
 

wiremo アプリ使用許諾契約書 

 

「wiremo アプリ使用許諾契約書」（以下「本契約」といいます）は、wiremo アプリケーシ

ョン（以下「本アプリ」といいます）の使用に関し、ご利用者様と美和ロック株式会社

（以下「当社」といいます）との間で締結される契約です。ご利用者様は、本アプリをイ

ンストール、複製、使用することによって、本契約のすべての条件に同意されたことにな

ります。なお、ご利用者様が本アプリの使用を開始した時点をもって、本契約は効力を生

じるものとします。また、ご利用者様が未成年の場合は、保護者の同意を得たうえで本ア

プリをご使用ください。 

 

（定義および目的） 

第 １ 条 本契約において用いる用語の定義は次のとおりとします。 

（１）「本アプリ」とは、当社指定の対象製品において、wiremo サービスを利用いただ

くことを目的（以下「本目的」といいます）として、当社がご利用者様に提供す

るアプリケーションプログラムをいいます。 

 （２）「対象製品」とは、以下機器のことをいいます。(2016 年 12 月 現在) 

    ①iEL Raccess 

    ②iEL Nontouch 

    ③iEL FeliCa 

    ④iEL Touch Key 

    ⑤iEL Zero 

    ⑥DECT 電源盤 

    ⑦DECT 操作盤 

    ⑧DECT 制御ボックス 

 （３）「wiremo サービス」とは、第 1条(2)の機器に加え、当社が運営する管理サーバー

を介してご利用者様の住戸における鍵管理サービスのことをいいます。 

尚、本サービスは上記①～⑤と⑥、もしくは⑦の組み合わせによって構成される標

準的な当社 iEL 電気錠システムが、⑧DECT 制御ボックスを介してインターネットに

接続することで実現されるものです。 

 

（使用環境） 

第 ２ 条 ご利用者様は、当社が提供する wiremo サービスを利用するためには、当社と

の間で wiremo アプリ使用許諾契約する必要があります。またその利用にあたり、当社

が指定するアプリケーションのインストールが必要となります。 

２．本目的を達成するために必要なスマートフォン（あるいはモバイルハードウェア）、

SIM カード、メモリーカードその他必要な付属品や契約等は、ご利用者様の責任におい



 

てご準備いただき、または手続等を実施いただくものとします。 

３．スマートフォン（あるいはモバイルハードウェア）の機種・ＯＳバージョンまたは本

アプリのバージョン等により、本サービスの一部が利用できない場合があります。ご利

用者様は、事前にこれらの事項(推奨環境)を確認いただくものとし、本サービスが利用

できない場合でも、当社が責任を負うものではございません。 

 

（使用許諾） 

第 ３ 条 当社は、ご利用者様に対し、本契約に従い、本アプリを推奨環境において本目

的の範囲内に限り使用することのできる、非独占的、再許諾不可能かつ譲渡不能な権利

を許諾します。また、複数のスマートフォン（あるいはモバイルハードウェア）上で本

アプリを使用する場合は、同時に使用しない場合であっても、使用するスマートフォン

（あるいはモバイルハードウェア）にインストールされているオペレーティングシステ

ムと同数の使用許諾を必要とします。 

 

（使用料金） 

第 ４ 条 本アプリの使用料金は、ご入居物件ごとに設定され、当社は関知しないものと 

 します。 

２．ご利用者様は、本アプリの使用料金を、各ご入居物件の定める方法により支払うもの 

 とします。 

 

（著作権等の取扱い） 

第 ５ 条 本アプリにかかる著作権、特許権、商標権、ノウハウおよびその他のすべての

知的財産権（以下「著作権等」といいます）は、当社（または当社にこれを許諾した第

三者）に帰属します。なお、本契約に基づくご利用者様への本アプリの使用許諾は、ご

利用者様に対する何らの権利移転等を意味するものではありません。 

 

（本アプリの変更および削除） 

第 ６ 条 当社は、ご利用者様へ事前に通知することなく、本アプリの内容を変更するこ

とができます。本アプリの内容の変更後もご利用者様は本アプリを使用することができ

ますが、ソフトウェア更新等所定の操作を行なっていただくことがあります。 

２．ご利用者様は本アプリをアンインストールすることができますが、本アプリのアンイ

ンストールがご入居物件のオーナーもしくは管理会社との契約条件に影響するものでは

ありません。ご入居物件の契約条件変更に関しては、ご利用者様の責任において、各ご

入居物件の手続に従ってください。 

 

