
 

 
Reseller Track Appendix 

 
Resellerトラック付属書 

1. Authorization. The Partner Agreement, including this 

Reseller Track Appendix, and the applicable Red Hat 
Program Guide set forth the terms and conditions under 
which Partner is authorized to participate in the reseller 
Track and/or to acquire and resell Red Hat Products.  
Upon acceptance by Red Hat into the reseller Track, Red 
Hat grants Partner a non-exclusive authorization to 
demonstrate, market, promote and resell the Red Hat 
Products during the Term (defined below) to End Users 
(defined below) in the Territory (defined below). Partner 
shall participate in the reseller Track at the membership 
level for which Red Hat has approved Partner, as indicated 
in the Acceptance Notice. Partner will be permitted to sell in 
multiple Territories only upon mutual written agreement of 
the parties. Partner’s continued authorization is based on 
its compliance with this Reseller Track Appendix, the 
Agreement and the applicable Program Guide, and 
Partner's continued compliance with the Program 
requirements. This authorization is personal to the legal 
entity or branch office indicated by Partner in the 
Application or as otherwise accepted by Red Hat in writing. 
Partner has no right to delegate its activity hereunder to 
another reseller, or to appoint sub-resellers or agents for 
the Red Hat Products without Red Hat’s express written 
consent. Notwithstanding the foregoing, Partner 
understands and agrees that Red Hat grants Partner 
authorization to resell the JBoss branded products under 
the JBoss Reseller/JBoss System Integrator specialization 
only to the extent that Partner meets the specific 
requirements for such specialization as provided in the 
applicable Program Guide. “Territory” means the 
geographic territory in which Partner is permitted to sell as 
defined in the Acceptance Notice. “End User” means a 
purchaser who has acquired Red Hat Products for its own 
personal or internal use and without the right to resell, 
remarket or otherwise distribute Red Hat Products. 
Notwithstanding the authorization set out in this Appendix, 
Red Hat shall have no liability for any acts and omissions 
of any of its Business Partners, 

 

