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ご注意
• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し
ます。
• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き
の点がありましたら弊社までご連絡ください。
• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い
かねますのでご了承ください。
• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当
に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によっ
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責
任は負いかねますのでご了承ください。

インクパックは純正品をお勧めします
プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のイ
ンクパックを使用することをお勧めします。純正品以外のもの
をご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質に悪影響が
出るなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合がありま
す。純正品以外の品質や信頼性について保証できません。非純
正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保
証期間内であっても有償修理となります。
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マニュアルの見方

PDF マニュアルは、Adobe Acrobat Reader やプレビュー

マニュアルの見方

（Mac）などでご覧ください。
セットアップガイド
（冊子）

本機を箱から取り出した以降か
ら、本機を使用可能にするまでの
作業を説明しています。作業を安
全に行うために、必ずご覧くださ
い。

操作ガイド（PDF）

日常使用するうえで必要な、基本
の操作とメンテナンスの方法を説
明しています。

一般情報（本書）

製品の仕様や連絡先などを記載し
ています。

マークの意味
安全に関するマーク
マニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への
損害を未然に防止するために、危険を伴う操作や取り扱
いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上

オンラインマニュアル

で本文をお読みください。
この表示を無視して誤った取り扱いを
すると、人が死亡または重傷を負う可
能性が想定される内容を示していま
す。
この表示を無視して誤った取り扱いを
すると、人が傷害を負う可能性および
財産の損害の可能性が想定される内容
を示しています。

ユーザーズガイド
（PDF)

本機の使い方を説明しています。

こんなときには

よくあるご質問や本機を効率よく
利用するためのヒントを紹介して
います。

Epson
Video
Manuals（動画）

メディアのセットやメンテナンス
の方法を動画でご覧になれます。

ネットワークガイド
（PDF）

ネットワークプリンターとして使
用するための説明をしています。

一般情報に関する表示
K

L

補足説明や参考情報を記載していま
す。

U

関連する内容の参照先を示していま
す。

［プリンター設定］

操作パネルやコンピューターの画面に
表示される文字列は[ ]で囲んで示し
ます。

【 Z 】ボタン

マニュアルの開き方・見方

必ず守っていただきたい内容を記載し
ています。この内容を無視して誤った
取り扱いをすると、製品の故障や、動
作不良の原因になる可能性がありま
す。

マニュアルの開き方

A

『セットアップガイド』をご覧になり、付属のソ
フトウェアディスク、または Setup Navi からソ
フトウェアのインストールを実行します。
インストールが完了すると、お使いのコンピュー
ターのデスクトップに［EPSON マニュアル］アイコ
ンが作成されます。

操作パネルのボタン名称を示していま
す。

掲載イラスト
掲載しているイラストが、お使いの機種と若干異なるこ
とがございます。ご了承ください。

B

デスクトップの［EPSON マニュアル］アイコン
をダブルクリックします。

C

表示された画面で、ご覧になるマニュアルを選択
します。
［オンラインマニュアル］を選択すると、Web ブラ
ウザが起動してオンラインマニュアルのトップペー

マニュアルの構成

ジを表示します。
ご覧になるマニュアルや項目をクリックしてくださ

本製品のマニュアルは、以下の構成で提供しています。

い。
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マニュアルの見方

PDF マニュアルの見方

オンラインマニュアルは、インターネットに接続で
きる環境でご覧いただけます。

Adobe Acrobat Reader で PDF マニュアルを見る際の基本
的な操作を Adobe Acrobat Reader DC で表示したときを例
に説明します。

動画マニュアルの見方
動画マニュアルは YouTube にアップしています。
オンラインマニュアルのトップページから［Epson Video
Manuals（動画）］をクリックするか、以下の青字の部分
をクリックしてご覧いただけます。
動画マニュアル
なお、動画再生時に字幕が表示されないときは、字幕ア
イコン（下図の囲み部）をクリックしてください。

A PDF マニュアルを印刷するときにクリックします。
B クリックするたびに、しおりを閉じたり表示したり
します。

C タイトルをクリックすると該当のページが表示され
ます。
［＋］をクリックすると、下の階層のタイトルが表
示されます。

D 参照先が青字で記載されているときは、青字の部分
をクリックすると該当のページが表示されます。
元のページに戻るときは、以下のように行います。
Windows の場合