（本契約の変更および終了） 



 

第 ７ 条 当社は、ご利用者様へ事前に通知することなく、本契約を変更または終了させ

ることができます。この場合、当社は、本契約の変更または終了の旨を当社ホームペー

ジに掲載し、またはこれと同等の方法によりご利用者様に対して公表・周知するものと

し、当社が別に定めない限り、これらの方法による公表・周知を開始した時点をもって

本契約は変更され、または終了するものとします。 

２．本契約が終了した場合には、ご利用者様はいかなる理由においても本アプリを使用す

ることはできません。この場合、ご利用者様は、本アプリの使用を直ちに中止するとと

もに、当社の指示に従い必要な措置を講じるものとします。 

３．ご利用者様は、いかなる理由によるものであれ、本契約の終了に起因して、当社に対

し損害賠償、補償金その他の支払いを求めることはできません。 

４．第 5条、本条、第 9条乃至第 12 条および第 14 条に規定の内容については、本契約が

終了した後も有効に存続するものとします。 

 

（当社が提供する wiremo に関する機能） 

第 ８ 条 本アプリを用いて当社電気錠の以下操作が行なえます。 

 ・電気錠の施解錠状態取得、状態表示 

 ・扉の開扉、閉扉状態取得、状態表示 

 ・電気錠の施錠操作 

 ・電気錠の解錠操作(宅内モードのみ) 

 ・帰宅外出通知 

 ・各種状態のメール通知など 

※外出先からの操作については、サーバーアカウントの設定が必要です。設定方法につい

ては、取扱説明書を参照してください。 

２．当社との間で使用許諾契約を締結されたご利用者様は、本機能を利用することができ

ます。 

３．本アプリの設定を行なっていても、対象製品の電源が入っていない、電池残量不足、

エリア圏外等のため、正常に動作できないことがあります。 

４．本アプリをアンインストールされた場合、再度本アプリをインストールして、各種設

定を行なう必要があります。 

５.前各項に記載する機能および操作は、当社が提供する wiremo サービスにおいて利用可

能なものであり、当社は、他会社が提供するサービスにおいても利用可能であることを

保証するものではありません。 

 

（禁止事項） 

第 ９ 条 ご利用者様は、本アプリを本目的以外のために使用してはならないものとしま

す。 



 

２．ご利用者様は、本アプリの全部または一部を、複製、改変もしくは変換し、またはリ

バースエンジニアリング（主に、内容を解析して人間が読み取り可能な形に改変、又は

変換することを指します）、逆コンパイル、逆アセンブルその他分析・解析行為をする

ことはできません。 

３．ご利用者様は、本アプリの全部または一部を、有償または無償を問わず第三者に販

売、頒布、送信可能化、公衆送信、貸与、譲渡、使用許諾その他の処分をすることはで

きません。 

４．ご利用者様は、本アプリの著作権表示またはその他の権利表示を削除したり、変更し

たりすることはできません。 また、本アプリを当社、他社もしくは第三者の知的財産

権もしくはその他の権利を侵害し、または利益を損なう態様で使用することはできませ

ん。 

５．ご利用者様は、本アプリを本契約に基づき個人的かつ非商業的な目的に限り使用する

ことができるものとし、当社が承諾した場合を除き、営利目的のために使用することは

できません。 

６．ご利用者様は、本アプリを公序良俗に反する行為その他法令等に違反する行為に使用

することはできません。 

 

 

