 監視を実施するために必要な法的許可を取得および保持し
ている場合に限ります。
7.
Advanced Audio Coding (AAC): 本製品には AAC 機能が含まれているため、次の規定が適用されます。AAC は実施許諾技
術であるため、AAC 特許ポートフォリオの関連特許に基づくライセンスが必要です。AAC ライセンスはライセンス会社を通じて入手
できます。Milestone Systems より製品を通じて、限定数の AAC ライセンスの入手が可能です。AAC 機能を支える Milestone
製品には、基本ライセンスによる 2 つの閲覧クライアント・ライセンスが含まれています。閲覧クライアントが 2 つ以上必要であれば、
ライセンスパックの追加購入が必要です。
8.
お客様は、お客様がデバイスライセンスを購入した IP デバイスのみに対してのみ本製品を使うことができるという必要条項に同意し
ます。EULA の一般規約、「ライセンス、インストール、および使用上の条件と制限」をご参照ください。ここでは、IP カメラ、またはシ
ステムに接続されている IP ベースのデバイス１つあたり、1 つのデバイスライセンスが必要であることが明記されています。
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Milestone XProtect® Essential+
インストールおよび使用 ― XProtect Essential+ 製品には、以下が適用されます：
Milestone は、お客様に対して、以下の条件および制限のもと、本製品をインストールおよび使用する権利を付与するものとします。
1.
本製品の「マネジメントサーバー」コンポーネントは、ソフトウェアライセンスコードによってマネジメントサーバーとして指定されたコンピュ
ータ 1 台またはコンピュータのクラスタ、およびクラスタ化されたマネジメント フェールオーバーサーバーに対してインストールすることが
できます。
2.
本製品の「レコーディングサーバー」コンポーネントは、レコーディングサーバーとして指定された 1 台のコンピュータに対してインストー
ルすることができます。レコーディングサーバーは、上記で規定されたマネジメントサーバーによって管理されなければなりません。
3.
本製品は、本製品が指定するオペレーティングシステムが実行されているコンピュータでのみ使用できます。
4.
また、本製品をインストールすることで、Microsoft SQL Server 2019 Express Edition について Microsoft ソフトウェアライセンス
条項 (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) に従うことに同意することになります。
5.
本製品は、お客様が所有または管理する資産または土地に対する、監視またはその他のビデオ録画の目的に限り使用できます。
そのため、お客様は、たとえば、お客様の取引先または顧客の所有物または所有地を監視する目的で本製品を使用することはで
きません。
6.
本 EULA に基づきインストールされた本製品は、合計で、最大 8 台のアクティベートされた IP デバイスでのみ使用できます。IP デ
バイスとは、カメラ、エンコーダー、あるいはその他のデバイスで、製品が適用されている環境内で固有の IP アドレスによりアドレスが
与えられているものを指します。製品に接続されている IP デバイス 1 つにつき、1 つのデバイスライセンスが必要となります。すでにラ
イセンスを持っている IP デバイスによって製品に接続されている各 IP デバイスも、デバイスライセンスが必要となります。なお、そのデ
バイスライセンスが製品内でアクティベートされない場合であっても同様です。複数のレンズやセンサー、エンコーダーを持った IP デバ
イスは、接続されているアナログカメラが最高 16 台までの場合、特定の例外により 1 つの IP デバイスとカウントされます。サポートさ
れている IP デバイスに関しては、https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices を
ご覧ください。ライセンスのインストールとアクティベートの際は、製品をインターネットに接続する必要があります。
7.
本製品の情報ダイアログでお客様に表示されるとおり、Milestone のウェブサイトから取得できるサポート情報を除いて、本製品に
ついてサポートは提供されません。

XProtect クライアント
Milestone XProtect® Smart Client
インストールおよび使用 – XProtect Smart Client 製品には、以下の条件が適用されます。
Milestone は、以下の条件および制限のもと、本製品の無制限の数のコピーをインストールおよび使用する権利をお客様に付与するものと
します。
1.
本製品は、本製品が指定するオペレーティングシステムが実行されているコンピュータでのみ使用できます。
2.
本製品は、XProtect VMS 製品、または Milestone Husky NVR ユニットと組み合わせてのみ使用できます。XProtect VMS 製
品または Milestone Husky NVR ユニットと併用する場合、本製品は、互換性のある他の Milestone 製品、および Milestone ソ
フトウェア開発キットまたは Milestone Integration Platform ソフトウェア開発キットを使用して開発されたサードパーティの製品/コ
ンポーネントと併用することもできます。
3.
公式に互換性のある Milestone 製品と併用する場合、本製品は Milestone Integration Platform ソフトウェア開発キットを使用
して開発されたサードパーティ製の製品/コンポーネントと併用することもできます。
4.
本製品の使用は、XProtect VMS 製品に適用されるエンドユーザー使用許諾契約によりさらに制限されています。

Milestone XProtect® Web Client
使用－XProtect Web Client には、以下の条件が適用されます。
Milestone は、以下の条件および制限のもと、無制限の数のコンピュータおよびデバイス上で本製品を使用する権利をお客様に付与する
ものとします。
1.
Milestone XProtect Web Client を使用することによって、お客様は、本 EULA で規定される Milestone の一般的な条件に同意
するものとします。
2.
本製品は、本製品で想定されているオペレーティングシステムが実行されているコンピュータおよびデバイスでのみ使用できます。
3.
本製品は、公式にサポートされているバージョンの Milestone XProtect Mobile サーバー、または、Milestone が提供する製品評
価専用の環境でのみ使用できます。https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/をご
参照ください。

XProtect® Mobile
Milestone XProtect® Mobile
インストールおよび使用 – XProtect Mobile クライアントには、以下の条件が適用されます。
Milestone は、以下の条件および制限のもと、本製品の無制限の数のコピーをインストールおよび使用する権利をお客様に付与するものと
します。
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1.
2.

3.

本製品は、本製品が指定するオペレーティングシステムが実行されているデバイスでのみ使用できます。
本製品は、XProtect Mobile サーバーの公式サポートバージョン、または、Milestone が提供する製品評価専用の環境でのみ使
用できます。https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-upxprotect-mobile/ をご参照ください。
ビデオプッシュ機能の使用には、併用される XProtect VMS 製品または Milestone Husky NVR ユニットのライセンスが適用され、
ビデオ配信機能を使用する XProtect Mobile クライアントの指定ユーザーごとに、XProtect VMS 製品または Milestone Husky
NVR ユニットのカメラのライセンスが 1 つ必要になります。

インストールおよび使用 ― XProtect Mobile サーバー製品には、以下の条件が適用されます。
Milestone は、以下の条件および制限のもと、本製品の無制限の数のコピーをインストールおよび使用する権利をお客様に付与するものと
します。
1.
本製品は、本製品が指定するオペレーティングシステムが実行されているコンピュータでのみ使用できます。
2.
本製品は、合法的に使用許諾された Milestone XProtect VMS 製品または Milestone Husky NVR ユニットにのみ接続して使
用できます。
3.
XProtect Mobile サーバーの使用は、共に使用する Milestone XProtect VMS 製品または Milestone Husky NVR ユニットのエ
ンドユーザー使用許諾契約によりさらに制限されます。
4.
本エンドユーザー使用許諾契約に同意することによって、お客様は、 XProtect Mobile、および XProtect Web Client の使用に際
して XProtect Mobile サーバーへの接続を許可するエンドユーザーに代わり、本契約条件に同意するものとします。
5.
スマートコネクト、ビデオプッシュ、モバイルプッシュ通知の使用は、通知サービスやワイヤレス通信ネットワークなどの他社のサービスお
よびネットワーク接続に依存しています。上記の「責任の制限」の項で定義された Milestone の義務における一般的な制限のほか
に、Milestone は、このような機能を提供するために利用される他社のネットワークまたはサービスコンポーネントのいずれかによって
直接的または間接的に起因する、このような機能のいずれかの使用またはこのような機能が使用できないことから生じる一切の責
任を負わないものとします。
6.
スマートコネクトおよびモバイルプッシュ通知機能の使用は、有効な Milestone Care Plus サービス契約が締結されていることが前
提です。Milestone は、Milestone Care Plus 契約を期限内に更新しなかったことが原因で生じるサービスの中断については一切
の責任を負わないものとします。
7.
XProtect Mobile サービスの使用においては、通信費用や他社サービスへのサブスクリプションを含む（ただしこれらに限定されない）、
他社からの追加料金が適用される場合があります。