Alt キーを押したまま

キーを押します。

Mac の場合

command キーを押したまま

キーを押します。

E 確認したい項目名などキーワードを入力して検索が
できます。
Windows の場合

PDF マニュアルのページ上で右クリックし、表示さ
れたメニューで［簡易検索］を選択すると、検索ツー
ルバーが表示されます。
Mac の場合

［編集］メニューで［簡易検索］を選択すると、検
索ツールバーが表示されます。
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マニュアルの見方

F 表示中の文字が小さくて見えにくいときは
リックすると拡大します。

をク

をクリックすると縮小

します。イラストや画面図など拡大する部分を指定
するには、以下のように行います。
Windows の場合

PDF マニュアルのページ上で右クリックし、表示さ
れたメニューで［マーキーズーム］を選択します。
ポインターが虫眼鏡に変わりますので拡大したい箇
所を範囲指定します。
Mac の場合

［表示］メニュー -［ズーム］-［マーキーズーム］
の順にクリックすると、ポインターが虫眼鏡に変わ
ります。そのまま虫眼鏡のポインターで拡大したい
箇所を範囲指定します。

G 前ページ/次ページを表示します。
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使用可能なメディア

使用可能なメディア
本機で使用できるメディアの仕様は、以下の通りです。
メディアの種類および品質は、印刷結果に大きく影響し
ます。用途に合った適切なメディアをお使いください。
また、使用の際の注意事項はそのメディアに付属のマニュ
アルをご覧になるか、メーカーに詳細をお問い合わせく
ださい。メディアを大量に購入する際は、事前にそのメ
ディアに印刷したときの仕上がり具合を確認しておくこ
とをお勧めします。

メディアは重いので、1 人で運ばないでください。
40kg 以上のメディアは、リフターの使用をお勧めしま
す。

K
しわ、毛羽立ち、破れ、汚れなどのあるメディアは使
用しないでください。

ロールメディア
紙管サイズ（芯径）

2 インチ、3 インチ

ロール外径

最大 250mm

メディア幅

300〜1626mm（64 インチ）

メディア厚さ

最小 0.04mm〜最大 1.00mm

ロール重量

最大 45kg＊

＊ 40Kg 以上のメディアをリフターを使ってセットする際に使用
可能なリフターの仕様は、次の通りです。
・フォークや台の厚み：28mm 以下
・フォークや台の面が床から約 190mm まで下げられる。
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システム条件

システム条件
各ソフトウェアは、以下の環境で使用できます。（2019 年 11 月現在）
対応 OS 等は、変更されることがあります。
最新の情報は、エプソンのホームページ（www.epson.jp）をご覧ください。

Epson Edge Dashboard
Epson Edge Dashboard は、次の環境で使用できます。

K
Epson Edge Dashboard をインストールしたコンピューターは、以下の条件でお使いください。
条件が守られないと正しくプリンターの監視が行えません。
・休止状態（ハイバネーション）機能を設定しないでください。
・スリープ状態にならないようにスリープ機能を無効に設定してください。

Windows
オペレーティングシステム

Windows
Windows
Windows
Windows

7 SP1 / Windows 7 x64 SP1
8 / Windows 8 x64
8.1 / Windows 8.1 x64
10 / Windows 10 x64

CPU

マルチコアプロセッサー（3.0GHz 以上を推奨）

空きメモリー領域

4GB 以上

ハードディスク
（インストール時空き容量）

2GB 以上

ディスプレイ解像度

1280×1024 以上

通信インターフェイス

High Speed USB
Ethernet 1000Base-T

ブラウザー

Internet Explorer 11
Microsoft Edge

Mac
オペレーティングシステム

Mac OS X 10.7 Lion 以降

CPU

マルチコアプロセッサー（3.0GHz 以上を推奨）

空きメモリー領域

4GB 以上

ハードディスク
（インストール時空き容量）

2GB 以上

ディスプレイ解像度

1280×1024 以上

通信インターフェイス

High Speed USB
Ethernet 1000Base-T
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システム条件

ブラウザー

Safari 6 以降

Linux
ディストリビューション

Debian 8.6 64bit (MATE desktop environment only) 以降

CPU

マルチコアプロセッサー（3.0GHz 以上を推奨）

空きメモリー領域

4GB 以上

ハードディスク
（インストール時空き容量）

2GB 以上

ディスプレイ解像度

1280×1024 以上

通信インターフェイス

High Speed USB
Ethernet 1000Base-T

ブラウザー

Mozilla Firefox 45 (ESR) 以降

Epson Edge Print
オペレーティングシステム

Windows 7 SP1 / Windows 7 x64 SP1
Windows 8 / Windows 8 x64
Windows 8.1 / Windows 8.1 x64
Windows 10 / Windows 10 x64
※64bit を推奨