（責任制限） 

第 10 条 本アプリの使用は、ご利用者様自身の責任において行なうものとします。 

２．当社は、ご利用者様に対し、第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないこ

と、および本アプリの不具合等がないことを保証するものではありません。また、ご利

用者様が本アプリを使用したことまたは使用できなかったことに起因してご利用者様ま

たは第三者が被った直接的または間接的な損害（スマートフォン(通信機器)、アプリ等

の破損を含む）について、当社に故意または重過失がある場合を除き、一切責任を負い

ません。 

３．前項に基づき当社が責任を負う場合、当社がご利用者様または第三者に対して負担す

る責任の総額は、損害が生じる直前の 1年間に本契約のもとでご利用者様が実際に支払

われた使用料の 100％を上限とします。 

４．当社は、ご利用者様が第三者に本アプリを使用させることにより、ご利用者様または

第三者が被った損害について、一切責任を負いません。 

５．当社は、本アプリからアクセスすることができるウェブサイト上に掲載される各種情

報をご利用者様が取得・利用したことまたは取得・利用できなかったことによりお客様

が被った損害について、一切責任を負いません。 

６．当社は、システムの保守・点検を行なう場合、システムの障害等により本アプリの各

機能の提供ができなくなった場合、または当社が運用上もしくは技術上やむを得ず本ア



 

プリの各機能の一時中止が必要であると判断した場合には、ご利用者様に事前に通知す

ることなく、本アプリの各機能の全部または一部の提供を中止することがあり、これら

の場合によりご利用者様が被った損害について、一切責任を負いません。 

 

（損害賠償等） 

第 11 条 ご利用者様が本契約に違反した場合は、当社は、本契約に基づくご利用者様へ

の使用許諾を撤回し、本契約を終了させることができます。また、ご利用者様による本

契約の違反に起因して当社または他社が損害を被った場合、当社または他社は、当該損

害の賠償をご利用者様に請求することができるものとします。 

 

（各種データ・情報の取得と利用） 

第 12 条 当社は、ご利用者様による本アプリ使用時の操作履歴データ、ユーザＩＤ、対

象製品にかかる受信機ＩＤ等、情報の取扱いについては、当社が定める「個人情報保護

方針（プライバシーポリシー）」その他これと同等の内容を定める規定に従います。 

２．制御ボックスは、制御ボックスの性能向上、機能安定性等を担保するために、定期的

にログ（サーバーと制御ボックス間の通信エラー発生状況、制御ボックスと接続された

スマートフォン間の通信エラー発生状況、メモリーの使用状況等）を取得します。 

ご利用者様は、制御ボックスを使用することをもって、上記ログを制御ボックスが収集

することについて承諾したものとみなします。 

当該収集されるログにはお客様の個人情報、あるいは個人を特定する情報は含まれませ

ん。 

 

（通信の利用） 

第 13 条 本アプリの使用にあたっては、通信を利用して各種情報を送受信することがあ

り、それにともない発生する通信料はご利用者様に負担いただきます。なお、本アプリ

において通信を利用する場合の通信料は高額になる可能性があるため、ご利用者様が電

気通信回線を契約している電気通信事業者の定額制通信サービスへ加入されることを強

くお勧めします。定額制通信サービスに加入されずに多額の通信料が発生した場合で

も、当社は一切責任を負いません。定額制通信サービスへの加入方法・通信料等につい

ては、ご利用の電気通信事業者にお問い合わせください。 

 

（その他の事項） 

第 14 条 ご利用者様は、本アプリを国外に持ち出す等、日本国および諸外国の輸出入関

連法規類の適用を受ける場合には、これを遵守するものとし、当該輸出入関連法規類に

違反した行為により生じるいかなる問題についても、ご利用者様自身の責任でこれを解

決するものとします。 



 

２．ご利用者様は、本契約上の地位の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、また

は担保に供してはなりません。 

３．本契約は、日本国の法令を準拠法とします。また、本契約に関連する一切の紛争は、

東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとしま

す。 

４．本契約の一部が準拠法に抵触し、または裁判の判決等により無効や違法とされた場合

であっても、他の規定は影響を受けることなく効力を有するものとします。 

 

 



本製品は当社が権利を有するソフトウェアのほかにオープンソースソフトウェアを利⽤していま
す。本製品に利⽤されているオープンソースソフトウェアに関する情報は下記の通りです。 
 
情報掲載日：2017 年 03 月 22 日 
 



Android 
 
Simple XML 
Version 2.7.1 
Licensed under the Apache License 
https://github.com/ngallagher/simplexml 
 
License page: 
https://github.com/ngallagher/simplexml/blob/master/LICENSE.txt 
 
                                 Apache License 
                           Version 2.0, January 2004 
                        http://www.apache.org/licenses/ 
 
   TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 
 
   1. Definitions. 
 
      "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, 
      and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this 
document. 
 
      "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by 
      the copyright owner that is granting the License. 
 