アドオンおよびコンポーネント
Milestone XProtect® Access
インストールおよび使用 ― XProtect Access 製品には、以下が適用されます：
Milestone は、お客様に対して、以下の条件および制限のもと、本製品をインストールおよび使用する権利を付与するものとします。
1.
本製品は、購入または登録によりライセンスが合法的に取得されている XProtect VMS 製品 (XProtect Essential+ を除く
XProtect VMS 製品) または Milestone Husky NVR ユニット (Milestone Husky M10 を除く Milestone Husky NVR 製品) に限
り併用できます。
2.
本製品は、XProtect 監視カメラ管理ソフトウェアシステムまたは Milestone Husky NVR ユニットに接続された無制限の数の
XProtect Management Applications/XProtect Management Client、および XProtect Smart Clients から操作できます。
3.
サードパーティシステムとの通信を促進するために無数の XProtect Access プラグインを XProtect 監視カメラ管理ソフトウェアシス
テムまたは Milestone Husky NVR ユニットのイベントサーバーにインストールできます。「賠償責任の制限」の項で定義されている
Milestone の責任における一般的な制限に加えて、Milestone は、プラグインが Milestone 以外の当事者から提供されているとき、
または本製品用に設計または検証されていないサードパーティ製品またはサードパーティ製品のバージョンと一緒に Milestone が提
供する XProtect Access プラグインが使用された場合に、本製品の使用または使用できないことから発生するあらゆる責任を一
切受け入れません。さらに、Milestone は XProtect Access と一誌に使用される任意のサードパーティ製品におけるエラーにより
引き起こされる、本製品の使用または使用できないことから発生するあらゆる責任を一切受け入れません。
4.
本製品は、正式に互換性がある XProtect VMS 製品および Milestone Husky NVR ユニットを組み合わせてのみ使用できます。
5.
XProtect Access は、ソフトウェアライセンスコードによって本製品用に購入および登録されているドアライセンスの数だけ使用でき
ます。

Milestone XProtect® LPR
インストールおよび使用 – XProtect LPR 製品には、以下の条件が適用されます。
Milestone は、お客様に対して、以下の条件および制限のもと、本製品をインストールおよび使用する権利を付与するものとします。
1.
本製品は、購入または登録によりライセンスが合法的に取得されている XProtect VMS 製品 (XProtect Essential+ を除く
XProtect VMS 製品) または Milestone Husky NVR ユニット (Milestone Husky M10 を除く Milestone Husky NVR 製品) に限
り併用できます。
2.
XProtect LPR は、ソフトウェアライセンスコードによって XProtect LPR Server として指定された無制限の数のコンピュータにインス
トールすることができます。
3.
本製品は、本製品が指定するオペレーティングシステムが実行されているコンピュータでのみ使用できます。
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本製品は、正式に互換性がある XProtect VMS 製品および Milestone Husky NVR ユニットを組み合わせてのみ使用できます。
公式に互換性のある Milestone 製品と併用する場合、本製品は Milestone Integration Platform ソフトウェア開発キットを使用
して開発されたサードパーティ製の製品/コンポーネントと併用することもできます。
XProtect LPR プラグインはイベントサーバーまたはレコーディングサーバーとして指定された無制限の数のコンピュータまたは
Management Client アプリケーションを実行するコンピュータにインストールできます。
XProtect LPR は、ソフトウェアライセンスコードによって本製品用に購入および登録されている LPR カメラライセンスの数だけ使用
できます。
XProtect LPR License Plate Library は、無制限の数の XProtect LPR Server に展開できます。
XProtect LPR は、ソフトウェアライセンスコードによって本製品用に購入および登録されている XProtect LPR License Plate
Library の数だけ使用できます。

Milestone XProtect® Transact
インストールおよび使用 ― XProtect Transact 製品には、以下が適用されます：
Milestone は、お客様に対して、以下の条件および制限のもと、本製品をインストールおよび使用する権利を付与するものとします。
1.
本製品は、購入または登録によりライセンスが合法的に取得されている XProtect VMS 製品 (XProtect Essential+ を除く
Milestone XProtect VMS 製品) または Milestone Husky NVR ユニット (Husky M10 を除く Milestone Husky NVR 製品) に限
り併用できます。
2.
本製品は、XProtect 監視カメラ管理ソフトウェアシステムまたは Milestone Husky NVR ユニットに接続された無制限の数の
XProtect Management Applications/XProtect Management Clients、および XProtect Smart Clients から操作できます。
3.
本製品は、正式に互換性がある XProtect VMS 製品および Milestone Husky NVR ユニットを組み合わせてのみ使用できます。
公式に互換性のある Milestone 製品と併用する場合、本製品は Milestone Integration Platform ソフトウェア開発キットを使用
して開発されたサードパーティ製の製品/コンポーネントと併用することもできます。
4.
本製品は、指定された XProtect Transact によって使用されるソフトウェアライセンスコードに基づいて、お客様が購入し登録した
接続ライセンスの合計数のソース接続にのみ使用できます。

Milestone XProtect® Smart Wall
使用 ― Milestone XProtect Smart Wall製品には、以下が適用されます：Milestone は、お客様に対して、 以下の条件および制限の
もと、本製品を使用する権利を付与するものとします。
1.
本製品は、追加のライセンスを取得せずに、XProtect Corporate システムで使用できます。本製品は、購入または登録により
XProtect Smart Wall の基本ライセンスが合法に取得されている XProtect Expert と一緒に使用できます。
2.
本製品は、XProtect Corporate システムに接続された無制限の数の XProtect Management Client と XProtect Smart Client
から操作できます。
3.
本製品の使用は、Milestone XProtect VMS 製品のエンドユーザー使用許諾契約によりさらに制限されています。

Milestone XProtect® Screen Recorder
インストールおよび使用 ― Milestone XProtect Screen Recorder 製品には、以下が適用されます:
Milestone は、お客様に対して、以下の条件および制限のもと、本製品をインストールおよび使用する権利を付与するものとします。
1.
本製品は、本製品が指定するオペレーティング システムが実行されている無制限の数のコンピュータ、および他のデバイス (以下
「コンピュータ」という) にインストールすることができます。
2.
本製品は、お客様が所有または管理するコンピュータに対する、監視またはその他のビデオ録画の目的に限り使用できます。その
ため、お客様は、たとえば、お客様の取引先または顧客のコンピュータを監視する目的で本製品を使用することはできません。
3.
本製品は、Milestone XProtect VMS 製品および Milestone Husky NVR ユニットにのみ接続して使用できます。
4.
本製品のそれぞれの使用で、Milestone XProtect VMS 製品または Milestone Husky NVR ユニットに対して 1 つのカメラライセン
スが必要になります。
5.
本製品の使用は、Milestone XProtect VMS 製品および Milestone Husky NVR ユニットのエンドユーザー使用許諾契約によりさ
らに制限されています。

Milestone XProtect® Input Unit Plug-ins
インストールおよび使用 ― Milestone XProtect Input Unit Plug-ins 製品には、以下が適用されます：
1.
本製品は、Milestone XProtect VMS 製品または Milestone Husky NVR ユニットと併用して使用される場合のみ、Milestone
XProtect Smart Client と組み合わせて使用できます。また、本契約で規定されているこれらの製品のインストールおよび使用上
の制限に従うものとします。
2.
本製品に有効なライセンスがあるコンピュータに限り、1 つのソフトウェアライセンスコードで、無制限の数のコンピュータに対して本製
品をインストールすることができます。

Milestone XProtect® Device Pack
インストールおよび使用 ― Milestone XProtect Device Pack 製品には、以下が適用されます：
Milestone は、お客様に対して、以下の条件および制限のもと、本製品をインストールおよび使用する権利を付与するものとします。
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本製品および個別のデバイスドライバは、 Milestone XProtect VMS 製品および Milestone Husky NVR ユニットを組み合わせて
のみ使用できます。
本製品および個別のデバイスドライバは、本製品が指定するオペレーティングシステムが実行されているコンピュータでのみ使用でき
ます。
本製品および個別のデバイスドライバは、レコーディングサーバー、フェールオーバー レコーディングサーバー、または NVR ユニットに
指定された無制限の数のコンピュータにインストールできます。

Milestone ONVIF Bridge
インストールおよび使用 ― Milestone ONVIF Bridge 製品には、以下が適用されます:
Milestone は、お客様に対して、以下の条件および制限のもと、本製品をインストールおよび使用する権利を付与するものとします。
1.
本製品は、本製品が指定するオペレーティングシステムが実行されているコンピュータでのみ使用できます。
2.
本製品は、Milestone Integration Platform をサポートする合法的にライセンスされた Milestone XProtect 監視カメラ管理ソフト
ウェア（XProtect Essential+を除く）または Milestone Husky NVR ユニットと組み合わせてのみ使用できます。