CPU

マルチコアプロセッサー（3.0GHz 以上を推奨）

空きメモリー領域

4GB 以上

ハードディスク
（インストール時空き容量）

50GB 以上

ディスプレイ解像度

1280×1024 以上

通信インターフェイス

High Speed USB
Ethernet 100Base-TX/1000Base-T

本ソフトウェアをインストールするコンピューターは、Adobe Illustrator などのアプリケーションソフトも合わせてお使
いになることを考慮し、なるべくスペックの高いものをお使いになることをお勧めします。
また、本ソフトウェアで取り扱うデータは通常でも数 GB、高品質の長尺印刷を行う際は数十 GB になることがあります。
このため、ハードディスクの空き容量にも十分余裕があるコンピューターをお勧めします。
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仕様一覧

本体仕様

仕様一覧
本体仕様

印刷時

15〜25℃、40〜60％

メディアセット・
メンテナンスなど

15〜35℃、20〜80％

印字方式

オンデマンドインクジェット方式

保管時
（開梱前）

ノズル配列

SC-F9450H：
360 ノズル×2×2 列×4 色（高濃
度ブラック、シアン、マゼンタ、
イエロー）
360 ノズル×2 列×2 色（蛍光イ
エロー、蛍光ピンク）

-20〜60℃、5〜85％
（ 60 ℃ の 場 合 120 時 間 以 内 、
40℃の場合 1 ヵ月以内）

保管時
（インク充填前）

-20〜40℃、5〜85％
（40℃の場合 1 ヵ月以内）

温度・湿度範囲
グレー部：メディアセット、メンテナンス時など
斜線部：印刷時

SC-F9450：
360 ノズル×2×2 列×4 色（高濃
度ブラック、シアン、マゼンタ、
イエロー）
解像度（最大）

720×1440dpi

コントロールコード

ESC/P ラスター（コマンドは非公
開）

メディア送り方式

フリクションフィード

内蔵メモリー

メイン用 512MB
ネットワーク用 128MB

インターフェイス

High Speed USB
100Base-TX/1000Base-T＊1
（10Base-T には対応していませ
ん）

定格電圧
（＃1、＃2）

AC100-120V
AC200-240V

定格周波数（＃1、＃2）

50/60Hz

定格電流（＃1、＃2）

10A（AC100-120V）
5A （AC200-240V）

消費電力
（＃1、＃2 の合計）

SC-F9450H：
動作時：約 600W
レディー時：約 380W
スリープモード時：約 14W
電源オフ時：約 0.9W

外形サイズ

収納時：幅 2620×奥行き 934×高
さ 1332mm
最大時：幅 2620×奥行き 934×高
さ 1670mm

質量＊2

約 290kg

＊1 シールドツイストペアケーブル（カテゴリー 5e 以上）を使
用してください。
＊2 インク含まず。

SC-F9450：
動作時：約 570W
レディー時：約 340W
スリープモード時：約 14W
電源オフ時：約 1.0W

K
本機は、標高 2000m 以下でお使いください。

温度・湿度（結露しないこと）
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仕様一覧

インク仕様
形態

専用インクパック

昇華染料インク

SC-F9450H：
蛍光イエロー、蛍光ピンク、高濃度ブ
ラック、シアン、マゼンタ、イエロー
SC-F9450：
高濃度ブラック、シアン、マゼンタ、
イエロー

有効期限

インクパックに記載された期限（常温
で保管）

印刷品質保証期限

25 日（インクパックからインクタン
クに補充した日から）

保管温度

5〜35℃

容量

初期充填用：1000 ml（全色）
補充用：
1100 ml（高濃度ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー）
1000 ml（蛍光イエロー、蛍光ピン
ク）

L
安定した色合いで印刷したいときは、15〜25℃の環境下で一
定の室温に保ち、使用してください。
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サービス・サポートのご案内

サービス・サポートのご案内
各種サービス・サポートについて
弊社が行っている各種サービス・サポートについては、以下のページでご案内しています。
U「お問い合わせ先」14 ページ

保守サービスのご案内
「故障かな？」と思ったときは、まず『オンラインマニュアル』をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いが
ないことをご確認の上、保守サービスの受付窓口にお問い合わせください。

保証書について
保証期間中に故障した場合には、保証書の記載内容に基づき修理いたします。保証期間や保証事項については、保証書を
ご覧ください。
保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」
「販売店名」に記入漏れがないかご確認くださ
い。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった
場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。
保証書は大切に保管してください。

