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ART VISTA PRODUCTIONS ソフトウェア使用許諾契約書

下記は、本製品に収録されているArt Vista Productions 社サンプリング素材（以下「本サウンド素材」といいます）の正規エンドユーザー（以下「ライセンシー」
といいます）が本サウンド素材を使用するにあたっての契約条件を明記した契約書となりますので、ご使用前に必ずお読みください。本製品を開封し、ご使用のコ
ンピュータに本製品をインストールまたは本製品をレジストレーションした時点で、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。本契約書の諸条件
に同意されない場合は、本製品をインストールまたは使用しないでください。

1. 契約対象

本契約書の対象は、本製品 DVDに収録されている楽器のサンプリング素材（＝本サウンド素材）と、それに関連するガイド／説明書です。これらを総称して、以下「本
ライセンス・ソフトウェア」といいます。

2. 使用範囲

Art Vista Productions 社は本契約が終了するまでの期間、ライセンシーに楽曲制作において本ライセンス・ソフトウェアを使用することができる非独占的かつ譲
渡不能の権利（＝ライセンス）を許諾します。本契約では、ライセンシーが本ライセンス・ソフトウェアを、ディスクに収録された形のまま、またはそれ以外の形に
置き換えたとしても、再販売、リース、貸与など一切の配布行為を行う事を固く禁止します。また、本ライセンス・ソフトウェアを複数のユーザーがアクセス可能な
コンピュータやサンプラー・ネットワーク上に置くことを禁止します。ただし、各ユーザーが本ライセンス・ソフトウェアにアクセスできるライセンスを獲得している場
合は除きます。ライセンシーは本ライセンス・ソフトウェアを構成しているサウンド素材の如何なる部分をも、単独の形で旋律のないサウンドとして音楽ライブラリに
収録する事はできません。

3. 本ライセンス・ソフトウェアに対するArt Vista Productions 社の権利

本ライセンス・ソフトウェア（＝本製品）は、あらゆる著作権法および国際著作権条約、並びに知的財産法／条約によって保護されています。本ライセンス・ソフトウェ
アを構成しているサウンド素材の所有権、著作権、知的財産権はすべてArt Vista Productions 社並びにHans Adamson 氏が留保しています。

4. 限定保証／免責

準拠法において許されている最大限の範囲において、Art Vista Productions 社は本ライセンス・ソフトウェアに対して、商品性に対する黙示保証、特定の目的へ
の適合性、満足のいく品質の保証、権利所有権、非侵害を含みますがそれを限りとせず、明示あるいは黙示の如何を問わず一切の保証を致しません。

また、準拠法において許されている最大限の範囲において、Art Vista Productions 社、そのサプライヤー、ディーラー、ディストリビュター、並びにそれらの代
理店及び従業員は、本ライセンス・ソフトウェアの使用もしくは使用不能に起因する利益の損失、事業中断、データの損失を含みますがそれを限りとせず、間接的、
必然的、特殊、偶発的な損害すべてに対して、たとえこれら損害の起こる可能性を事前に知らされていたとしても、または第三者からの申し立てがあったとしても、
一切の責任を負いません。

5. 一般条件

(a) 本契約書においてライセンシーに明確に許諾されていない権利はすべてArt Vista Productions 社が留保します。

(b) 本契約は、本契約が解除となるまで有効です。ライセンシーが本契約の条項に違反した場合、本契約は自動的に解除され、違反の内容によっては法的措置がと
られる場合があります。本契約が解除された場合、ライセンシーは所有している本ライセンス・ソフトウェアをコピーも含め全て破棄するものとします。本契約
が解除された場合でも、本契約の条項 3、4、5は継続して効力を発揮します。

(c) 本契約は、これを協定、履行、実行する上で適用されるカリフォルニアの法律に準拠するものとします。本契約に関する論争に対しては、カリフォルニア裁判所（州
および連邦政府）のみが裁判権を持ちます。従って、そのような論争を含むあらゆる訴訟は、ロサンゼルス郡にある裁判所に持ち込まれる事とし、例外は認め
られません。

(d) ライセンシーは、本契約書が契約当事者双方の完全合意のもとに成り立つものであり、本契約の主題に関係する如何なる合意事項にも優先するものであること
に同意するものとします。

(e) ライセンシーは本契約書を読み、理解し、本契約書の諸条件に従うことに同意しているものとみなされます。

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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ART VISTA PRODUCTIONS SOFTWARE LICENSING AGREEMENT

The following information represents the contractual conditions for the use by you, the final user (hereinafter, sometimes referred to as the 
"Licensee") of the Art Vista Productions audio samples on this product. 

By installing the software on your computer, or by registration, you are declaring yourself to be in agreement with the contractual conditions, 
so please read the following text carefully. If you are not in agreement with these conditions, you must not install the software. In this event, 
immediately return the complete production (including all written matter, packaging and software) to the dealer from whom it was originally 
bought. The price you paid will be refunded in full. 

1. Object of the Contract

The object of the contract consists of the sampled musical instruments recorded on the supplied DVD(s) and the relevant usage instructions. 
These are described hereinafter as "Licensed software."

2. Scope of Use

Art Vista Productions grants the Licensee, for the duration of this contract, the nonexclusive, nontransferable license to use the Licensed 
software within musical compositions. This license expressly forbids resale, lease or lending or other distribution of the Licensed software, 
either as it exists on these discs or any modification thereof. You may not place the Licensed software in a computer/sampler network to be 
accessed by multiple users unless you have acquired a license for each separate computer having access to the Licensed software. Licensee 
may not use any of the samples comprising the Licensed software by themselves in a soloed, non-melodic context in a music library.

3. Art Vista Productions' Rights over the Licensed Software

The Licensed software product is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws 
and treaties. The sounds and samples comprising the Licensed software and the copyright and all other intellectual property rights thereto 
remain the property of Hans Adamson and Art Vista Productions.

4. Limited Warranty/Limitation of Liability

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ART VISTA PRODUCTIONS DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND 
CONDITIONS, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE, WARRANTIES OF SATISFACTORY QUALITY, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT, WITH REGARD TO THE 
LICENSED SOFTWARE. 

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, NEITHER ART VISTA PRODUCTIONS, ITS SUPPLIERS, DEALERS, DISTRIBUTORS, NOR 
THE AGENTS OR EMPLOYEES OF THE FOREGOING WILL BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR INCIDENTAL 
DAMAGES OF ANY SORT, (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOSS OF 
DATA ARISING OUT OF THE USE OF THE LICENSED SOFTWARE) WHETHER OR NOT SAME HAVE BEEN NOTIFIED OF THE POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGES, OR OF ANY CLAIM BY ANY OTHER PARTY.

5. General Terms

(a) All rights not expressly granted to Licensee hereunder are reserved by Art Vista Productions.

(b) This license is effective until terminated. Failure to comply with any provisions of this license will result in automatic termination of this 
license and may result in legal action. Upon termination, Licensee agrees to destroy all copies of the Licensed software in Licensee's 
possession. In the event of termination, the following sections of this license will survive: 3,4, and 5.

(c) This license shall be governed by California law applicable to contracts fully negotiated, executed and performed therein. Only the 
California courts (state and federal) shall have jurisdiction over controversies regarding this license; any proceeding involving such a 
controversy shall be brought in those courts, in Los Angeles County, and not elsewhere.

(d) You agree that this license contains the complete agreement between the parties hereto, and supersedes all other communication, 
relating to the subject matter of the license.

(e) You acknowledge that you have read this license and understand it and agree to be bound by its terms and conditions.
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