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SYMPHOBIA 使用許諾契約書

1. ライセンスの許諾
本製品を使用する権利（以下「本ライセンス」といいます）はお客様一個人に対して許諾されます。これは、ProjectSAM 社が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）をお客様に販売したという意味ではなく、お客様が楽曲の制作、公演、放送などで本サウン
ド素材を " 使用する"ことを ProjectSAM 社が許可する（＝ライセンスする）という意味です。お客様は本サウンド素材を商用目的の楽曲に使用す
る場合も、追加ライセンス料を ProjectSAM 社へ支払う必要は一切ありません。

お客様は、1ライセンスにつき、最高 2 台までのコンピュータシステムまたはサンプラーへ本製品をインストールして使用することが許諾されます。
但しこの場合、お客様がこれら2 台のコンピュータシステム／サンプラーの唯一の使用者であることが条件となります。

本製品の「教育目的用ライセンス（＝EDUCATIONAL LICENSE）」を購入された方は、本契約書とは別の教育目的用ライセンス専用の使用許諾契
約書が適用となります。

2. 所有権／著作権
本製品に収録されているデジタル録音されたサウンド素材及びプログラムの所有権／著作権はすべて ProjectSAM 社が留保しています。

3. 責任
本製品（付属しているソフトウェアを含みます）はお客様の責任においてご使用ください。如何なる理由があろうとも、本製品の使用に起因する直接
的および間接的な損失に対して ProjectSAM 社及びその代理店は一切の責任を負いません。

4. 契約期間／契約解除
本本契約は、本製品のパッケージが開封された時点から有効となります。本契約は、契約が解除されるまでその効力を発揮します。お客様が本契約
の条項や条件に違反した場合、本契約は解除されます。本契約が解除された場合、お客様は本製品のコピー及びコンテンツのすべてを ProjectSAM
社に返却しなければならず、その費用はすべてお客様が負担するものとします。

また、契約解除の理由によっては、お客様は ProjectSAM 社へ本製品および本製品シリアルナンバーの複製や違法な公開を防止すべくお客様が
最善を尽くした事を証明する関連資料や書類の提示をしなければならない場合があります。例えば本製品が盗まれた（もしくは本製品のサウンド素
材をインストールしているコンピュータが盗まれた）という場合など、お客様は警察へすぐに被害届を出し、届出をしたという証拠を ProjectSAM
社に提出しなければなりません。これは、盗まれた製品またはそのシリアルナンバーの不正コピー／不正使用による被害・損害から、お客様並びに
ProjectSAM 社を守る為に必要な手続きとなります。

5. 保証の放棄
本ライセンスは、お客様が ProjectSAM 社へ直接連絡をとり書面による許可をもらっている場合を除き、第三者へ譲渡することはできません。お
客様が ProjectSAM 社へ直接ライセンスの譲渡を打診する際は、譲渡理由に加え、オリジナル・ユーザーであるお客様自身の情報と、譲渡する第
三者の情報を提出する必要があります。

6. 不正使用
ProjectSAM 社は本製品が不正に使用されていないか常に監視しています。不正コピー及び著作権侵害は該当する法律の下において厳重な処罰の
対象となります。お客様は、本契約書の諸条項に従って本製品をご使用くださいますようお願い致します。

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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PROJECTSAM SYMPHOBIA PRODUCT LICENSE AGREEMENT

By installing the SYMPHOBIA LIBRARY CONTENT you accept the following product license agreement:

1. LICENSE GRANT: COMMERCIAL LICENSE
This paragraph applies to users who purchased a commercial license for this product.

The license to use this product is granted to a single user only. All sounds and samples in this product are licensed, not sold, 
to you by ProjectSAM, for COMMERCIAL USE in music production, public performance, broadcast or similar use. ProjectSAM 
allows you to use any of the sounds and samples in commercial recordings without paying any additional license fees. One 
commercial license allows you to install and activate this product on a MAXIMUM OF 2 (TWO) computer systems or samplers, 
as long as you are the sole user of these systems or samplers.

2. RIGHTS
ProjectSAM always keeps ownership and copyright of the digitally recorded sounds and programs included in this product.

3. RESPONSIBILITY
Using this product and any supplied software is at the licensee’s own risk. ProjectSAM holds no responsibility for any direct of 
indirectloss arising from the use of this product in whatever form.

4. TERMS & TERMINATION
This license agreement is effective from the moment the Symphobia box is opened. The license will remain in full effect until 
termination. The license is terminated if you break any of the terms or conditions of this agreement. Upon termination you 
agree to return to ProjectSAM all copies and contents of this product at your own cost. Upon first request of ProjectSAM you 
shall send all relevant documentation evidencing that you have done your utmost to prevent illegitimate making available to the 
public and duplication of the Serial and/or Product. For instance, if the product that you have installed has been stolen (or your 
computer containing our Sample Libraries), you shall have to file a police report and send us such evidence as soon as possible, 
this to protect you and ProjectSAM against any unauthorized copies that could be based upon your Serial or Product.

5. LICENSE TRANSFER
Product licenses can only be transferred legally from the original user to another user by directly contacting ProjectSAM. To 
process the license transfer ProjectSAM requires the licensee information of both the original user and the new user.

6. VIOLATION
ProjectSAM constantly monitors the use its products and will prosecute all piracy and copyright violations to the fullest extent 
of the law. Please respect these terms so that we can use our time developing new sounds for you in the near future!