Milestone DirectShow Filter
インストールおよび使用 ― Milestone DirectShow Filter 製品 (以下「DirectShow Filter」という) には、以下が適用されます:
Milestone は、お客様に対して、以下の条件および制限のもと、DirectShow Filter をインストールおよび使用する権利を付与するものとし
ます。
1.
DirectShow Filter は、本製品が指定するオペレーティング システムが実行されている無制限の数のコンピュータ(以下、「コンピュー
タ」と呼びます)にインストールすることができます。
2.
DirectShow Filter は、直接的または一部間接的を問わず、お客様、お客様の企業の従業員、またはお客様に携わって業務を
行う者によってのみ使用できるものとします。
3.
DirectShow Filter は、 Milestone XProtect VMS 製品または Milestone Husky NVR と組み合わせてのみ使用できます。本製
品は、個別に許諾されていない Milestone 製品と組み合わせて使用したり、Milestone 以外の製品と組み合わせて使用したりす
ることはできません。
4.
DirectShow Filter の使用は、Milestone XProtect VMS 製品および Milestone Husky NVR ユニットのエンドユーザー使用許諾
契約によりさらに制限されています。
5.
お客様は、DirectShow Filter または他の技術ツールを使用して、Milestone のエンドユーザー使用許諾契約またはその製品のラ
イセンスシステムが侵害されるような方法で Milestone 製品が使用されないことに対して合意および保証します。
6.
Milestone は本製品の高品質を守ると共に、本製品の今後のバージョンと互換性を持たせるために尽力いたしますが、本製品の
ユーザーは以下を理解した上で以下について合意します。a) 本製品には誤った、誤解を招くような、または古い資料、文書まもしく
はサンプル製品およびソースコードが含まれている場合があります。b)本製品は、Milestone 製品の旧バージョン、現行バージョンま
たは将来バージョンと互換性がない場合があります。 c) 本製品は特定の分野においては一定の機能が十分でなく、完全でない
場合があります。

Milestone XProtect® Download Manager
インストールおよび使用 ― Milestone XProtect Download Manager 製品 (以下「Download Manager」という) には、以下が適用されま
す：
Milestone は、以下の条件および制限のもと、無制限の部数の Download Manager のコピーをインストールおよび使用する権利をお客様
に付与するものとします。
1.
Download Manager は、Download Manager が指定するオペレーティングシステムが実行されているコンピュータでのみ使用できま
す。
2.
Download Manager は、提供された Milestone XProtect 製品 (元の XProtect 製品) と組み合わせてのみ使用できます。元の
XProtect 製品と併用する場合、Download Manager は、Milestone ソフトウェア開発キットまたは Milestone Integration
Platform ソフトウェア開発キットを使用して開発されたサードパーティ製の製品/コンポーネントと併用することもできます。
3.
Download Manager の使用は、元の XProtect VMS 製品のエンドユーザー使用許諾契約によりさらに制限されています。

Milestone Software® Manager
インストールおよび使用 – Milestone Software Manager ユーティリティ(以下「Software Manager」とします) には、以下の条件が適用さ
れます。
Milestone は、以下の条件および制限のもと、無制限の部数の Software Manager のコピーをインストールおよび使用する権利をお客様
に付与するものとします：
1.
Software Manager は Software Manager が指定するオペレーティングシステムが実行されているコンピュータでのみ使用でき、また、
Milestone が今後、Software Manager でサポートすることを確認したオペレーティングシステムでのみ使用することができます。
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/をご参照ください。
2.
Software Manager は、Software Manager が当初意図した Milestone XProtect 製品、また、Milestone が今後、Software
Manager でサポートすることを確認したオペレーティングシステムでのみ使用することができます。
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/をご参照ください。
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他のコンピュータ上にある Milestone XProtect 製品をリモートでインストールまたはアップデートするために Milestone Software
Manager を使用すると、お客様はこれらのコンピュータ (以下「リモートコンピュータ」という) のシステム管理者であるとみなされます。
システム管理者には、リモートコンピュータのユーザーに Milestone Software Manager を使用してインストールまたはアップデートさ
れる Milestone XProtect 製品の使用許諾契約を理解させ受諾させる責任があります。これは、インストールプロセスがリモートコ
ンピュータのユーザーの操作なしに行われる場合、またユーザーにとって見えない状態で行われる場合も同様です。リモートコンピュ
ータに Milestone XProtect 製品をリモートでインストールまたはアップデートすると、お客様はシステム管理者として、リモートコンピ
ュータのユーザーによる本契約への順守および準拠について責任および賠償責任を負います。

Husky
Milestone Husky™ X-series NVRs
インストールおよび使用 ― Milestone Husky™ X シリーズ NVR（次の対象製品：Milestone Husky™ X2 および Milestone Husky™ X8、
およびこれらの製品のすべての関連製品を含む）には、以下が適用されます：
Milestone は、お客様に対して、 以下の条件および 制限のもと、本製品を展開および使用する権利を付与するものとします：
1.
Husky Assistant や Husky Recovery Tool を含みますが、これらに限定されない XProtect 監視カメラ管理ソフトウェアおよび本
製品と共に提供されるソフトウェアユーティリティは、納入されたコンピュータハードウェアとオペレーティングシステムとの組み合わせで
のみで使用することができます。
2.
製品について Milestone が提供した本製品のソフトウェアアップデートおよびリカバリーイメージは、本製品でのみ使用することができ
ます。
3.
本製品には、XProtect 監視カメラ管理ソフトウェアがあらかじめロードされています。XProtect 監視カメラ管理ソフトウェアの使用
は、特定の製品の諸条件に従い（本 EULA を参照）、正当に取得され、登録されたソフトウェアライセンスコードを使用することが
前提です。
4.
本製品には組み込まれた Microsoft Windows Operating System が含まれます。付属の Microsoft Windows ライセンスにより、
お客様は Microsoft がリリースする Windows Operating System の可能性のあるアップデートに無料でアクセスできます。
Microsoft のガイドラインに従って、Windows Operating System を最新の状態で維持することはお客様の責任です。Milestone
は、Windows Operating System の将来のソフトウェアのアップデートの互換性について、いかなる責任も負わず、また、Microsoft
Windows Operating System の将来のバージョンは本製品の利用可能なシステム資源の使用を変える可能性があり、本製品の
全体的な性能に影響を与えることがあります。本製品は Microsoft Windows Operating System の付属バージョン用にさらに必
要な大きさにされ、設計されています。Milestone は Microsoft Windows Operating System の他のバージョンとの互換性を保証
できません。
5.
付属 Microsoft Windows Operating System は、本製品と組み合わせてのみ使用でき、よって、他のコンピュータハードウェアで使
用してはなりません。Microsoft Windows Operating System の使用条件は、Microsoft のエンドユーザー使用許諾契約により規
制されています。