補修用性能部品および消耗品の保有期間
本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後 6 年間です。
改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

保守サービスの受付窓口
エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間保守契約をお勧めします。保守サービスに関してのご相談、お申し込
みは、次のいずれかで承ります。
・お買い求めいただいた販売店
・エプソンサービスコールセンター
U「お問い合わせ先」14 ページ
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サービス・サポートのご案内

保守サービスの種類
エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細は、お買い求めの
販売店またはエプソンサービスコールセンターまでお問い合わせください。
・定期交換部品の寿命による交換は、保証内外を問わず、出張基本料・技術料・部品代が有償となります。
・年間保守契約をされている場合は、定期交換部品代のみ有償（お客様交換可能な定期交換部品の場合は、出張基本料・
技術料も有償）です。
・本機は、専門業者による輸送対象製品のため、持込保守および持込修理はご遠慮ください。
種類

概要

修理代金と支払方法
保証期間内

年間保守契約

出張修理

・優先的にサービスエンジニアを派遣し、そ
の場で修理いたします。

保証期間外

無償

年間一定の保守料金

無償

有償
（出張料+技術料
+部品代）
修理完了後、その都
度お支払いください

・修理の都度発生する修理代・部品代*が無
償のため、予算化ができて便利です。
・定期点検（別途料金）で、故障を未然に防
ぐことができます。
スポット出張修理

お客様からご連絡いただいて数日以内にサー
ビスエンジニアを派遣し、その場で修理いた
します。

＊ 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙など）は保守対象外です。

K
・エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブ
ルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理
などは有償で行います。
・インクの注入時、および保管時における、手、衣服、床等へのインク汚れには充分注意してください。なお、その
インク汚れに伴う損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
・本製品の故障や修理の内容によっては、製品本体に保存されているデータや設定情報が消失または破損することが
あります。また、お使いの環境によっては、ネットワーク接続などの設定をお客様に設定し直していただくことに
なります。これに関して弊社は保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。データや設定情報
は、必要に応じてバックアップするかメモを取るなどして保存することをお勧めします。

エプソンサービスパック
エプソンサービスパックは、ハードウェア保守パックです。
エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の期間（3
年、4 年、5 年）、出張修理いたします。また、修理のご依頼や故障かどうかわからない場合のご相談等の受付窓口とし
て、専用のヘルプデスクをご用意いたします。
・スピーディーな対応 − スポット出張修理依頼に比べて優先的にサービスエンジニアを派遣いたします。
・もしものときの安心 − トラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣して修理いたします。
・手続きが簡単 − エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで、契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要です。
・維持費の予算化 − エプソンサービスパック規約内・期間内であれば都度修理費用がかからず、維持費の予算化が可能
です。
エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。
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お問い合わせ先
●エプソンのウェブサイト epson.jp
各種製品情報・
ドライバー類の提供、
サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのウェブサイトです。

●修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先（エプソンソリューションコールセンター）
050-3155-8690
◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8431へお問い合わせください。

●製品の新規ご購入に関するご質問・ご相談先
製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、
お気軽にお電話ください。

050-3155-8380
◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8413へお問い合わせください。
上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。
上記電話番号をご利用いただけない場合は、
携帯電話またはNTTの固定電話
（一般回線）
からおかけいただくか、
各◎印の電話番号に
おかけくださいますようお願いいたします。

エプソン製品をご愛用の方も、
お持ちでない方も、
エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの
おすすめ最新情報をお届けしたり、
プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。
さあ、
今すぐアクセスして会員登録しよう。

myepson.jp/

インターネットでアクセス！

カンタンな質問に答えて
会員登録。

●消耗品のご購入
製品取扱販売店でお買い求めください。

本ページに記載の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
最新の情報はエプソンのウェブサイト
（epson.jp/support）
にてご確認ください。
〒160-8801 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー 29階
〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号
商業（捺染）2018.04

14

製品に関する諸注意と適合規格

製品に関する諸注意と適合規格
本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意
本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、
日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用
できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしまして
は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品の不具合に起因する付随的損害
万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます）の不具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そのことか
ら生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利
益の損失等）は、補償致しかねます。

本製品の使用限定
本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などに
おいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のた
めにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご
使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて
高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様
において十分ご確認の上、ご判断ください。

液晶ディスプレイについて
画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また液晶の特性上、明るさにムラが生じる
ことがありますが、故障ではありません。

プリンター本体の廃棄
事業所など業務でお使いのときは、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。
一般家庭でお使いのときは、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。

