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LA Scoring Strings 使用許諾契約書
本エンドユーザー使用許諾契約書（以下「本契約書」といいます）は、Andrew Keresztes Inc.（以下 「オーナー」といいます）が開発した 「LA Scoring Strings サウンド
ライブラリ」( 以下「本製品」といいます ) のエンドユーザーとなるお客様（以下「ライセンシー」といいます）が本製品を使用する際の条件を定めた契約書になります。

本製品をコンピュータにインストールしてエンドユーザーとしてレジストレーションを行うことにより、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ので、本製品
をインストールされる前に、以下の本契約書の内容を必ずお読み下さい。

本契約書は、本製品をインストール／レジストレーションされる際にお客様が同意する「Native Instruments License Agreement（Native Instruments 使用許諾契約
書）」に付属します。万が一、本契約書あるいは Native Instruments 使用許諾契約書の内容に、無効または法的強制力のない部分が存在したとしても、本契約書あるいは
Native Instruments 使用許諾契約書のいずれの有効性にも影響しないものとします。

1.  本製品、本製品に収録されているサウンド、パッチ・プログラミング及び関連スクリプトは、オーナーの財産であり著作物です。ライセンシーには、それらの使用が許諾
されるだけであり、売り渡されたわけではありません。

2.  本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」といいます）を使用する権利（以下「本ライセンス」といいます）はライセンシーに対してのみ許諾され、
ライセンシーはたとえ如何なる理由があろうともオーナーの書面による許可なく本ライセンスを譲渡することはできません。

3.  ライセンシーは、第三者やライセンシーの従業員が本製品ソフトウェアや本サウンド素材にアクセスできないようにする事、および本製品ソフトウェアや本サウンド素材
の一部または全体をコピーできないようにする事、またはそのような機会を与えないようにしなくてはなりません。ライセンシーは、本製品及び関連プログラムをライセ
ンシー以外が使用してしまったこと、或いはライセンシー以外が使用しないよう十分に配慮しなかった結果により生じた損失・損害（オーナーが被った事後損失を含みます）
に関して、オーナーに対して法的責任を負うものとします。

4.  本契約書において、本サウンド素材及びソフトウェア、並びにその改変版の一部または全部を、再販売、再ライセンスするなど、配布する行為の一切を固く禁止します。従っ
て、ライセンシーが本サウンド素材及びソフトウェアの一部または全部を第三者へ譲渡、リース、貸与、賃貸、送信すること、データベース／サーバーへのアップロードも
しくはデータベース／サーバーからダウンロードを可能にすること、本製品の競合製品に使用することは固く禁止されます。

5.  ライセンシーは、商用／非商用を問わず、オリジナル楽曲を制作する用途に本製品を使用することができます。

6.  ゲームのサウンドトラック、ゲーム機、玩具への用途を含みますがそれを限りとせず、オーナーから別途事前に書面による許諾を得ている場合を除き、効果音のような楽
曲とは言えない " 単独のサウンド素材となりえる状態 " のサウンド制作に本サウンド素材を使用することはできません。

7.  本契約書の他条項において定められている条件にかかわらず、オーナーによって NFR（Not For Resale）／非売品として提供された製品、または NFR ／非売品と表記
されている製品については、本製品のデモンストレーション、検証、評価する用途にのみ使用できるものとし、再販売または譲渡することはできませんし、本製品のアッ
プデートやアップグレードを受ける資格を持つ製品として使用することはできません。

8.  本製品の使用によりライセンシーのハードウェアまたはソフトウェアが被った損失・損害に対して、オーナーは一切の責任を負いません。本製品並びに本製品に関連する
ソフトウェアを使用することに対する責任とリスクはすべてライセンシーが負うものとします。

 本製品を購入することにより、ライセンシーは本製品を2 台のコンピュータにインストールして使用してもよいシングルライセンスを取得します。ライセンシーは、バックアッ
プを目的とする場合に限り、本製品 CD/DVD の複製を 1 つだけ作成することができます。オーナーから事前に書面による許諾を得ること無しに、本契約書で許諾され
ている以外に本製品の一部または全部を利用すること（本製品あるいは本サウンド素材を譲渡、売買、貸与、賃貸、再製造、再配布、転売する行為を含みます）は固く
禁じられています。

