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License Terms for Rob Papen BLUE powered by RPCX.
The software is provided to the user "as is". Rob Papen and RPCX makes no warranties, either express or implied, with respect to the 
software and associated materials provided to the user, including but not limited to any warranty of fitness for a particular purpose. Rob 
Papen and RPCX does not warrant that the functions contained in the software will meet your requirements, or that the operation of the 
software will be uninterrupted or error-free, or that defects in the software will be corrected. Rob Papen and RPCX does not warrant or make 
any representations regarding the use or the results of the use of the software or any documentation provided therewith in terms of their 
correctness, accuracy, reliability, or otherwise. No information or advice given by Rob Papen and RPCX shall create a warranty or in any way 
increase the scope of this warranty. Rob Papen and RPCX is not liable for any claims or damages whatsoever, including property damage, 
personal injury, intellectual property infringement, loss of profits, or interruption of business, or for any special, consequential or incidental 
damages, however caused. The user is not allowed to distribute the program. Further, the user may not modify, the user may not decompile 
and the user may not debug the software. Sounds provided within the Rob Papen and RPCX software are also licensed to the user "as is" with 
the same terms and the additional term that the user may not copy or sample sounds for distribution use. 

Rob Papen BLUE powered by RPCX 使用許諾契約
Rob Papen BLUE powered by RPCX（以下「本ソフトウェア製品」）をご使用になる前に、以下に記載するライセンス契約書（以下「本契約書」）の諸条件を必ず
お読みください。パッケージを開封された時点で、お客様は本契約書の諸条件に同意したものとみなされます。本契約書に同意できない場合は、パッケージを開封
せず、本製品をご使用にならないで下さい。

本ソフトウェア製品はお客様に " 現状有姿のまま " 提供されます。Rob Papen 氏及び RPCX 社は、お客様に提供した本ソフトウェア製品及び付属資料に関して明
示・黙示の如何を問わず、特定の目的に合致するという保証を含みますがそれを限りとせず一切の保証を致しません。Rob Papen 氏及び RPCX 社は、本ソフトウェ
ア製品に搭載されている機能がお客様の希望に沿う事をお約束致しませんし、本ソフトウェア製品の操作において中断やエラーが全くおきない事、あるいは本ソフ
トウェア製品に存在するかもしれない不具合をすべて解決する事なども一切保証致しません。更に Rob Papen 氏及び RPCX 社は、本ソフトウェア製品及び付随
する資料の使用または使用結果に関して、正確性や精密度、信頼性という意味において、またはそれ以外に対しても如何なる言明を致しませんし保証も致しません。
Rob Papen 氏及び RPCX 社が提供する如何なる情報や助言も、本ソフトウェア製品に対して何らかの保証を付加するものではありませんし、保証の適用範囲を広
げるものではありません。Rob Papen 氏及び RPCX 社は、たとえ原因が何であろうとも、物的損害、人体への損傷、知的財産侵害、利益損失、事業中断などを
含むあらゆる特殊、間接的、偶発的な損害に関する一切の申し立てや損害に対して責任を負いません。本ソフトウェア製品のユーザーが本プログラムを配布する事は
禁止されています。また、本ソフトウェア製品を改変、逆コンパイル、修正することも禁止されています。本ソフトウェア製品に収録されているサウンド素材（以下「本
サウンド素材」）は上記と同条件のもと " 現状有姿のまま " お客様へ提供され、その使用が許諾されます。本サウンド素材の使用における追加条件としては、ユーザー
が配布を目的に本サウンド素材をコピーまたはサンプリングする事は禁止されています。

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（以下「当社」）は、本製品の契約原文（以下「契約原文」）を日本語に翻訳したものである本契約について、翻訳
の完全性を保証するものではありません。もし本契約と契約原文に相違があったときには、契約原文を優先するものとします。また、その様な相違によって損
害が生じたとしても、当社は保障いたしません。契約原文および本契約は、変更することがあります。その場合当社は、本契約の最新版を当社WEB サイトに
て公表するものとします。本契約に関してご質問がある場合、当社 (Fax: 011-222-0707 / Email: licensing@crypton.co.jp) までお問い合わせください。
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