複製が禁止されている印刷物
紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。
（関連法律）刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条
通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条など
以下の行為は、法律により禁止されています。
・紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可）
・日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
・政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること
・政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること
次のものは、複製するにあたり注意が必要です。
・民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）
、定期券、回数券など
・パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

著作権
写真・書籍・地図・図面・絵画・版画・音楽・映画・プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限
られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。
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電波障害自主規制
この装置は、クラスＡ機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には
使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
VCCI-A

瞬時電圧低下
本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、
交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団法人 電子情報技術産業協会（社団法人 日本電子工業振
興協会）のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）

電源高調波
この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

Info-ZIP copyright and license
This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license.
The definitive version of this document should be available at ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely
and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html.
Copyright (c) 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.
For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:
Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian
Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum,
Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg
Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine
Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.
This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its
contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or
inability to use this software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:
1.

Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer,
and this list of conditions.

2.

Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice,
definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the
distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz)
as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX
banner has not been removed from the binary or disabled.

3.

Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical
interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from
Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if
binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being
Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any
variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without
the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the
Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the
altered versions.

4.

Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket
Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

Bonjour
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This printer product includes the open source software programs which apply the Apple Public Source License Version1.2
or its latest version ("Bonjour Programs").
We provide the source code of the Bonjour Programs pursuant to the Apple Public Source License Version1.2 or its latest
version until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the
source code of the Bonjour Programs, please see the "Contacting Customer Support" in Appendix or Printing Guide of this
User's Guide, and contact the customer support of your region.
You can redistribute Bonjour Programs and/or modify it under the terms of the Apple Public Source License Version1.2 or
its latest version
These Bonjour Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
The Apple Public Source License Version1.2 is as follows. You also can see the Apple Public Source License Version1.2 at
http://www.opensource.apple.com/apsl/.
APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE
Version 2.0 - August 6, 2003
1. General; Definitions. This License applies to any program or other work which Apple Computer, Inc. ("Apple") makes
publicly available and which contains a notice placed by Apple identifying such program or work as "Original Code" and
stating that it is subject to the terms of this Apple Public Source License version 2.0 ("License"). As used in this License:
1.1 "Applicable Patent Rights" mean: (a) in the case where Apple is the grantor of rights, (i) claims of patents that are now
or hereafter acquired, owned by or assigned to Apple and (ii) that cover subject matter contained in the Original Code, but
only to the extent necessary to use, reproduce and/or distribute the Original Code without infringement; and (b) in the case
where You are the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to You
and (ii) that cover subject matter in Your Modifications, taken alone or in combination with Original Code.
1.2 "Contributor" means any person or entity that creates or contributes to the creation of Modifications.
1.3 "Covered Code" means the Original Code, Modifications, the combination of Original Code and any Modifications, and/
or any respective portions thereof.
1.4 "Externally Deploy" means: (a) to sublicense, distribute or otherwise make Covered Code available, directly or
indirectly, to anyone other than You; and/or (b) to use Covered Code, alone or as part of a Larger Work, in any way to
provide a service, including but not limited to delivery of content, through electronic communication with a client other than
You.
1.5 "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of
this License.
1.6 "Modifications" mean any addition to, deletion from, and/or change to, the substance and/or structure of the Original
Code, any previous Modifications, the combination of Original Code and any previous Modifications, and/or any respective
portions thereof. When code is released as a series of files, a Modification is: (a) any addition to or deletion from the
contents of a file containing Covered Code; and/or (b) any new file or other representation of computer program
statements that contains any part of Covered Code.
1.7 "Original Code" means (a) the Source Code of a program or other work as originally made available by Apple under this
License, including the Source Code of any updates or upgrades to such programs or works made available by Apple under
this License, and that has been expressly identified by Apple as such in the header file(s) of such work; and (b) the object
code compiled from such Source Code and originally made available by Apple under this License
1.8 "Source Code" means the human readable form of a program or other work that is suitable for making modifications to
it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and
installation of an executable (object code).
1.9 "You" or "Your" means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, "You" or
"Your" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with, You, where "control" means
(a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or
(b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.
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2. Permitted Uses; Conditions & Restrictions. Subject to the terms and conditions of this License, Apple hereby grants You,
effective on the date You accept this License and download the Original Code, a world-wide, royalty-free, non-exclusive