1. 許可 パートナー契約（本 Resellerトラック付属書を含

みます）および適用ある Red Hatプログラムガイドは、パ

ートナーが Resellerトラックに参加し、および／または

Red Hat製品を入手し再販することが認められる条件を定め

るものです。Red Hatが Resellerトラックへの参加を承認

したときは、Red Hatは、パートナーに対し、期間（以下に

定義します）中、地域（以下に定義します）内でエンドユー

ザー（以下に定義します）に対して、Red Hat製品を実演

し、マーケティングし、販売促進し、再販売する非独占的な

権限を与えます。パートナーは、受理通知に定めるとおり、

Red Hatがパートナーに認めた会員レベルで Resellerトラ

ックに参加するものとします。パートナーは、両当事者間の

相互の書面による合意がある場合にのみ、複数の地域で販売

することが認められます。パートナーが本 Resellerトラッ

ク付属書、本契約および適用あるプログラムガイドを遵守し

ていることならびにパートナーが本プログラムの要求事項を

継続的に遵守している場合、パートナーの権限は継続的に認

められます。この権限は、パートナーが申請書に記載した

か、またはその他 Red Hatが書面で承認した、法人もしく

は支店に限り認められます。パートナーには、Red Hatの書

面による明示の同意なく、本書に基づくその活動を他の

Resellerに委任する権利または Red Hat製品についての

Reseller代行（sub-reseller）もしくは代理店を指名する権

利はありません。上記に拘わらず、パートナーは、JBossの

Reseller／JBossシステムインテグレーターの特別性に基づ

き、パートナーが、適用あるプログラムガイドに定める当該

専門化のための特定の要求事項を満たす限りでのみ、JBoss

ブランド製品を再販売する権限を Red Hatがパートナーに

与えることを了解し、同意します。「地域」とは、受理通

知に定めるところによりパートナーが販売を認められている

地理的な範囲を意味します。「エンドユーザー」とは、個

人使用または内部使用を目的として、Red Hat製品の再販

売、再取引その他頒布する権利を付与されることなく Red 

Hat製品を取得した購入者を意味します。本付属書に定める

権限に拘わらず、Red Hatは、そのビジネスパートナーの作

為および不作為については一切責任を負いません。 

2. Restriction of Territory.  If at any time Red Hat 

reasonably determines that (i) the laws of any country are 
or become insufficient to protect Red Hat’s rights in the 
Red Hat Products; or (ii) applicable law prohibits Red Hat 
from distributing the Red Hat Products into a particular 
country, or (iii) if Red Hat becomes aware of any potential 
intellectual property claim that may be made in respect of 
the Red Hat Products in such country, Red Hat reserves 
the right to suspend Partner’s right to distribute the Red 
Hat Products in such country upon thirty (30) days prior 
written notice. Partner’s rights with respect to such country 
will only be reinstated upon written notification from Red 
Hat. 

 

2. 地域の制限 Red Hatが、(i) いずれかの国の法律が Red 

Hat製品についての Red Hatの権利を保護するのに不十分で

あるか、または不十分になると合理的に判断した場合、(ii)

適用法が Red Hatによる Red Hat製品の特定の国における

頒布を禁止していると合理的に判断した場合、または、(iii)

当該国において Red Hat製品に関して知的財産に関する請

求をうけるおそれがあると気付いた場合には、Red Hatは、

30日前に書面で通知することにより、Red Hat製品を当該

国で頒布するパートナーの権利を停止する権利を留保しま

す。当該国に関するパートナーの権利は、Red Hatからの書

面通知がなされた場合にのみ回復します。 

3. Fulfillment. This Reseller Track Appendix authorizes 

Partner to acquire eligible Red Hat Products from a Red 
Hat-authorized distributor, reseller or OEM (each, a 
“Business Partner”) as specified in the applicable 
Program Guide. Partner will only be permitted to purchase 
Red Hat Products directly from Red Hat if Partner receives 
Red Hat's prior written consent to do so.  If Partner 
acquires Red Hat Products from a Business Partner, 
Partner will pay the Business Partner for the Red Hat 
Products and all payment, credit, shipping and other direct 
purchase terms shall be between Partner and the Business 
Partner. If Partner acquires Red Hat Products from Red 
Hat, Partner will pay Red Hat for the Red Hat Products 

3. 履行 本 Resellerトラック付属書は、パートナーが、適

当な Red Hat製品を、適用あるプログラムガイドに定める

Red Hat公認の販売業者、Resellerまたは OEM（以下、そ

れぞれを「ビジネスパートナー」といいます）から取得す

ることを認めるものです。パートナーは、Red Hatの書面に

よる事前同意を受け取った場合にのみ、Red Hat製品を

Red Hatから直接購入することが認められます。パートナー

が Red Hat製品をビジネスパートナーから取得した場合、

パートナーは、Red Hat製品に関する支払いをビジネスパー

トナーに対して行うものとし、また、支払い、信用状、出荷

その他の直接購入条件はすべてパートナーとビジネスパート



under the terms provided in Section 4, below. Upon receipt 
of a purchase order from either Partner or Business 
Partner for Red Hat Products, Red Hat will provide access 
to a downloadable version of the Red Hat Products to 
either the Business Partner, Partner, or End User, as 
directed by the Business Partner or Partner in writing. For 
any instance where Red Hat has to ship Red Hat Products 
with physical media directly to Partner, Red Hat will itself or 
will direct its authorized agent to create and ship the 
physical media to Partner. Shipment is F.O.B. point of 
shipment by the method Red Hat deems most 
advantageous. Transportation and insurance charges, 
expenses and costs will be invoiced to Partner and are not 
included in any pricing provided. Risk of loss or damage to 
the Red Hat Products will automatically pass to Partner 
when the Red Hat Products are placed with the carrier for 
shipment to Partner.  Red Hat Products are sold without 
return privileges, unless consented to in writing by Red Hat 
in its sole discretion.   