      "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all 
      other entities that control, are controlled by, or are under common 
      control with that entity. For the purposes of this definition, 
      "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the 
      direction or management of such entity, whether by contract or 
      otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the 
      outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. 
 
      "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity 
      exercising permissions granted by this License. 
 
      "Source" form shall mean the preferred form for making 
modifications, including but not limited to software source code, 
documentation source, and configuration files. 
 
      "Object" form shall mean any form resulting from mechanical 
      transformation or translation of a Source form, including but 
      not limited to compiled object code, generated documentation, 
      and conversions to other media types. 
 
      "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or 
      Object form, made available under the License, as indicated by a 
      copyright notice that is included in or attached to the work 
      (an example is provided in the Appendix below). 
 
      "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object 
      form, that is based on (or derived from) the Work and for which the 



      editorial revisions, annotations, elaborations, or other 
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For 
the purposes of this License, Derivative Works shall not include works 
that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the 
interfaces of, the Work and Derivative Works thereof. 
 
      "Contribution" shall mean any work of authorship, including 
      the original version of the Work and any modifications or additions 
      to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally 
      submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright 
owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf 
of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" 
      means any form of electronic, verbal, or written communication sent 
      to the Licensor or its representatives, including but not limited 
to communication on electronic mailing lists, source code control systems, 
      and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, 
the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but 
      excluding communication that is conspicuously marked or otherwise 
      designated in writing by the copyright owner as "Not a 
Contribution." 
 
      "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal 
Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and 
      subsequently incorporated within the Work. 
 
   2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of 
      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, 
      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 
      copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, 
      publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the 
      Work and such Derivative Works in Source or Object form. 
 
   3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of 
      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, 
      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 
      (except as stated in this section) patent license to make, have 
made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, 
      where such license applies only to those patent claims licensable 
      by such Contributor that are necessarily infringed by their 
      Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) 
      with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You 
      institute patent litigation against any entity (including a 
      cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work 
      or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct 
      or contributory patent infringement, then any patent licenses 
      granted to You under this License for that Work shall terminate 
      as of the date such litigation is filed. 
 
   4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the 
      Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without 
      modifications, and in Source or Object form, provided that You 
      meet the following conditions: 
 



      (a) You must give any other recipients of the Work or 
          Derivative Works a copy of this License; and 
 
      (b) You must cause any modified files to carry prominent notices 
          stating that You changed the files; and 
 
      (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works 
          that You distribute, all copyright, patent, trademark, and 
          attribution notices from the Source form of the Work, 
          excluding those notices that do not pertain to any part of 
          the Derivative Works; and 
 
      (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its 
          distribution, then any Derivative Works that You distribute 
must include a readable copy of the attribution notices contained 
          within such NOTICE file, excluding those notices that do not 
          pertain to any part of the Derivative Works, in at least one 
          of the following places: within a NOTICE text file distributed 
          as part of the Derivative Works; within the Source form or 
          documentation, if provided along with the Derivative Works; or, 
          within a display generated by the Derivative Works, if and 
          wherever such third-party notices normally appear. The contents 
          of the NOTICE file are for informational purposes only and 
          do not modify the License. You may add Your own attribution 
          notices within Derivative Works that You distribute, alongside 
          or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided 
          that such additional attribution notices cannot be construed 
          as modifying the License. 
 
      You may add Your own copyright statement to Your modifications and 
      may provide additional or different license terms and conditions 
      for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or 
      for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, 
      reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with 
      the conditions stated in this License. 
 
   5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, 
      any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work 
      by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of 
      this License, without any additional terms or conditions. 
      Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify 
      the terms of any separate license agreement you may have executed 
      with Licensor regarding such Contributions. 
 
   6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade 
      names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, 
      except as required for reasonable and customary use in describing 
the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 
 
   7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or 
      agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each 
      Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, 
      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or 



      implied, including, without limitation, any warranties or 
conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A 
      PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the 
      appropriateness of using or redistributing the Work and assume any 
      risks associated with Your exercise of permissions under this 
License. 
 
   8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, 
      whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, 
      unless required by applicable law (such as deliberate and grossly 
      negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be 
      liable to You for damages, including any direct, indirect, special, 
      incidental, or consequential damages of any character arising as a 
      result of this License or out of the use or inability to use the 
      Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, 
      work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all 
      other commercial damages or losses), even if such Contributor 
      has been advised of the possibility of such damages. 
 