Milestone Husky™ M-series NVRs
インストールおよび使用 ― Milestone Husky™ M シリーズ NVR（次の対象製品：Milestone Husky™ M20、Milestone Husky™ M30、お
よび Milestone Husky™ M50、およびこれらの製品のすべての関連製品を含む）には、以下が適用されます：
Milestone は、お客様に対して、 以下の条件および 制限のもと、本製品を展開および使用する権利を付与するものとします。
1.
Milestone XProtect NVR を購入する前に、必ず本 EULA の承諾が必要になります。
1.
Milestone Husky NVR ソフトウェアは、同梱のコンピュータハードウェアおよびオペレーティングシステム、および Milestone が提供す
るソフトウェアライセンスコードでのみ使用できます。ハードウェアの主要な部分を交換する必要が生じた場合、ソフトウェアを再イン
ストールして、Milestone 販売代理店または Milestone のウェブサイト (www.milestonesys.com) の Software Registration
Service Center (ソフトウェア登録サービス センター) から取得した新しいソフトウェアライセンスコードで有効化できます。
2.
本製品は、以下の第 5 項の記載を除き、直接的または一部間接的を問わず、お客様、お客様の企業の従業員、またはお客様
に代わって事件の捜査を行う当局を含め、お客様に携わって業務を行う者によってのみ使用できるものとします。そのため、本製品
は、いかなる方法においても、お客様の顧客やその他の第三者などが操作または使用することはできません。
3.
本製品は、お客様が所有または管理する資産または土地に対する、監視またはその他のビデオ録画の目的に限り使用できます。
そのため、お客様は、たとえば、お客様の取引先または顧客の所有物または所有地を監視する目的で本製品を使用することはで
きません。
4.
次の条件が満たされる場合、Milestone Interconnect を使用してお客様またはサードパーティによって本製品をリモートで操作お
よび管理できます。ただし、a)お客様またはサードパーティが、中央の XProtect Corporate システムでアクセスできるカメラ用に
Milestone Interconnect カメラライセンスを購入しており、b) 監視を実施するために必要な法的許可を取得および保持している
場合に限ります。
5.
本製品はデバイスの使用台数に制限を設けて使用するように設計されています。詳細情報が必要な場合、Milestone 販売代理
店にお問い合わせいただくか、製品マニュアルをご覧ください。本製品は、設計されている最大台数を超えたり、ソフトウェアライセン
スコードに基づいてお客様が購入し、正当に取得した、対応するライセンスデータの合計台数を超えるデバイスで使用したりするこ
とはできません。
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MIP SDK および MIP SDK Mobile
インストールおよび使用 – MIP SDK (Milestone 統合プラットフォームソフトウェア開発キット) および MIP SDK Mobile には、以下が適用さ
れます。
Milestone は、お客様に対して本製品それぞれ (すなわち MIP SDK および MIP SDK Mobile) をインストールおよび使用する権利を付与
するものとします。ただし、次の制限が適用されます。
1.
本製品は、評価または開発目的で使用する無制限の数のコンピュータにインストールすることができます。
2.
本製品は、本製品が指定するオペレーティングシステムが実行されているコンピュータでのみ使用できます。
3.
本製品は、直接的または一部間接的を問わず、お客様、お客様の企業の従業員、またはお客様に携わって業務を行う者によっ
てのみ使用できるものとします。
4.
本製品は、Milestone XProtect 製品、Milestone 統合プラットフォームソフトウェア開発キット対応の Milestone Husky NVR 製
品、および 許諾された Milestone XProtect 製品の OEM バージョンと組み合わせてのみ使用できます。本製品は個別に使用し
たり、Milestone 以外の製品と組み合わせて使用したりすることはできません。
5.
MIP SDK：お客様は、再頒布可能コンポーネント（これらは本製品のインストールフォルダのサブフォルダである \bin や
\VpsSamples\bin に含まれているランタイム実行ファイルです）として特別に指定されている本製品の一部を第三者に再頒布する
ことができます。ただしその場合は、適切なライセンスが取得された、許諾された Milestone 製品と一緒に使用される全体的なソリ
ューションの一部であるお客様の独自のコンポーネントとの関連で、本製品のインストールフォルダの \bin フォルダーにおける「第三
者のソフトウェア利用条件.txt」ファイルに記載されているものを含む、しかしこれだけに限定されない、すべてのライセンス契約がかか
る再頒布に含まれることが条件となります。
6. MIP SDK Mobile：お客様は、再頒布可能コンポーネントとして特別に指定されている本製品の一部 (MIP SDK Mobile のすべて
のサブフォルダーの lib フォルダーに含まれるランタイム実行ファイル) を第三者に再頒布できる場合があります。ただしその場合、適
切なライセンスが付与された Milestone 認定製品と併用される総合的なソリューションの一部であるお客様独自のコンポーネントと
に関連する、本製品のインストールフォルダーに含まれている「第三者のソフトウェア利用条件.txt」ファイルに記載されているライセン
ス契約を含みますがそれらに限定されない、すべてのライセンス契約を再頒布するコンポーネントに含めることが条件となります。
7.
本製品の使用は、共に使用する Milestone 製品または Milestone 製品の OEM バージョンのエンドユーザー使用許諾契約にお
ける標準条項よりさらに制限されます。
8.
お客様は、特定の製品に関するエンドユーザー使用許諾契約を侵害する方法での、あるいは Milestone 製品もしくは Milestone
製品の OEM バージョンのライセンスシステムを破壊または迂回する方法でのエンドユーザーによる Milestone 製品または
Milestone 製品の OEM バージョンの使用を可能にする方法で本製品または他の技術ツールを使用しないことについて合意および
保証するものとします。
9.
本製品には、サードパーティ製ソフトウェアとの接続や統合を可能にするソフトウェアツールおよびコンポーネントが含まれています。た
だし、本製品にはこのようなサードパーティ製ソフトウェアのライセンスは含まれていないため、お客様ご自身にてお買い求めください。