 

ナー間で取り決めるものとします。パートナーが Red Hat

製品を Red Hatから取得する場合、パートナーは、Red Hat

製品については下記第 4条に定める条件に基づいて Red Hat

にお支払いいただきます。パートナーまたはビジネスパート

ナーから Red Hat製品に関する購入注文を受領したとき

は、Red Hatは、ビジネスパートナーまたはパートナーから

の書面による指示どおり、ビジネスパートナー、パートナー

またはエンドユーザーのいずれかに対し、Red Hat製品のダ

ウンロード版へのアクセスを提供します。Red Hatが Red 

Hat製品を物理的媒体でパートナーに直接出荷しなければな

らない場合については、Red Hatは、自ら物理的媒体を作成

し、パートナーに出荷するか、またはその公認代理人にこれ

を作成し、出荷するよう指示します。出荷は、FOB出荷地

条件で、Red Hatが最も便利であると判断する方法により行

います。運送および保険の料金、費用は、パートナーに請求

するものとし、これらは提示価格には含まれていません。

Red Hat製品の滅失棄損の危険負担は、パートナー向けの出

荷を行うために Red Hat製品が輸送業者に引き渡されたと

きに、自動的にパートナーに移転します。Red Hatがその単

独の裁量により書面で同意しない限り、Red Hat製品は、返

品特典を付けずに販売されます。 

 

4. Billing, Payment and Taxes.  This Section applies to 

all Partners, except as otherwise set forth in Exhibit 2 - 
Country Unique Terms for Partners in certain countries. If 
Partner acquires Red Hat Products from Red Hat, Red Hat 
will invoice Partner upon Red Hat’s receipt of a purchase 
order for any amounts due to Red Hat; provided, however, 
that the terms of such purchase order will not amend, 
supplement or modify the terms of the Agreement, this 
Reseller Track Appendix or be binding on Red Hat. Partner 
must pay all sums due to Red Hat net thirty (30) days from 
the date of invoice, without regard for when, and whether, 
Partner collects payment from End User. All amounts owed 
under the Agreement, this Reseller Track Appendix, or the 
applicable Program Guide are to be paid in the applicable 
currency and to the account as set forth in Exhibit 1 – 
Payment Instructions that corresponds to the country in 
which the particular Partner is incorporated or maintains its 
principal place of business.  Partner will reimburse Red 
Hat for all costs and expenses incurred by Red Hat in 
connection with the collection of overdue amounts, 
including without limitation reasonable attorneys’, 
solicitor’s, or legal fees. All amounts payable shall be 
exclusive of any Taxes. Partner will pay to Red Hat, in 
addition to any amounts due to Red Hat for Red Hat 
Products, an amount equal to any Taxes arising from or 
relating to this Agreement, including without limitation 
sales, service, use or value-added taxes, which are paid or 
are payable by Red Hat or present Red Hat with a valid tax 
exemption certificate. "Taxes" means any form of taxation, 
levy, duty, charge, contribution or impost of whatever 
nature and by whatever authority imposed (including 
without limitation any fine, penalty, surcharge or interest), 
exclusive of any taxes based on the net income of Red 
Hat. In the event of a cross-border transaction, should 
Partner be required under any applicable law or regulation, 
domestic or foreign, to withhold or deduct any portion of the 
payments due to Red Hat, then the sum payable to Red 
Hat will be increased by the amount necessary to yield to 
Red Hat an amount equal to the sum it would have 
received had no withholdings or deductions been made. 
The parties will work together in good faith to minimize 
adverse tax consequences to Red Hat created by cross-
border transactions. 