license, to the extent of Apple's Applicable Patent Rights and copyrights covering the Original Code, to do the following:
2.1 Unmodified Code. You may use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and
Externally Deploy verbatim, unmodified copies of the Original Code, for commercial or non-commercial purposes, provided
that in each instance:
(a) You must retain and reproduce in all copies of Original Code the copyright and other proprietary notices and disclaimers
of Apple as they appear in the Original Code, and keep intact all notices in the Original Code that refer to this License;
and
(b) You must include a copy of this License with every copy of Source Code of Covered Code and documentation You
distribute or Externally Deploy, and You may not offer or impose any terms on such Source Code that alter or restrict this
License or the recipients' rights hereunder, except as permitted under Section 6.
2.2 Modified Code. You may modify Covered Code and use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your
organization, and Externally Deploy Your Modifications and Covered Code, for commercial or non-commercial purposes,
provided that in each instance You also meet all of these conditions:
(a) You must satisfy all the conditions of Section 2.1 with respect to the Source Code of the Covered Code;
(b) You must duplicate, to the extent it does not already exist, the notice in Exhibit A in each file of the Source Code of all
Your Modifications, and cause the modified files to carry prominent notices stating that You changed the files and the date
of any change; and
(c) If You Externally Deploy Your Modifications, You must make Source Code of all Your Externally Deployed Modifications
either available to those to whom You have Externally Deployed Your Modifications, or publicly available. Source Code of
Your Externally Deployed Modifications must be released under the terms set forth in this License, including the license
grants set forth in Section 3 below, for as long as you Externally Deploy the Covered Code or twelve (12) months from the
date of initial External Deployment, whichever is longer. You should preferably distribute the Source Code of Your
Externally Deployed Modifications electronically (e.g. download from a web site).
2.3 Distribution of Executable Versions. In addition, if You Externally Deploy Covered Code (Original Code and/or
Modifications) in object code, executable form only, You must include a prominent notice, in the code itself as well as in
related documentation, stating that Source Code of the Covered Code is available under the terms of this License with
information on how and where to obtain such Source Code.
2.4 Third Party Rights. You expressly acknowledge and agree that although Apple and each Contributor grants the licenses
to their respective portions of the Covered Code set forth herein, no assurances are provided by Apple or any Contributor
that the Covered Code does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Apple and each
Contributor disclaim any liability to You for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual
property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, You hereby assume
sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license
is required to allow You to distribute the Covered Code, it is Your responsibility to acquire that license before distributing
the Covered Code.
3. Your Grants. In consideration of, and as a condition to, the licenses granted to You under this License, You hereby grant
to any person or entity receiving or distributing Covered Code under this License a non-exclusive, royalty-free, perpetual,
irrevocable license, under Your Applicable Patent Rights and other intellectual property rights (other than patent) owned or
controlled by You, to use, reproduce, display, perform, modify, sublicense, distribute and Externally Deploy Your
Modifications of the same scope and extent as Apple's licenses under Sections 2.1 and 2.2 above.
4. Larger Works. You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of
this License and distribute the Larger Work as a single product. In each such instance, You must make sure the
requirements of this License are fulfilled for the Covered Code or any portion thereof.
5. Limitations on Patent License. Except as expressly stated in Section 2, no other patent rights, express or implied, are
granted by Apple herein. Modifications and/or Larger Works may require additional patent licenses from Apple which Apple
may grant in its sole discretion.
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6. Additional Terms. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations
and/or other rights consistent with the scope of the license granted herein ("Additional Terms") to one or more recipients of
Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf and as Your sole responsibility, and not on behalf of Apple
or any Contributor. You must obtain the recipient's agreement that any such Additional Terms are offered by You alone,
and You hereby agree to indemnify, defend and hold Apple and every Contributor harmless for any liability incurred by or
claims asserted against Apple or such Contributor by reason of any such Additional Terms.
7. Versions of the License. Apple may publish revised and/or new versions of this License from time to time. Each version
will be given a distinguishing version number. Once Original Code has been published under a particular version of this
License, You may continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Original Code under
the terms of any subsequent version of this License published by Apple. No one other than Apple has the right to modify the
terms applicable to Covered Code created under this License.
8. NO WARRANTY OR SUPPORT. The Covered Code may contain in whole or in part pre-release, untested, or not fully
tested works. The Covered Code may contain errors that could cause failures or loss of data, and may be incomplete or
contain inaccuracies. You expressly acknowledge and agree that use of the Covered Code, or any portion thereof, is at Your
sole and entire risk. THE COVERED CODE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTY, UPGRADES OR SUPPORT OF
ANY KIND AND APPLE AND APPLE'S LICENSOR(S) (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "APPLE" FOR THE PURPOSES OF
SECTIONS 8 AND 9) AND ALL CONTRIBUTORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND/OR CONDITIONS, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF
MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET
ENJOYMENT, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. APPLE AND EACH CONTRIBUTOR DOES NOT
WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE COVERED CODE, THAT THE FUNCTIONS
CONTAINED IN THE COVERED CODE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE COVERED CODE
WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE COVERED CODE WILL BE CORRECTED. NO ORAL
OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE, AN APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OR ANY
CONTRIBUTOR SHALL CREATE A WARRANTY. You acknowledge that the Covered Code is not intended for use in the
operation of nuclear facilities, aircraft navigation, communication systems, or air traffic control machines in which case the
failure of the Covered Code could lead to death, personal injury, or severe physical or environmental damage.
9. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE OR ANY
CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF
OR RELATING TO THIS LICENSE OR YOUR USE OR INABILITY TO USE THE COVERED CODE, OR ANY PORTION THEREOF,