Milestone Customer Dashboard
使用 ― Milestone Customer Dashboard ユーティリティには以下が適用されます：
Milestone は、Milestone Customer Dashboard を有効化および使用するための権利をお客様に付与します。本機能を有効にすることに
よって、お客様は以下の条件および制限に同意するものとします。
1.
お客様は、いかなる手段によっても、オンラインサービスに送信されるデータを変更、修正、または改ざんしないことに同意するものと
します。
2.
Milestone は、製品とオンラインサービス間の通信またはオンラインサービスと使用されるクライアントとの通信の中断によって生じるい
かなるデータの損失についても責任を負わないものとします。
3.
お客様は、システム構成およびパフォーマンスデータを Milestone Customer Dashboard サービスと共有することに同意します。この
ようなシステムデータの例としては、カメラ、システム、またはネットワーク障害から生じるエラー情報などがあります。
4.
また、お客様は、許可された Milestone パートナーが、お客様にカスタマーサポートサービスを提供する目的にかぎり、システム構成
およびパフォーマンスデータにアクセスすることに同意するものとします。
5.
上記の「責任の制限」の項で定義された Milestone の責任における一般的な制限のほかに、Milestone は、Milestone パートナ
ーによる Milestone Customer Dashboard の悪用または Milestone Customer Dashboard を使用できないことから生じる一切の
責任を負わないものとします。
6.
Milestone Customer Dashboard のいくつかの機能へのアクセスには、有効な Milestone Care Plus の契約が必要となります。
https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/ および を参照してください。Milestone は、Milestone
Care 契約を期限内に更新しなかったことが原因で生じるサービスの中断については一切の責任を負わないものとします。
7.
Milestone Customer Dashboard サービスの使用には、通信費用を含む (ただしこれに限定されない）、他社による追加料金が適
用される場合があります。
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Milestone End-user License Agreement
NOTE: If you are a Milestone Dealer, systems integrator or are otherwise installing this Product on behalf of a third
party, you shall ensure that you have their acceptance of this End-user License Agreement and their consent to provide
end-user personal data for registration with Milestone Systems if such voluntary option is applied.
This End-user License Agreement (“EULA”) is a legally binding agreement between you (either an individual or a single
legal entity) and Milestone Systems A/S (“Milestone”) for the Milestone product or utility, which may include associated
software and hardware components, media, printed materials, online or electronic documentation and any updates or
corrections (“Product”). If you have purchased the Product as part of a computer or server system delivered by
Milestone all hardware and software components of such system shall for the purposes of this EULA be considered
being parts of the Product, except however for any third party software or hardware component which is covered by a
separate third party license agreement included in the system documentation or otherwise incorporated in the system.
By installing, deploying, copying, or otherwise using the Product, you agree to be bound by the terms of this EULA. If
you do not agree to the terms of this EULA, do not install or use the Product, instead you may return it, within 30 days
after purchase of the Product, along with all associated material to your place of purchase for a full refund, less any
shipping and handling costs. This return policy does not apply if you or your representative, including your Milestone
dealer (on your behalf) have accepted this EULA prior to, or as part of, your purchase of the Product. The Product is
protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties.
Note that all software parts of Product are licensed to you, not sold.
For Milestone products where a Software License Code (“SLC”) is required, the license you have been granted is
identified by the Software License Code you have received when purchasing the Product.
Acceptance of Unattended Remote Updating. The system administrator of your organization may today or in the
future be using a tool or operating system method enabling remote and unattended updating or installation of software
products on your computer; the Milestone Software Manager is an example of such a tool. In case such a tool is used to
update the Product unattended you may not be prompted to accept a EULA for the new Product. By accepting the
present EULA, you assign your right to accept EULAs of future product updates to your system administrator on your
behalf.
AWS Cloud Deployment. Milestone XProtect VMS products are also delivered as an Amazon Machine Image (“AMI”)
under the bring-your-own-license model (“BYOL”), or with included license for Milestone XProtect® Essential+, and can
be deployed on AWS cloud services infrastructure by using the associated CloudFormation script. This script performs a
default deployment of the Product in a new Virtual Private Cloud (“VPC”) under your AWS account. You can modify the
CloudFormation script or the default deployment produced by it to the extent required for the deployment of the Product
in your specific AWS cloud services infrastructure. The CloudFormation script is provided “as is” without warranty of any
kind, including, without limitation, the implied warranty of fitness for a particular purpose. Milestone expressly disclaims
any warranty and accepts no responsibility for modifications to the CloudFormation script or to the default deployment
produced by it. The entire risk and responsibility arising out of deployment and use of the deployed Product remains
with you as the user.
Intellectual Property Rights. All title and rights, including but not limited to copyrights, in and to the Product and any
copies thereof are owned by Milestone, or in the case of third party contributions to such Product, the title and rights to
such contributions only, are owned by our licensors. All rights not expressly granted are reserved by Milestone.
Infringement of Third Party Rights. Milestone shall be liable for ensuring that the Product does not infringe any third
party's intellectual property rights, however, in respect of patents, only (a) patents granted and published in the United
States of America or the European Union on the date of your purchase, and (b) only if the Product is infringing as a
standalone product when not used with any other product(s) or technology. In the event of any action against you in
which such infringement is alleged, you shall give Milestone prompt written notice thereof. Milestone shall thereafter
assume the sole conduct of the case and all of its legal costs incidental to the case. Milestone shall have irrevocable
power of attorney to conduct litigation on its own behalf or to negotiate for settlement of the alleged infringement with
you as the user. Milestone shall be entitled, at Milestone's discretion, to either obtain the continued right for you to use
the Product or bring the infringement to an end by modifying or replacing the Product by another product which
possesses substantially the same functionalities as the Product, or – if none of these remedies may be achieved at a
reasonable cost for Milestone – to terminate this EULA with immediate effect. In the event of termination, you shall have
no further claims, to include but not limited to any right of compensation or indemnity, against Milestone.
Correction of Errors. A defect or error in the Product shall be deemed material only if it has effect on the functionality
of the Product as a whole or if it prevents the operation of the Product. If you, within 90 (ninety) days after purchase of
the Product, document that a material defect or error in the Product exists, Milestone shall, at its sole discretion, be
obligated to (i) deliver a new copy of the Product without the material defect or error, (ii) remedy or correct the defect or
error free of charge, or (iii) terminate this EULA and repay any license fee received against your return of all copies of
the Product. The provisions of this paragraph constitute your sole remedies in the event of a defect or error in the
Product.
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No Warranties. Unless you are provided with a specific warranty from Milestone as part of your Product documentation,
Milestone expressly disclaims any warranty for the Product. The Product and any related documentation is provided “as
is” without warranty of any kind, either expressed or implied, including, without limitation, the implied warranties of
merchantability or fitness for a particular purpose. The entire risk arising out of use or performance of the Product
remains with you as the user. You are notified that the Product, when used with certain equipment or other software,
may enable you to perform surveillance actions and data processing which are likely to be restricted by or contrary to
applicable law, including without limitation data privacy and criminal law. The sole responsibility for verification of your
use against compliance with applicable law lies with you as the user.
Prohibited Use.
The Product may only be applied and used in accordance to the applicable law(s) of the jurisdiction, country or region it
is used in. This includes, but is not limited to, possible legal restrictions to what you surveil and record with the Product,
the policy for storing recorded and other data in the Product, and how such recorded data is to be handled as it is
exported from the Product. It is the sole responsibility of you the user to be acquainted with, and to adhere to, such laws
and restrictions. Milestone does not accept any liability whatsoever, for any direct, indirect or consequential losses or
damages for the violation of such laws and/or restrictions.
This license does not cover use of the Product for the purpose of, or in connection with, a violation of the human rights
of any person as set out in the United Nations Universal Declaration of Human Rights. Any such use is prohibited and is
a material breach of this EULA causing the whole license for the Product to lapse immediately without notice rendering
any further use of the Product unlawful.
Copenhagen Clause. Milestone is a signatory to the Copenhagen Letter, a technology declaration to aspire to open
and honest public conversation about the power of technology and how technology should enhance the quality of life.
We who shape technology must reflect on how technology affects human needs and behaviors, and how we further the
responsible use of technology. Milestone encourages our partners not only to involve themselves in this important
discussion on responsible use of technology, but to also sign the Copenhagen Letter at www.copenhagenletter.org and
adopt a corresponding Copenhagen Clause into their own agreements.
Limitation of Liability. The provisions of this paragraph are in effect to the maximum extent permitted by applicable
law. In no event shall Milestone or its suppliers be liable for any special, incidental, indirect, or consequential damages
whatsoever (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business
information, or any other pecuniary loss) nor for any product liability (except for bodily injury) arising out of the use of or
inability to use the Product or the provision of or failure to provide proper support, even if Milestone has been advised of
the possibility of such damages. Absent any willful misconduct or gross negligence, the entire liability of Milestone and
its suppliers shall be limited to the amount actually paid by you for the Product.
Third Party Licenses. The Products include rights for you to use certain third party software as set out in the
documentation for the specific Product. You may use and integrate the Products with other third party software and it is
your responsibility when installing to investigate and obtain usage rights to any such third party software for your
purpose.
Miscellaneous. (a) You may make as many copies of the Product as may be necessary for backup and archival
purposes. (b) You may not distribute copies of the Product to third parties. (c) You may not reverse engineer,
decompile, or disassemble any of the Product's components except and only to the extent permitted by applicable law
which cannot be contractually waived. (d) This EULA is non-transferable save that if there is any ownership interest
transferred which includes the Milestone Product, you may permanently assign all of your rights for this Product to the
Transferee, provided the Transferee agrees to the terms of this EULA.
Termination. Without prejudice to any other rights, Milestone may terminate this EULA if you fail to comply with its
terms and conditions. In such event you must immediately cease using the Product and destroy all copies of it.
Severability. If a court or government body of competent jurisdiction determines that any provision of this EULA is
invalid, not enforceable or enforceable only if limited in scope, this present EULA shall continue in full force and effect
with such provisions stricken or so limited.
Entire Agreement. This EULA constitute the parties' entire and complete agreement relating to the subject matter
hereof and all written and oral undertakings and pledges which may have preceded this EULA, all implied warranties,
rules of common law or ordinary rules of law not restated herein, are hereby excluded from effect between the parties.
Governing Law. This EULA and the contract between you and Milestone are governed by Danish law and the sole and
proper forum for the settlement of disputes hereunder shall be the City Court of Copenhagen.
License, Installation and Use Conditions and Restrictions. The Product supports IP devices. IP devices can be
cameras, encoders or other types of devices that are addressed through a unique IP address in the applied installation
of the Product. One device license is needed per IP device connected to the Product. Each IP device connected to the
Product through a network video recorder (“NVR”) also requires purchase of a device license, even if such device
license will not be activated in the Product, while the connecting NVR itself does not require a separate device license.
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IP devices with multiple lens or sensors and encoders with up to 16 connected analog cameras counts as only one IP
device, due to a specific exception. Please check the list of supported IP devices at
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices. Specific license terms may apply
for associated XProtect® branded Products, please see details below.

Collection and registration of system data. By activating the licenses for the Product, you accept that core system
data (such as number of used devices) is exchanged and stored in Milestone’s licensing system. A unique key for each
license and each device connected to the system is generated. Milestone collects the MAC addresses of the devices
connected and keeps track of the number of times cameras are registered and deleted to make sure the licenses are
used according to the EULA. Milestone also registers the IP address of the server that activates the license. For
systems using Milestone’s push notifications, Milestone keeps track of the Globally Unique Identifier (“GUID”) of the
mobile server and the mobile devices that are registered to receive the notifications and email addresses that are
entered to receive push notifications. The sole purpose of gathering and maintaining such data is to enable Milestone
and its channel partners, to enforce license management of the Milestone products. You agree to not alter, modify, or in
any way tamper with the data transmitted to the online service.
Personal Data, General Data Protection Regulation: When purchasing licenses to the Product through our channel
partners, the business information of your company will be registered with Milestone. You may also voluntarily provide
Milestone with information on contact persons in form of name, email, and phone number. The sole purpose of
gathering and maintaining such information during license usage is to enable Milestone and its channel partners to
enforce license management, carry out the Milestone channel programs, and provide technical support for the Product.
Milestone is a data controller with respect to the personal data collected and used hereunder. Milestone treats your
personal data in accordance with our Privacy Policy (https://www.milestonesys.com/privacy-policy/)
This EULA applies to all Products, with its general terms and specific terms and conditions valid for the mentioned
individual products as detailed in the following sections:

Milestone XProtect® VMS
Milestone XProtect® Corporate
Installation and Use – for the XProtect Corporate product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The “Management Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers
designated as Management Servers and possible clustered Management Failover Server per Software License
Code.
2.
The “Recording Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers
designated as Recording Servers and Failover Recording Servers. The Recording Servers and Failover
Recording Servers must be managed by the designated Management Server(s) specified above.
3.
The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
4.
Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL Server
2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads)
5.
The Product may, with the exceptions stated in paragraph 9 and 10 below, only be operated, regardless of
whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you,
including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not
be operated or used in any way by customers of you or other third parties.
6.
The Product may only be used for surveillance of property or land that is owned or controlled by you, or you have
acquired and maintain the required legal permissions when monitoring property or land not owned or controlled
by you.
7.
Using Milestone Federated Architecture, the Product may without being subject to additional licensing be used to
connect other XProtect Corporate or XProtect Expert systems, provided that the federated system is rightfully
licensed.
8.
Using Milestone Interconnect, the Product may be used to connect other Milestone video management software
products and other Milestone approved products (please refer to Milestone’s web site
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestoneinterconnect-compatibility/ for the latest overview of compatible products) belonging to you or a third party. The
use of Milestone Interconnect is subject to the following conditions: a) any interconnected system must be fully
licensed with rightfully obtained license rights, b) you through purchase or subscription have rightfully obtained
Milestone Interconnect camera licenses for the cameras that shall be accessible in the XProtect Corporate
system.
9.
The Product may be remotely operated and managed by a third party using Milestone Federated Architecture,
provided that you have acquired and maintain the required legal permissions to conduct the surveillance.
10. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect,
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras
that shall be accessible in the central XProtect Corporate system, and b) you have acquired and maintain the
required legal permissions to conduct the surveillance.
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11. When the Product is used with third party map applications (such as Google Maps, Microsoft ® BingTM Maps or
OpenStreetMap), it is your sole responsibility to ensure that you have obtained adequate legal rights to use such
map applications, and that the usage complies with the terms and conditions of the used third party applications.
12. You acknowledge that the Product uses data from OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)©
contributors. Any rights in individual contents of the database are licensed under the Database Contents License:
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/. As a part of this, you also accept to respect the tile usage policy
(https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/), including heavy use limitations in areas of bulk and
unnecessary download of tiles.
13. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision applies:
AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC patent
portfolio. The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of AAC
licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that supports AAC
functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two viewing clients are
needed, you will need to purchase additional license packs.
14. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you have
acquired device licenses for. Please refer to the EULA general terms, “License, Installation and Use Conditions
and Restrictions”, stating that one device license is needed per IP camera or other IP based device connected to
the system.

Milestone XProtect® Expert
Installation and Use – for the XProtect Expert product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The “Management Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers
designated as Management Servers and possible clustered Management Failover Server per Software License
Code.
2.
The “Recording Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers
designated as Recording Servers and Failover Recording Servers. The Recording Servers and Failover
Recording Servers must be managed by the designated Management Server(s) specified above.
3.
The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
4.
Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL Server
2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads).
5.
The Product may, with the exceptions stated in paragraph 6 and 7 below, only be operated, regardless of
whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you,
including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not
be operated or used in any way by customers of you or other third parties.
6.
The Product may, with the exceptions stated in paragraph 7 below, be remotely operated and managed by a
third party using Milestone Federated Architecture, provided that you have acquired and maintain the required
legal permissions to conduct the surveillance.
7.
The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect,
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras
that shall be accessible in the central XProtect Corporate system, and b) you have acquired and maintain the
required legal permissions to conduct the surveillance.
8.
When the Product is used with third party map applications (such as Google Maps, Microsoft ® BingTM Maps or
OpenStreetMap), it is your sole responsibility to ensure that you have obtained adequate legal rights to use such
map applications, and that the usage complies with the terms and conditions of the used third party applications.
9.
You acknowledge that the Product uses data from OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/)©
contributors. Any rights in individual contents of the database are licensed under the Database Contents License:
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/. As a part of this, you also accept to respect the tile usage policy
(https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles), including heavy use limitations in areas of bulk and
unnecessary download of tiles.
10. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision applies:
AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC patent
portfolio. The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of AAC
licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that supports AAC
functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two viewing clients are
needed, you will need to purchase additional license packs.
11. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you have
acquired device licenses for. Please refer to the EULA general terms, “License, Installation and Use Conditions
and Restrictions”, stating that one device license is needed per IP camera or other IP based device connected to
the system.

Milestone XProtect® Professional+
Installation and Use – for the XProtect Professional+ product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The “Management Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers
designated as Management Servers and possible clustered Management Failover Server per Software License
Code.
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The “Recording Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers
designated as Recording Servers. The Recording Servers must be managed by the designated Management
Server(s) specified above.
The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL Server
2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads).
The Product may, with the exceptions stated in paragraph 6 below, only be operated, regardless of whether this
is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, including law
enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not be operated
or used in any way by customers of you or other third parties.
The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect,
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras
that shall be accessible in the central Milestone XProtect Corporate system, and b) you have acquired and
maintain the required legal permissions to conduct the surveillance.
Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision applies:
AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC patent
portfolio. The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of AAC
licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that supports AAC
functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two viewing clients are
needed, you will need to purchase additional license packs.
You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you have
acquired device licenses for. Please refer to the EULA general terms, “License, Installation and Use Conditions
and Restrictions”, stating that one device license is needed per IP camera or other IP based device connected to
the system.

Milestone XProtect® Express+
Installation and Use – for the XProtect Express+ product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The “Management Server” component of the Product may be installed on one (1) computer, or cluster of
computers, designated as Management Server and possible clustered Management Failover Server per
Software License Code.
2.
The “Recording Server” component of the Product may be installed on one (1) computer designated as
Recording Server. The Recording Server must be managed by the designated Management Server specified
above.
3.
The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
4.
Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL Server
2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads).
5.
The Product may, with the exceptions stated in paragraph 6 below, only be operated, regardless of whether this
is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, including law
enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not be operated
or used in any way by customers of you or other third parties.
6.
The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect,
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras
that shall be accessible in the central Milestone XProtect Corporate system, and b) you have acquired and
maintain the required legal permissions to conduct the surveillance.
7.
Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision applies:
AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC patent
portfolio. The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of AAC
licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that supports AAC
functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two viewing clients are
needed, you will need to purchase additional license packs.
8.
You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you have
acquired device licenses for. Please refer to the EULA general terms, “License, Installation and Use Conditions
and Restrictions”, stating that one device license is needed per IP camera or other IP based device connected to
the system.

Milestone XProtect® Essential+
Installation and Use – for the XProtect Essential+ product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The “Management Server” component of the Product may be installed on one (1) computer, or cluster of
computers, designated as Management Server and possible clustered Management Failover Server per
Software License Code.
2.
The “Recording Server” component of the Product may be installed on one (1) computer designated as
Recording Server. The Recording Server must be managed by the designated Management Server specified
above.
3.
The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
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Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL Server
2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads).
The Product may only be used for surveillance or for other video recording purposes on property or land owned
or controlled by you. The Product may therefore, for instance, not be used for surveillance of your customers’ or
clients’ property or land.
In total, the Product installed under this EULA may only be used with maximum eight (8) activated IP devices. IP
devices can be cameras, encoders or other types of devices that are addressed through a unique IP address in
the applied installation of the Product. One device license is needed per IP device connected to the Product.
Each IP device connected to the Product through an already licensed IP device also requires a device license,
even if such device license will not be activated in the Product. IP devices with multiple lens or sensors and
encoders with up to 16 connected analog cameras counts as only one IP device, due to a specific exception.
Please check the list of supported IP devices at https://www.milestonesys.com/community/business-partnertools/supported-devices.The Product needs to be connected to the Internet to complete the installation and to
activate the license.
No support is provided for the Product except for the support information that can be retrieved at Milestone
website as indicated to you in an information dialogue of the Product.

XProtect Clients
Milestone XProtect® Smart Client
Installation and Use – for the XProtect Smart Client product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Product with the
following conditions and restrictions:
1.
The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
2.
The Product may only be used in connection with a XProtect VMS product or a Milestone Husky NVR unit. When
used together with a XProtect VMS product or a Milestone Husky NVR unit, the Product may also be used
together with other compatible Milestone products and with third party products/components built upon the
Milestone Software Development Kit or the Milestone Integration Platform Software Development Kit.
3.
When used together with officially compatible Milestone products the Product may also be used together with
third party products/components built upon the Milestone Integration Platform Software Development Kit
4.
The use of the Product is further restricted by the End-user License Agreement of the XProtect VMS product
applied.