 

4. 請求、支払いおよび税 特定の国に所在するパートナー

に関する別紙 2「国に固有の条件」に別段の定めがない限

り、本条は、すべてのパートナーに適用されます。パートナ

ーが Red Hat製品を Red Hatから取得する場合、Red Hat

は、Red Hatに支払われるべき金額を、Red Hatが購入注文

を受領次第、パートナーに請求するものとします。但し、当

該購入注文の条件は、本契約、本 Resellerトラック付属書

の条件を修正、補足または変更するものではなく、Red Hat

を拘束しません。パートナーは、パートナーがエンドユーザ

ーから支払いをいつ回収するか、また、回収するかどうかに

かかわらず、Red Hatに支払われるべき金額の全額を請求書

の日付から正味 30日以内に支払わなければなりません。本

契約、本 Resellerトラック付属書または適用あるプログラ

ムガイドに基づき支払う義務のあるすべての金額は、個々の

パートナーが設立され、または主たる営業所が所在する国に

応じ、別紙 1「支払指示」に定める口座に対して、適用され

る通貨により支払われるものとします。パートナーは、未払

金に関連して Red Hatが負担したすべての諸費用（合理的

な弁護士、事務弁護士または裁判費用を含みますが、これに

限定されるものではありません）を Red Hatに支払うもの

とします。支払われるべきすべての金額には、税は含まれて

いません。パートナーは、Red Hat製品について Red Hat

に支払われるべき金額のほか、本契約に起因または関連する

税（消費税、サービス税、使用税または付加価値税を含みま

すが、これに限定されません）であって、Red Hatが支払う

か、または Red Hatが支払うべきものに相当する金額を

Red Hatに支払うか、または有効な非課税証明書を Red Hat

に提示するものとします。「税」とは、Red Hatの純利益に

基づく税金を除き、性質および課税当局のいかんを問わず、

あらゆる形式の税金、徴税、関税、課税金、賦課金、租税

（罰金、違約金、追徴金または利息を含みますが、これに限

定されません）を意味します。国境を越える取引の場合にお

いて、パートナーが国内外の適用法規に基づき、Red Hatに

支払うべき金額の一部を源泉徴収または控除することが要求

されるときは、Red Hatに支払うべき金額は、当該源泉徴収

または控除が行われなければ Red Hatが受領したはずの金

額に相当する金額を Red Hatに与えるのに必要な金額分だ

け増えることになります。両当事者は、国境を越える取引に

より生じる Red Hatに対する税金上の不利な結果を最小限

にとどめるよう誠意をもって協力するものとします。 

5. End User Enterprise Agreements. Partner will 

require each End User to sign or otherwise assent (in a 
manner acceptable to Red Hat) to the applicable 

5. エンドユーザーエンタープライズ契約 パートナー

は、各エンドユーザーに対し Red Hat製品を頒布する条件

として、Red Hatが随時更新する、



agreement set forth at 

www.redhat.com/licenses, as updated by Red 

Hat from time to time (“Enterprise Agreement”), as a 
condition to the distribution of the Red Hat Products to 
such End User. To the extent permitted by applicable law, 
Partner’s satisfaction of this obligation may be achieved by, 
but is not limited to, inclusion of a URL link to the 
Enterprise Agreement in Partner’s agreement or other 
purchase documentation with End User, or in the 
alternative by requiring End User to execute a hard copy of 
the Enterprise Agreement. Partner will not amend or grant 
any waiver under the Enterprise Agreement without Red 
Hat’s prior written consent. If Partner becomes aware of 
any violation of an Enterprise Agreement, Partner will notify 
Red Hat immediately and will reasonably assist Red Hat in 
its efforts to enforce the terms of the Enterprise Agreement.  

