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本 Cinesamples『HOLLYWOODWINDS』ソフトウェア製品（以下、「本製品」といいます）をインストールする前に、以下の使用許諾契約書（以
下「本契約書」といいます）の各条項を必ずお読みください。お客様が本契約書の各条項に同意した場合のみ、本製品をインストールする事が可能と
なり、本製品がインストールされた時点からお客様をエンドユーザーとして本契約書が有効となります（以下、お客様を「エンドユーザー」といいます）。
エンドユーザーが本契約書の条項のいずれかに違反した場合、エンドユーザーが本製品を使用する権利は無効となります。

1 エンドユーザーには、曲のレコーディングにおいて本製品を使用することができる 1 ライセンスが供与されます。1 ライセンスにつきエンドユーザ
ーは、エンドユーザーが個人的に所有するコンピューターであれば 2 台にまで本製品をインストールして使用することができます。また、エンドユー
ザーはこれら 2 台のコンピュータにアクセスして、それぞれにインストールされている本製品を同時に使用してもよいものとします。本製品およびそ
こに収録されているサウンド素材は Cinesamples の著作物です。エンドユーザーには単にそれらを " 使用する権利 " が許諾されるだけであり、その
他の権利はすべて Ciensamples が留保しています。また、本サウンド素材に採用されている特定のスクリプト技術に対して Cinesamples が特許を
取得している場合があります。

本製品の一部または全体を、いかなる形態であっても再製造または再販売してはなりません。また、本製品の一部または全体を、いかなる方法または
デバイスを介してであっても Ciensamples または Cinesamples 公認のディーラー以外が配布することは認められておりません。エンドユーザーは、
本製品のライセンスを第三者に譲渡することはできません。エンドユーザーは自己の責任をもって本契約書に従う事とし、本契約書に従うことに対す
るリスクを負う事とします。

Ciensamples は、本製品の使用または誤使用により生じた損害や損失に対して、如何なる理由があろうとも一切の責任を負いません。本契約書の違
反行為や著作権侵害行為に対しては、法の及ぶ最大限の範囲において直ちに訴追いたします。Cinesamples はあらゆる国／あらゆる言語でそのよう
な行為がないかを常に監視しております。本契約書の条項を守っていただくことにより、Ciensamples はこれからもご期待に沿える製品を作り続け
る事をお約束いたします。万が一、違反行為を発見した場合は、Cinesamples カスタマーサポート（admin@cinesamples.com）または本製品の
正規販売代理店までご連絡ください。

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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Please carefully read the following terms which detail the license agreement. To install this library you must agree to the 
following terms which will become active immediately upon installation. Your license will be terminated upon violation of any of 
the conditions of the following agreement.

User is provided with a singular commercial license for use in commercial recordings. This license entitles this one individual to 
install and use HOLLYWOODWINDS on up to two computers provided they are the sole owner of these devices. Cinesamples 
also grants the user access to simultaneously use the provided library on any of these two systems at one time. Remember that 
this library and its contents will remain, at all times, the copyrighted property of Cinesamples and that this library is only licensed 
to the said user. Certain scripting techniques used in this library may be protected by patents in this company’s name.

In no situation may any of the content of this library be resold or repackaged in ANY form. This library may not be distributed by 
any method or device other then Cinesamples or an authorized Cinesamples dealer. This license may not be transferred to any 
other user. It is the sole responsibility and risk of the user to engage in this license agreement.

Cinesamples will not be responsible for any damages or losses caused by the use or misuse of this library in any form. All 
violations or acts of piracy will be swiftly prosecuted to the fullest extent of the law. Allies of our company are everywhere, 
speak every language, and constantly monitor all channels of distribution. Help us help you! By agreeing to these terms we 
promise to continue to release future reasonably priced, niche libraries. If you have witnessed any violation of these terms please 
contact customer support at: admin@cinesamples.com