 ライセンシーが本契約書のいずれかの条項に違反した場合、本契約はオーナーからの通告を必要とせず自動的に終了となります。その場合、契約が終了した時点で、ライ
センシーは本製品及び本サウンド素材（サンプル、アンサンブル、インストゥルメント、プリセットなどの一切を含みます）をライセンシー負担で全て破棄し、破棄した旨
をオーナーに文書で通知することとします。

準拠法：
本契約書に関する訴訟・争議は、アメリカ合衆国カリフォルニア州の法に準拠するものとします。

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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LA Scoring Strings End User License Agreement 

The following information represents the contractual conditions for the use of the LA Scoring Strings sound library developed by Andrew 
Keresztes Inc.(hereinafter called Owner) by you, the final user (hereinafter called the Licensee).

By installing the software on your computer and/or by registration, you are declaring yourself to be in agreement with the contractual 
conditions, so please read the following text carefully.

This agreement is in addition to the Native Instruments License Agreement that you agree to when installing and/or registering the software. 
If any part of LA Scoring Strings' End User License Agreement or Native Instruments' End User Agreement shall be invalid or unenforceable, 
it shall not affect the validity of the balance of either the LA Scoring Strings End User License Agreement or Native Instruments' End User 
License Agreement.

1.  The LA Scoring Strings sound library, sound recordings, patch programming and any related scripts remain the property and intellectual property 
of the Owner. The samples and patches are licensed, not sold to the Licensee.

2.  A right to use the LA Scoring Strings sound samples is granted to the Licensee and is NOT transferable under any circumstances without the 
express written consent by Owner.

3.  The Licensee must ensure that no third party or any of his own employees will have access to the licensed software or sound samples, may copy 
part or all of the licensed software or sound samples, or be given any opportunity to do so. The Licensee bears legal liability towards Owner for 
any loss or damage - including any subsequent losses incurred by Owner- resulting from the Licensee not keeping the LA Scoring Strings and 
associated programs for exclusive use, or not doing so with sufficient assiduity.

4.  This license expressly forbids resale, relicensing, or other distribution in whole or in part of these sound samples and software, or any modification 
thereof throughout the universe. The Licensee cannot assign, lease, lend, rent, upload or download to or from any database or server, or transfer 
any or all of the sound samples and software to another user, or use them in any competitive product.

5.  The Licensee may use the LA Scoring Strings sounds for commercial and non-commercial purposes within musical compositions only.

6.  Use of the sound samples in isolation such as, but not limited to, video game soundtracks, gaming machines, toys (where they appear in isolation 
or as sound effects) is not permitted without first obtaining a separate written License subject to Owner's discretion.

7.  NFR (Not For Resale) products - Notwithstanding other sections of this License Agreement, any products by Owner, labeled or otherwise 
provided to you as a NFR (Not For Resale) copy, may only be used for demonstration, testing and evaluation purposes and may neither be resold 
or transferred, nor used as a product which qualifies you to update or upgrade offers.

8.  Owner assumes no responsibility for any loss or damage to Licensee's hardware or software from use of LA Scoring Strings. The Licensee 
assumes all responsibility and risk in using LA Scoring Strings and its associated software.

 With the purchase of this sound library the Licensee has acquired a single license that allows you to install LA Scoring Strings on two (2) 
computers. You may make one copy of this CD / DVD for backup purposes only. Any other use in whole or in parts (giving, trading, lending, renting, 
re-issuing, re-distribution or re-sale of this product or any of the contained samples) is expressly prohibited, without the prior written permission 
of Owner.

 This license will terminate automatically without notice by Owner if Licensee fails to comply with any provision of this license. Upon termination 
Licensee shall destroy all copies of the samples, ensembles, instruments, presets or other contents of the sound library / sound libraries at 
Licensee's expense and will send a written confirmation of such action.

Choice of Law:
Any dispute or litigation that results from this agreement shall be subject to the laws of the State of California and the United States of America.
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