 

www.redhat.com/licenses に定める該当契約

（以下、「エンタープライズ契約」といいます）に署名

し、またはその他の方法により同意するよう各エンドユーザ

ーに要求します。適用法で認められる限度で、パートナーの

この義務の充足は、例えば、エンドユーザーとの間で締結す

るパートナーの契約その他の購買文書においてエンタープラ

イズ契約への URLリンクを含めるか、またはエンドユーザ

ーに対しエンタープライズ契約のハードコピーへの署名を求

めることによって、達成することができます。パートナー

は、Red Hatの書面による事前同意を得ることなく、エンタ

ープライズ契約に関する修正または放棄をしないものとしま

す。パートナーは、エンタープライズ契約の違反に気付いた

場合には、直ちに Red Hatに通知し、Red Hatがエンター

プライズ契約の条件を実施しようとするのを合理的に支援す

るものとします。 

6. Marketing and Distribution. Subject to the rights and 

restrictions set forth in this Agreement, Partner will use 
reasonable efforts to (i) actively market, promote and 
distribute the Red Hat Products; (ii) make periodic and 
regular demonstrations showcasing the features of the Red 
Hat Products; (iii) establish and maintain appropriate 
marketing and distribution facilities and personnel to create 
and meet the demand for Red Hat Products and related 
support among End Users; (iv) represent the Red Hat 
Products accurately and fairly and at all times avoid 
deceptive, misleading or unethical business practices; and 
(v) carry out the promotional and other tasks set forth in the 
applicable Program Guide. Partner will make no claim, 
representation, warranty, or guarantee to End Users or 
third parties relating to the performance or functionality of 
the Red Hat Products other than as expressly set forth by 
Red Hat in its published manuals, training materials, 
software descriptions and specifications, brochures, 
technical manuals, license agreements, supporting 
materials, and other printed information. Partner shall 
determine its own resale prices. Partner agrees that it will 
promptly report any effort by Red Hat personnel to interfere 
with its pricing policies directly to a Red Hat officer or 
manager. Partner agrees to confer periodically with Red 
Hat, at Red Hat’s request, on matters relating to market 
conditions, sales forecasting, product planning and 
promotional marketing strategies. Partner will conduct 
business in its own name and in such a manner that will be 
reasonably expected to reflect favorably at all times on the 
Red Hat Products and the good name, goodwill and 
reputation of Red Hat. 

 

6. マーケティングおよび頒布 本契約に定める権利およ

び制約に従い、パートナーは、以下の各号について合理的な

努力をするものとします。(i) Red Hat製品を積極的にマー

ケティングし、販売促進し、頒布すること、(ii) Red Hat製

品の特徴を見せる実演を周期的かつ定期的に行うこと、(iii) 

エンドユーザーの間に Red Hat製品および関連サポートの

需要を創出し、これに応えるための適切なマーケティング・

頒布を行う施設および人員を設け、維持すること、(iv) Red 

Hat製品を正確かつ公正に表現し、欺瞞的商慣行、誤解を招

く商慣行または非倫理的商慣行を常に避けること、および、

(v) 適用あるプログラムガイドに定める販売促進その他の業

務を行うこと。パートナーは、Red Hatがその公表されたマ

ニュアル、研修資料、ソフトウェア説明書および仕様書、パ

ンフレット、技術マニュアル、ライセンス契約、補助資料そ

の他の印刷物の情報において明示的に定めるものを除き、

Red Hat製品の性能または機能についての主張、表明、また

は保証をエンドユーザーまたは第三者に対して一切行わない

ものとします。パートナーは、独自の再販価格を決定するも

のとします。パートナーは、その価格決定方針に Red Hat

の人員が干渉する場合は、これを速やかに Red Hatの役員

または経営者に直接報告することに同意します。パートナー

は、Red Hatの要請に基づき、市場の状況、販売予測、製品

計画、および販促戦略に関する事項について、Red Hatと定

期的に協議を行うことに同意します。パートナーは、その名

義で、かつ、Red Hat製品ならびに Red Hatの名誉、のれ

んおよび評判に常に好影響を及ぼすと合理的に考えられる方

法により事業を行います。 

7. Internal Use of Red Hat Products. Subject to the 

terms and conditions of the Agreement, this Reseller Track 
Appendix and the applicable Program Guide, Red Hat 
grants to Partner, and Partner accepts, the following rights:  