   9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing 
      the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, 
      and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, 
      or other liability obligations and/or rights consistent with this 
      License. However, in accepting such obligations, You may act only 
      on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf 
      of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, 
      defend, and hold each Contributor harmless for any liability 
      incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason 
      of your accepting any such warranty or additional liability. 
 
   END OF TERMS AND CONDITIONS 
 
   APPENDIX: How to apply the Apache License to your work. 
 
      To apply the Apache License to your work, attach the following 
      boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" 
      replaced with your own identifying information. (Don't include 
      the brackets!)  The text should be enclosed in the appropriate 
      comment syntax for the file format. We also recommend that a 
      file or class name and description of purpose be included on the 
      same "printed page" as the copyright notice for easier 
      identification within third-party archives. 
 
   Copyright [yyyy] [name of copyright owner] 
 
   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 
   you may not use this file except in compliance with the License. 
   You may obtain a copy of the License at 
 
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
 
   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 
   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 



   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or 
implied. 
   See the License for the specific language governing permissions and 
   limitations under the License. 
 
 
 
 
 



iOS 
 
Reachability 
https://github.com/tonymillion/Reachability 
 
License Page: 
https://github.com/tonymillion/Reachability/blob/master/LICENCE.txt#L14 

Copyright (c) 2011-2013, Tony Million. 
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. 
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "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 COPYRIGHT HOLDER 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. 
 
 
AFNetworking 
https://github.com/AFNetworking/AFNetworking 
 
License Page: 
https://github.com/AFNetworking/AFNetworking/blob/master/LICENSE 

Copyright (c) 2011-2016 Alamofire Software Foundation 
(http://alamofire.org/) 
 
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a 
copy of this software and associated documentation files (the "Software"), 
to deal in the Software without restriction, including without limitation 
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, 
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the 
Software is furnished to do so, subject to the following conditions: 
 
The above copyright notice and this permission notice shall be included 
in all copies or substantial portions of the Software. 



 
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS 
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF ERCHANTABILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL 
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR 
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, 
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR 
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 
 
 
MagicalRecord 
Version 2.3 
https://github.com/magicalpanda/MagicalRecord 
 
License Page: 
https://github.com/magicalpanda/MagicalRecord/blob/master/LICENSE 

Copyright (c) 2010-2015, Magical Panda Software, LLC 
 
 Permission is hereby granted, free of charge, to any person 
 obtaining a copy of this software and associated documentation 
 files (the "Software"), to deal in the Software without 
 restriction, including without limitation the rights to use, 
 copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell 
 copies of the Software, and to permit persons to whom the 
 Software is furnished to do so, subject to the following 
 conditions: 
  
 * Link to the MagicalRecord Repository at 
https://github.com/magicalpanda/MagicalRecord in the credits section of 
your application 
 
 The above copyright notice and this permission notice shall be 
 included in all copies or substantial portions of the Software. 
 
 This software license is in accordance with the standard MIT License. 
  
 THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
 EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES 
 OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
 NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT 
 HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 
 WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING 
 FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR 
 OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 
 
 
 
 



CocoaAsyncSocket 
Version 6.0 
https://github.com/robbiehanson/CocoaAsyncSocket 
 
License: Public Domain License 
https://github.com/robbiehanson/CocoaAsyncSocket/wiki/License 
 
 
SVProgressHUD 
https://github.com/SVProgressHUD/SVProgressHUD 
 
License Page: 
https://github.com/SVProgressHUD/SVProgressHUD/blob/master/LICENSE.txt 

Copyright (c) 2011-2017 Sam Vermette, Tobias Tiemerding and contributors. 
 
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a 
copy of this software and associated documentation files (the "Software"), 
to deal in the Software without restriction, including without limitation 
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, 
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the 
Software is furnished to do so, subject to the following conditions: 
 
The above copyright notice and this permission notice shall be included 
in all copies or substantial portions of the Software. 
 
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS 
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF ERCHANTABILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL 
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR 
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, 
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR 
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 
 
A different license may apply to other resources included in this package, 
including Freepik Icons. Please consult their respective headers for the 
terms of their individual licenses. 
 
 


