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CFA-SOUND 社使用許諾契約書

本ソフトウェア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」という）の各条項を必ずお読みください。
本ソフトウェアをインストールした時点で、お客様は本契約書の各条項に同意されたものとみなされます。

本ソフトウェアを購入し、本契約に同意することにより、お客様には個人的、かつ排他的なライセンスが許諾されます。お客
様個人のコンピュータであることを条件に、お客様は本ソフトウェアをコンピュータにインストール、または別のコンピュータに
移動する限定的なライセンスが許諾されます。本ソフトウェアのライセンスは第三者に譲渡することはできません。本ソフトウェ
アは、商用、および非商用の目的で使用することができます。

著作権

本ソフトウェア（本ソフトウェアに組み込まれている画像、写真、オーディオ、ビデオ、アニメーション、テキストを含みますが、
それに限りません）及び本契約書に基づいて作成される本ソフトウェアのコピーに付随している全ての著作権および知的財産権
は、CFA-SOUND 社が所有しています。本ソフトウェアは、国際条約に定められたドイツの著作権法およびに条例によって保
護されています。

制限事項

お客様が本ソフトウェアを譲渡、改変、賃貸、リース、担保、転売、頒布、ネットワーク上に格納する、あるいは電子的に転
送や配信することは禁止されています。また、お客様が本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブ
ルすること、その他本ソフトウェアのソースコードの解析を試みる行為は禁止されています。

保証の否認

本ソフトウェアは現状有姿のまま提供され、一切の保証はされておりません。本ソフトウェアおよび付属書類を使用すること
により起こりうるリスクに対する責任はすべてエンドユーザーにあるものとします。CFA-SOUND 社は、適用法が許す最大限
の範囲内において、明示・黙示の如何にかかわらず、また、商品性あるいは特定の目的への適合性に関する黙示保証を含みま
すがそれを限りとせず、本ソフトウェア並びに付属しているハードウェアに関しての一切の保証を放棄します。

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: mpsales@crypton.co.jp) までお問い合わせください。



©クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

CFA-SOUND 社 共通
エンドユーザー使用許諾契約書 2/2

LICENSE AGREEMENT

By installing the software you agree to all terms and conditions as listed below. If you do not agree with all 
terms, you have not the right to install and use the software. 

By purchasing the software and agree to the terms, you are granted a personal, nonexclusive and limited 
license to install and use the software on a computer, and/or move the software to another computer, to 
only individual using the software. The license for the software is non-transferable. The software can be 
used for non-commercial, aswell as commercial use.

COPYRIGHT

All title and copyright in and to the software (including images, photographs, audio, video, animations, text) 
and any copies of the software are own and reserved by CFA-Sound. The software is protected by German 
copyright laws and rules laid out within international treaties.

RESTRICTIONS

You may not transfer, modify, rent, lease, distribute or resell the software in any form. You may not reverse 
engineer, decomplie or disassemble the software or any other attempt to access the source code of the 
software.

DISCLAIMER OF WARRANTY

The software is provided "AS IS" and and without warranty of any kind, express or implied. The includes, but 
is not limited to, any warrenties of merchantability and fitness for a particular purpose, with regards to the 
software, and any accompanying hardware The entire risk out of the use of the software remains with the 
user and shall in no way claim the developers responsibilty for damages by the use or abuse of the software.

CONTACT:

CFA-Sound

www.CFA-Sound.com

info@cfa-sound.com