 

7. Red Hat製品の内部使用 本契約、本 Resellerトラック

付属書および適用あるプログラムガイドの条件に従い、Red 

Hatはパートナーに対し、以下の権利を付与し、パートナー

はこれを承諾します。 

  
7.1 A non-exclusive, non-transferable right during the Reseller 

Track Term to use the Red Hat Products subject to, and 
under the applicable terms of, the standard Red Hat 
Enterprise Agreement for sales, marketing, sales 
enablement training of Partner’s personnel and 
demonstration of the functions and features of the Red Hat 
Products to End Users and prospective End Users at no 
cost.  Any violation of the Enterprise Agreement will be 
deemed a material breach of this Agreement. Red Hat is 
under no obligation to provide any technical support to 
Partner for such internal use of Red Hat Products, except 
as may be provided in the applicable Program Guide. 

 

7.1 Resellerトラック期間の間、費用負担なく、パートナーの

人員の販売、マーケティングおよび販売実現研修ならびにエ

ンドユーザーおよび将来のエンドユーザーに対する Red Hat

製品の機能および特徴の実演を目的として、標準的な Red 

Hatエンタープライズ契約の該当条件に従って Red Hat製品

を使用する非独占かつ譲渡不能の権利。エンタープライズ契

約の違反は、本契約の重大な違反とみなします。適用あるプ

ログラムガイドに定める場合を除き、Red Hatは、Red Hat

製品の当該内部使用のためにパートナーに技術サポートを提

供する義務を負いません。 

8. Red Hat Marks. The Red Hat Marks that Partner is 

authorized to use under this Reseller Track Appendix, if 
any, are identified in the applicable Program Guide and are 
available electronically on the Partner Center or directly 
from Red Hat. 

8. Red Hatマーク 本 Resellerトラック付属書に基づきパ

ートナーが使用することを認められた Red Hatマークは

（これがある場合）、適用されるプログラムガイドにおいて

特定されており、パートナーセンター上で電子的に入手でき

http://www.redhat.com/licenses
http://www.redhat.com/licenses


 るか、または Red Hatから直接入手できます。 

9. Reseller Track Term.  This Reseller Track Appendix 

and the authorization granted hereunder begin on the 
Effective Date and continue for one (1) year (the “Reseller 
Track Term”). This Reseller Track Appendix shall 
automatically renew upon the anniversary of the Effective 
Date, and shall continue in full force and effect for 
successive one (1) year periods unless and until 
terminated by either party giving to the other written notice 
of termination at least thirty (30) days before the 
anniversary date. “Effective Date” means either the date 
indicated on the Acceptance Notice or the date that Red 
Hat executed either a hard copy of the Agreement 
referencing this Reseller Track Appendix or a hard copy of 
this Reseller Track Appendix itself. 

 