Milestone XProtect® Web Client
Use – for the XProtect Web Client product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to use the Product on an unrestricted number of computers and devices with the
following conditions and restrictions:
1.
By using the Milestone XProtect Web Client, you accept Milestone’s general terms in this EULA.
2.
The Product may only be used on computers and devices running operating systems for which the Product was
designed.
3.
The Product may only be used together with the officially supported version of Milestone XProtect Mobile server
or dedicated product evaluation environments provided by Milestone. Please see
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/

XProtect® Mobile
Milestone XProtect® Mobile
Installation and Use – for the XProtect Mobile client product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Product with the
following conditions and restrictions:
1.
The Product may only be used on devices running operating systems for which the Product was designed.
2.
The Product may only be used together with the officially supported version of XProtect Mobile server or
dedicated product evaluation environments provided by Milestone. Please see
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotectmobile/
3.
The use of the video push functionality is subject to licensing in the XProtect VMS product or Milestone Husky
NVR unit it is used together with, where each named user of the XProtect Mobile client wanting to make use of
the video push functionality requires one (1) camera license in the XProtect VMS product or Milestone Husky
NVR unit.
Installation and Use – for the XProtect Mobile server product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Product with the
following conditions and restrictions:
1. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
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The Product may only be used in connection with a rightfully licensed XProtect VMS product or Milestone Husky
NVR unit.
The use of the XProtect Mobile server is further restricted by the End-user License Agreement of the Milestone
XProtect VMS product or Milestone Husky NVR unit it’s used together with.
By accepting the present EULA you accept terms and conditions on behalf of end-users which you allow to
connect to XProtect Mobile server in regards to use of XProtect Mobile and XProtect Web Client.
The use of Smart Connect, Video Push and Mobile Push notifications relies on third party services and network
connectivity such as notification services and wireless communication networks. In addition to the general
restrictions in Milestone’s liability defined in the section “Limitation of Liability” above, Milestone does not accept
any liability arising out of the use of or inability to use any of these capabilities directly, or indirectly, caused by
any of third party network or service component used to provide these capabilities.
The use of the Smart Connect and Mobile Push Notification capabilities is conditioned by a valid Milestone Care
Plus service contract. Milestone accepts no liability for possible interruptions in the service caused by failure to
renew the Milestone Care Plus coverage in due time.
Additional third party charges may apply for using the XProtect Mobile service, including, but not limited to,
communication cost and third party service subscriptions.

Add-ons and components
Milestone XProtect® Access
Installation and Use – for the XProtect Access product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The Product may only be used with the XProtect VMS product (any XProtect VMS product, except XProtect
Essential+) or the Milestone Husky NVR unit (any Milestone Husky NVR product, except Milestone Husky M10)
for which the license through purchase or subscription has rightfully been obtained.
2.
The Product may be operated from an unrestricted number of XProtect Management Applications/XProtect
Management Clients and XProtect Smart Clients connected to the XProtect VMS system or the Milestone Husky
NVR unit.
3.
To facilitate communication with third party systems an unrestricted number of XProtect Access plug-ins may be
installed on the Event Server in the XProtect VMS system or the Milestone Husky NVR unit. In addition to the
general restrictions in Milestone’s liability defined in the section “Limitation of Liability” above, Milestone does not
accept any liability arising out of the use of or inability to use the Product when the plug-ins have been provided
by another party than Milestone, or when the Milestone provided XProtect Access plug-in is used with a third
party product or version of a third party product that it has not been designed and validated for. Further,
Milestone does not accept any liability arising out of the use of or inability to use the Product caused by errors in
any third party product that XProtect Access is used together with.
4.
The Product may only be used in connection with officially compatible XProtect VMS products and Milestone
Husky NVR units.
5.
XProtect Access may only be used with as many doors as you have purchased and registered door licenses to
for the Product by the Software License Code.

Milestone XProtect® LPR
Installation and Use – for the XProtect LPR product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The Product may only be used with the XProtect VMS product (any XProtect VMS product, except XProtect
Essential+) or the Milestone Husky NVR unit (any Milestone Husky NVR product, except Milestone Husky M10)
for which the license through purchase or subscription has rightfully been obtained.
2.
The XProtect LPR may be installed on an unrestricted number of computers designated as XProtect LPR
Servers per Software License Code.
3.
The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
4.
The Product may only be used in connection with officially compatible XProtect VMS products and Milestone
Husky NVR units. When used together with officially compatible Milestone products the Product may also be
used together with third party products/components built upon the Milestone Integration Platform Software
Development Kit.
5.
The XProtect LPR Plug-in may be installed on an unrestricted number of computers designated as Event
Servers, or as Recording Servers, or on computers running the Management Client application.
6.
XProtect LPR may only be used with as many cameras as you have purchased and registered LPR Camera
Licenses for the Product by the Software License Code.
7.
The XProtect LPR License Plate Libraries may be deployed on an unrestricted number of XProtect LPR Servers.
8.
XProtect LPR may only be used with as many XProtect LPR License Plate Libraries as you have purchased and
registered for the Product by the Software License Code.

Milestone XProtect® Transact
Installation and Use – for the XProtect Transact product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
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The Product may only be used with the XProtect VMS product (any Milestone XProtect VMS product, except
XProtect Essential+) or the Milestone Husky NVR unit (any Milestone Husky NVR product, except Husky M10)
for which the license through purchase or subscription has rightfully been obtained.
The Product may be operated from an unrestricted number of XProtect Management Applications/XProtect
Management Clients and XProtect Smart Clients connected to the XProtect VMS system or the Milestone Husky
NVR unit.
The Product may only be used in connection with officially compatible XProtect VMS products and Milestone
Husky NVR units. When used together with officially compatible Milestone products the Product may also be
used together with third party products/components built upon the Milestone Integration Platform Software
Development Kit.
The Product may only be used with as many source connections as you have purchased and registered
connection licenses for under the Software License Code used by the designated XProtect Transact.

Milestone XProtect® Smart Wall
Use – for the Milestone XProtect Smart Wall product the following applies: Milestone hereby grants you the right to
use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The Product may be used with XProtect Corporate systems without being subject to separate licensing. The
Product may be used together with XProtect Expert for which a XProtect Smart Wall base license through
purchase or subscription has rightfully been obtained.
2.
The Product may be operated from an unrestricted number of XProtect Management Clients and XProtect Smart
Clients connected to the XProtect Corporate system.
3.
The use of the Product is further restricted by the End-user License Agreement of the XProtect VMS product.

Milestone XProtect® Screen Recorder
Installation and Use – for the Milestone XProtect Screen Recorder product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The Product may be installed on an unrestricted number of computers, and other devices, running the operating
system for which the Product was designed (hereafter referred to as computers).
2.
The Product may only be used for surveillance or for other video recording purposes of computers owned or
controlled by you. The Product may therefore, for instance, not be used for surveillance of your customers’ or
clients’ computers.
3.
The Product may only be used together with Milestone XProtect VMS products and Milestone Husky NVR units.
4.
For each use instance of the Product, one (1) camera license is required in the Milestone XProtect VMS product
or Milestone Husky NVR unit.
5.
The use of the Product is further restricted by the End-user License Agreement of the Milestone XProtect VMS
product or the Milestone Husky NVR unit.

Milestone XProtect® Input Unit Plug-ins
Installation and Use – for the Milestone XProtect Input Unit Plug-ins product the following applies:
1.
The Product may only be used in connection with the Milestone XProtect Smart Client when used together with a
Milestone XProtect VMS product or a Milestone Husky NVR unit, and shall be subject to the installation and use
restrictions for these Products as set out in this EULA.
2.
The Product may be installed on an unrestricted number of computers under one (1) Software License Code, as
long as each of these computers have a valid license for the Product.

Milestone XProtect® Device Pack
Installation and Use – for the Milestone XProtect Device Pack product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The Product and its individual Device Drivers may only be used with officially compatible and rightfully licensed
Milestone XProtect VMS products or Milestone Husky NVR units.
2.
The Product and its individual Device Drivers may only be used on computers running operating systems for
which the Product was designed.
3.
The Product and its individual Device Drivers may be installed on an unrestricted number of computers
designated as Recording Servers, Failover Recording Servers or NVR units.

Milestone ONVIF Bridge
Installation and Use – for the Milestone ONVIF Bridge product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
2.
The Product may only be used in connection with a rightfully licensed Milestone XProtect VMS (except XProtect
Essential+) or Milestone Husky NVR unit supporting the Milestone Integration Platform.

Milestone DirectShow Filter
Installation and Use – for the Milestone DirectShow Filter product (“DirectShow Filter”) the following applies:
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Milestone hereby grants you the right to install and use the DirectShow Filter with the following conditions and
restrictions:
1.
The DirectShow Filter may be installed on an unrestricted number of computers running the operating system for
which the Product was designed (hereafter referred to as computers).
2.
The DirectShow Filter may only be operated, regardless of whether this is directly or in some indirect form, by
you, your employees or other people working for you.
3.
The DirectShow Filter may only be used in connection with a Milestone XProtect VMS product, or a Milestone
Husky NVR; the Product may not be used separately, in connection with non-approved Milestone products, or in
connection with non-Milestone products.
4.
The use of the DirectShow Filter is further restricted by the End-user License Agreement of the Milestone
XProtect VMS product or the Milestone Husky NVR unit.
5.
The user agrees and warrants not to use the DirectShow Filter, or other technical tools, in ways that will enable a
Milestone product to be used in a way that infringe Milestone’s End-user License Agreement or licensing system
for that product.
6.
Even though Milestone strives to keep a high-quality level of the Product, and to make it compatible with future
versions of the Products, the user of the Product understands and accepts that: a) The Product may contain
incorrect, misleading or outdated material, documentation or sample products and source code. b) The Product
may be incompatible with previous, present or future versions of the Milestone products. c) The Product may lack
certain functionality or be incomplete in certain areas.