WHETHER UNDER A THEORY OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCTS LIABILITY OR
OTHERWISE, EVEN IF APPLE OR SUCH CONTRIBUTOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES
AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. SOME JURISDICTIONS DO NOT
ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT
APPLY TO YOU. In no event shall Apple's total liability to You for all damages (other than as may be required by applicable
law) under this License exceed the amount of fifty dollars ($50.00).
10. Trademarks. This License does not grant any rights to use the trademarks or trade names "Apple", "Apple Computer",
"Mac", "Mac OS", "QuickTime", "QuickTime Streaming Server" or any other trademarks, service marks, logos or trade
names belonging to Apple (collectively "Apple Marks") or to any trademark, service mark, logo or trade name belonging to
any Contributor. You agree not to use any Apple Marks in or as part of the name of products derived from the Original Code
or to endorse or promote products derived from the Original Code other than as expressly permitted by and in strict
compliance at all times with Apple's third party trademark usage guidelines which are posted at http://www.apple.com/
legal/guidelinesfor3rdparties.html.
11. Ownership. Subject to the licenses granted under this License, each Contributor retains all rights, title and interest in
and to any Modifications made by such Contributor. Apple retains all rights, title and interest in and to the Original Code and
any Modifications made by or on behalf of Apple ("Apple Modifications"), and such Apple Modifications will not be
automatically subject to this License. Apple may, at its sole discretion, choose to license such Apple Modifications under this
License, or on different terms from those contained in this License or may choose not to license them at all.
12. Termination.
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12.1 Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate:
(a) automatically without notice from Apple if You fail to comply with any term(s) of this License and fail to cure such
breach within 30 days of becoming aware of such breach;
(b) immediately in the event of the circumstances described in Section 13.5(b); or
(c) automatically without notice from Apple if You, at any time during the term of this License, commence an action for
patent infringement against Apple; provided that Apple did not first commence an action for patent infringement against
You in that instance.
12.2 Effect of Termination. Upon termination, You agree to immediately stop any further use, reproduction, modification,
sublicensing and distribution of the Covered Code. All sublicenses to the Covered Code which have been properly granted
prior to termination shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, should remain in effect
beyond the termination of this License shall survive, including but not limited to Sections 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12.2 and 13. No
party will be liable to any other for compensation, indemnity or damages of any sort solely as a result of terminating this
License in accordance with its terms, and termination of this License will be without prejudice to any other right or remedy
of any party.
13. Miscellaneous.
13.1 Government End Users. The Covered Code is a "commercial item" as defined in FAR 2.101. Government software and
technical data rights in the Covered Code include only those rights customarily provided to the public as defined in this
License. This customary commercial license in technical data and software is provided in accordance with FAR 12.211
(Technical Data) and 12.212 (Computer Software) and, for Department of Defense purchases, DFAR 252.227-7015
(Technical Data -- Commercial Items) and 227.7202-3 (Rights in Commercial Computer Software or Computer Software
Documentation). Accordingly, all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.
13.2 Relationship of Parties. This License will not be construed as creating an agency, partnership, joint venture or any
other form of legal association between or among You, Apple or any Contributor, and You will not represent to the
contrary, whether expressly, by implication, appearance or otherwise.
13.3 Independent Development. Nothing in this License will impair Apple's right to acquire, license, develop, have others
develop for it, market and/or distribute technology or products that perform the same or similar functions as, or otherwise
compete with, Modifications, Larger Works, technology or products that You may develop, produce, market or distribute.
13.4 Waiver; Construction. Failure by Apple or any Contributor to enforce any provision of this License will not be deemed a
waiver of future enforcement of that or any other provision. Any law or regulation which provides that the language of a
contract shall be construed against the drafter will not apply to this License.
13.5 Severability. (a) If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this License, or portion
thereof, to be unenforceable, that provision of the License will be enforced to the maximum extent permissible so as to
effect the economic benefits and intent of the parties, and the remainder of this License will continue in full force and
effect. (b) Notwithstanding the foregoing, if applicable law prohibits or restricts You from fully and/or specifically complying
with Sections 2 and/or 3 or prevents the enforceability of either of those Sections, this License will immediately terminate
and You must immediately discontinue any use of the Covered Code and destroy all copies of it that are in your possession
or control.
13.6 Dispute Resolution. Any litigation or other dispute resolution between You and Apple relating to this License shall take
place in the Northern District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of, and venue in,
the state and federal courts within that District with respect to this License. The application of the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.
13.7 Entire Agreement; Governing Law. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to
the subject matter hereof. This License shall be governed by the laws of the United States and the State of California,
except that body of California law concerning conflicts of law.
Where You are located in the province of Quebec, Canada, the following clause applies: The parties hereby confirm that
they have requested that this License and all related documents be drafted in English.
Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.
EXHIBIT A.
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"Portions Copyright (c) 1999-2003 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.
This file contains Original Code and/or Modifications of Original Code as defined in and that are subject to the Apple Public
Source License Version 2.0 (the 'License'). You may not use this file except in compliance with the License. Please obtain a
copy of the License at http://www.opensource.apple.com/apsl/ and read it before using this file.
The Original Code and all software distributed under the License are distributed on an 'AS IS' basis, WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND APPLE HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING
WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET
ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT. Please see the License for the specific language governing rights and limitations
under the License."