9. Resellerトラック期間 本 Resellerトラック付属書お

よび本書に基づき与えられた権限は、発効日に開始し、1年

間存続します（以下、「Resellerトラック期間」といいま

す）。本 Resellerトラック付属書は、発効日の応答日に自

動的に更新され、応答日の少なくとも 30日前までに一方当

事者が他方当事者に対し解除する旨を書面で通知しない限

り、その後 1年ずつ、完全に有効に継続するものとしま

す。「発効日」とは、受理通知に記載された日、または

Red Hatが本 Resellerトラック付属書を参照する本契約も

しくは本 Resellerトラック付属書のハードコピーを締結し

た日、のいずれかを意味します。 

10. Termination of Reseller Track Appendix by Red 
Hat or Partner.  Red Hat or Partner may (without 

prejudice to any other right or remedy) terminate this 
Reseller Track Appendix pursuant to Section 13.1 of the 
Agreement. Termination of this Reseller Track Appendix 
shall not affect any pre-existing agreements between the 
Parties, nor any End User Enterprise Agreement. 
Termination of this Reseller Track Appendix for any reason 
will immediately terminate Partner’s participation in the 
Reseller Track, including all eligibility for Reseller Track 
benefits. Unless otherwise authorized under a separate 
Track Appendix, upon such termination, Partner will 
immediately (i) cease referring to itself as a Red Hat 
Business Partner, and using that title in any communication 
and advertising; (ii) cease all promotion, demonstration, 
sale and distribution of the Red Hat Products; (iii) cease all 
use of the Red Hat Marks, (iv) return or destroy, at Red 
Hat’s option, all printed materials containing such Red Hat 
Marks, including all documentation and Promotional 
Materials. Partner will remit all fees due to Red Hat under 
this Reseller Track Appendix within fifteen (15) days of 
such termination; provided, however, that Partner will be 
entitled to sell any of its inventory of Red Hat Products for 
which Red Hat has been fully paid and that are required to 
fulfill any unperformed contracts of Partner outstanding at 
the date of termination. All rights and obligations of the 
Parties under this Reseller Track Appendix will terminate 
immediately, except that Partner payment obligations under 
this Reseller Track Appendix will survive such termination. 
Termination of this Reseller Track Appendix will not operate 
to terminate the Agreement or any special bid or other 
Procurement Document under the Agreement and the 
terms and conditions of the Agreement and this Reseller 
Track Appendix will continue in full force and effect to the 
extent necessary to give effect to any special bid or other 
Procurement Document in effect at the time of termination 
of this Reseller Track Appendix and until such time as the 
special bid or other Procurement Document expires.     

 

10. RedHatまたはパートナーによる Resellerトラッ

ク付属書の解除 Red Hatまたはパートナーは、本契約

第 13.1条に従い、（他の権利または救済手段に影響を与え

ることなく）本 Resellerトラック付属書を終了させること

ができます。本 Resellerトラック付属書を終了させた場合

であっても、両当事者間の既存の合意およびエンドユーザー

エンタープライズ契約に影響を及ぼすものではありません。

理由のいかんを問わず、本 Resellerトラック付属書の終了

により、Resellerトラックへのパートナーの参加（Reseller

トラックの利益を受けるすべての資格を含む）は直ちに終了

します。個別のトラック付属書に基づき特に許可されない限

り、当該終了が行われた場合は、パートナーは、直ちに、(i) 

自らを Red Hatビジネスパートナーと称することならびに

当該肩書を通信および宣伝で使用することを中止し、(ii) 

Red Hat製品のすべての販売促進、実演、販売および頒布を

中止し、(iii) Red Hatマークのすべての使用を中止し、(iv) 

Red Hatの選択により、当該 Red Hatマークを含むすべて

の印刷物（すべての文書および販促資料を含む）を返却また

は破棄するものとします。パートナーは、本 Resellerトラ

ック付属書に基づき Red Hatに支払うべき料金の全額を、

当該終了の日から 15日以内に支払うものとします。但し、

パートナーは、終了日におけるパートナーの未履行の契約を

履行するために必要な場合には、Red Hatが全額支払を受け

ている Red Hat製品の在庫を販売することができるものと

します。本 Resellerトラック付属書に基づく両当事者のす

べての権利および義務は、直ちに終了しますが、本 Reseller

トラック付属書に基づくパートナーの支払義務は、当該終了

後も存続します。本 Resellerトラック付属書の終了によ

り、本契約または本契約に基づく特別買付けもしくはその他

の調達文書が終了するものではなく、また、本 Resellerト

ラック付属書の終了の時点で有効な特別買付けまたはその他

の調達文書を実施するために必要な範囲で、かつ、特別買付

けまたはその他の調達文書が失効する時まで、本契約および

本 Resellerトラック付属書の条件は、引き続き完全に有効

に存続するものとします。 

 