Milestone XProtect® Download Manager
Installation and Use – for the Milestone XProtect Download Manager product (“Download Manager”) the following
applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Download Manager with
the following conditions and restrictions:
1.
The Download Manager may only be used on computers running operating systems for which the Download
Manager was designed.
2.
The Download Manager may only be used in connection with the Milestone XProtect product with which it was
delivered (the Original XProtect product). When used together with the Original XProtect product the Download
Manager may also be used together with other compatible Milestone products and with third party
products/components built upon the Milestone Software Development Kit or Milestone Integration Platform
Software Development Kit.
3.
The use of the Download Manager is further restricted by the End-user License Agreement of the XProtect VMS
product.

Milestone Software® Manager
Installation and Use – for the Milestone Software Manager utilities (“Software Manager”) the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Software Manager with
the following conditions and restrictions:
1.
The Software Manager may only be used in connection with computers running operating systems for which the
Software Manager was intended as well as in connection with computers running future operating systems
Milestone may confirm to be supported by the Software Manager. Please see
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/
2.
The Software Manager may only be used in connection with the Milestone XProtect products for which Software
Manager was originally intended as well as with future products Milestone may confirm to be supported by the
Software Manager. Please see https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestoneaddons/utilities/
3.
By using the Milestone Software Manager to remotely install or update Milestone XProtect products on other
computers you are regarded as being a system administrator of those computers ("Remote Computers"). Being
a system administrator, it is your responsibility to ensure the users of the Remote Computers understand and
accept the EULAs of the Milestone XProtect products being installed or updated using the Milestone Software
Manager, even in the case the installation process has been made unattended for the users of the Remote
Computers and possibly invisibly for them as well. By remotely installing or updating a Milestone XProtect
product on a Remote Computer you accept - as a system administrator - this responsibility, including the
responsibility and liability for adherence to and compliance with this EULA by the users of Remote Computers.

Husky
Milestone Husky™ X-series NVRs
Installation and Use – for the Milestone Husky™ X-series NVRs (covers the following products: Milestone Husky™
X2 and Milestone Husky™ X8, including all variants of these products) the following applies:
Milestone hereby grants you the right to deploy and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The XProtect VMS software and software utilities delivered with the Product, including, but not limited to, Husky
Assistant and Husky Recovery Tool, may, and can, only be used with the computer hardware and operating
system with which it is delivered.
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Product software updates and recovery images provided by Milestone for the product may, and can, only be
used with the Product.
The Product is preloaded with XProtect VMS software. The use of the XProtect VMS software is subject to the
terms and conditions for the specific product (refer to relevant section in this EULA) conditioned by the use of a
rightfully obtained and registered Software License Code.
The Product includes an embedded Microsoft Windows Operating System. The included Microsoft Windows
license gives you free access to possible updates to the Windows Operating System that Microsoft may release.
It is your responsibility to keep the Windows Operating System current according to the Microsoft’s guidelines.
Milestone does not accept any responsibility for the compatibility of future software updates of the Windows
Operating System, and future versions of the Microsoft Windows Operating System may change the use of
available system resources in the Product, which may impact the overall performance of the Product. The
Product is further dimensioned and designed for the included version of Microsoft Windows operating system.
Milestone cannot guarantee the compatibility with other versions of Microsoft Windows operating systems.
The included Microsoft Windows Operating System must only be used together with the Product and must hence
not be used on any other computer hardware. The terms and conditions for the use of the Microsoft Windows
Operating System is regulated by Microsoft’s end-user license agreement.

Milestone Husky™ M-series NVRs
Installation and Use – for the Milestone Husky™ M-series NVRs (covers the following products: Milestone Husky™
M20, Milestone Husky™ M30 and Milestone Husky™ M50, including all variants of these products) the following
applies:
Milestone hereby grants you the right to deploy and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
Any purhase of the Product requires prior acceptance of this EULA.
2.
The Milestone Husky NVR software may, and can, only be used with the computer hardware and operating
system with which it is delivered, and the Software License Code provided by Milestone. Should critical parts of
the hardware need to be replaced, the software may be re-installed and activated with a new Software License
Code, obtained via your Milestone dealer or from Milestone’s Software Registration Service Center on
Milestone’s web site www.milestonesys.com.
3.
The Product may, with the exceptions stated in paragraph 5 below, only be operated, regardless of whether this
is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, including law
enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not be operated
or used in any way by your customers or other third parties.
4.
The Product may only be used for surveillance or for other video recording purposes on property or land owned
or controlled by you. The Product may therefore, for instance, not be used for surveillance of your customers’ or
clients’ property or land.
5.
The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect,
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras
that shall be accessible in the central XProtect Corporate system, and b) you have acquired and maintain the
required legal permissions to conduct the surveillance.
6.
The Product has been designed for use with a maximum number of devices. Please consult your Milestone
Dealer or your product documentation if you need additional information. The Product may not be used with
more devices than designed for and for which you have purchased and rightfully obtained the corresponding
license data for under the Software License Code.

MIP SDK and MIP SDK Mobile
Installation and Use – for the MIP SDK (Milestone Integration Platform Software Development Kit), and for the MIP
SDK Mobile the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use each of the Products, i.e. MIP SDK and MIP SDK Mobile, with
the following restrictions:
1.
The Product may be installed on an unlimited number of computers used for evaluation or development
purposes.
2.
The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
3.
The Product may only be operated, regardless of whether this is directly or in some indirect form, by you, your
employees or other people working for you.
4.
The Product may only be used in connection with Milestone XProtect products, Milestone Husky NVR products
supporting the Milestone Integration Platform Software Development Kit, and approved OEM versions of
Milestone XProtect products; the Product may not be used separately, in connection with non-Milestone
products.
5.
MIP SDK: You may redistribute to 3rd parties the parts of the Product which have been specifically designated
as redistributable components (these are the run-time executable files contained in the following subfolders of
the Product’s installation folder: \bin and the \VpsSamples\bin folder), and provided that all licensing agreements,
to include but not limited to those listed in the “3rd party software terms and conditions.txt” file in the \bin folder
for the Product’s installation folder, are included in such redistribution, in connection with your own components
as a part of a total solution used together with the rightly licensed Milestone approved product.
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MIP SDK Mobile: You may redistribute to 3rd parties the parts of the Product which have been specifically
designated as redistributable components (these are the run-time executable files contained in the lib folder of
every subfolder of the MIP SDK Mobile), and provided that all licensing agreements, to include but not limited to
those listed in the “3rd party software terms and conditions.txt” file in the Product’s installation folder, are
included in such redistribution, in connection with your own components as a part of a total solution used
together with the rightly licensed Milestone approved product.
The use of the Product is further restricted by the standard clauses mentioned in End-user License Agreement of
the Milestone product, or the OEM version of the Milestone product it is used together with.
You agree and warrant not using the Product, or other technical tools, in ways that will enable an end-user to use
a Milestone product, or an OEM version of a Milestone product in a way that may infringe the End-user License
Agreement covering the specific product, or break or circumvent the licensing system for the Milestone product
or the OEM version of a Milestone product.
The Product includes software tools and components that enable you to connect or integrate with third party
software. The Product does not include licenses for such third party software, which you must obtain yourself for
your purpose.

Milestone Customer Dashboard
Use – for the Milestone Customer Dashboard utilities the following applies:
Milestone hereby grants you the right to enable and use the Milestone Customer Dashboard. By enabling the
functionality, you accept the following conditions and restrictions:
1.
You agree to not alter, modify, or in any way tamper with the data transmitted to the online service.
2.
Milestone cannot be held responsible for any loss of data caused by disruptions in communication between the
product and online service, or from the online service and the used client.
3.
You consent to share system configuration and performance data with the Milestone Customer Dashboard
service. Examples of such system data is error information originating from cameras, system or network failures.
4.
You also consent authorized Milestone partners to access the system configuration and performance data with
the sole purpose of providing customer support services to you.
5.
In addition to the general restrictions in Milestone’s liability defined in the section “Limitation of Liability” above,
Milestone does not accept any liability arising out of a Milestone partner’s misuse of, or inability to use the
Milestone Customer Dashboard.
6.
Access to certain features of the Milestone Customer Dashboard requires a valid Milestone Care Plus contract.
Please see https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/. Milestone accepts no liability for
possible interruptions in the service caused by failure to renew the Milestone Care coverage in due time.
7.
Additional third party charges may apply for using the Milestone Customer Dashboard service, including, but not
limited to, communication cost.

EULA 20200402