OpenSSL License/Original SSLeay License
LICENSE ISSUES
==============
The OpenSSL toolkit stays under a double license, i.e. both the conditions of
the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.
See below for the actual license texts.
OpenSSL License
--------------/*
*

====================================================================
Copyright (c) 1998-2017 The OpenSSL Project. All rights reserved.

*
*

Redistribution and use in source and binary forms, with or without

*

modification, are permitted provided that the following conditions

*

are met:

*

1.

*

Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*
*

2.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

*

notice, this list of conditions and the following disclaimer in

*

the documentation and/or other materials provided with the

*

distribution.

*
*

3.

All advertising materials mentioning features or use of this

*

software must display the following acknowledgment:

*

"This product includes software developed by the OpenSSL Project

*

for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

*
*

4.

The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to

*

endorse or promote products derived from this software without

*

prior written permission. For written permission, please contact

*

openssl-core@openssl.org.

*
*

5.

Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
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*

nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

*

permission of the OpenSSL Project.

*
*

6.

Redistributions of any form whatsoever must retain the following

*

acknowledgment:

*

"This product includes software developed by the OpenSSL Project

*

for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

*

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY

*

EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

*

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

*

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

*

ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

*

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

*

NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

*

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

*

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

*

STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

*

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

*

OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

*

====================================================================

*
*

This product includes cryptographic software written by Eric Young

*

(eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim

*

Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*
* /
Original SSLeay License
----------------------/*
*

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
All rights reserved.

*
*

This package is an SSL implementation written

*

by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

*

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*
*

This library is free for commercial and non-commercial use as long as

*

the following conditions are aheared to. The following conditions

*

apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

*

lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
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*

included with this distribution is covered by the same copyright terms

*

except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*
*

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in

*

the code are not to be removed.

*

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution

*

as the author of the parts of the library used.

*

This can be in the form of a textual message at program startup or

*

in documentation (online or textual) provided with the package.

*
*

Redistribution and use in source and binary forms, with or without

*

modification, are permitted provided that the following conditions

*

are met:

*

1.

*
*

Redistributions of source code must retain the copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

*

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

*

documentation and/or other materials provided with the distribution.

*

3.

All advertising materials mentioning features or use of this software

*

must display the following acknowledgement:

*

"This product includes cryptographic software written by

*

Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

*

The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library

*

being used are not cryptographic related :-).

*

4.

If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from

*

the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

*

"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

*
*

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND

*

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

*

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

*

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

*

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

*

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

*

OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

*

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

*

LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

*

OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

*

SUCH DAMAGE.

*
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*

The licence and distribution terms for any publically available version or

*

derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be

*

copied and put under another distribution licence

*

[including the GNU Public Licence.]

* /
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