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VirSyn POSEIDON 使用許諾契約書
重要： VirSyn POSEIDON をご使用になる前に、以下のライセンス契約書をよくお読み下さい。
ライセンサー： VirSyn Software Synthesizer 社（以下「VirSyn 社」
）
本ライセンス契約の対象となる製品： VirSyn POSEIDON（以下「本ソフトウェア」
）
本ライセンス契約は、お客様（個人または法人のいずれであるかを問いません）と VirSyn 社との間に締結される法的な契約です。パッケージを開封すること、本ソ
フトウェアのインストール時に表示されるライセンス契約に同意してインストールを継続すること、本ソフトウェアをお客様のハードディスク・ドライブにコピーする
こと、または本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本ライセンス契約の諸条項に同意したものとみなされます。本ライセンス契約の諸条項に同意されない
場合は、本ソフトウェアをご使用にならないでください。
本ソフトウェアは VirSyn 社の著作物であり、著作権法および国際的な条約規定によって保護されています。本ソフトウェアを使用する上でのお客様の権利と義務
は以下の通りです：

1. ライセンスの許諾
VirSyn 社は、本ライセンス契約に同意して本ソフトウェアをインストールしたお客様に、以下の条件において本ソフトウェアを使用する非独占的な権利を許諾します。
■ ソフトウェア： お客様は、本ソフトウェアを 1 台のコンピュータにのみインストールして使用することができます。本ソフトウェアをインストールしたコンピュータ
の主ユーザーは、ご自身が使用するという場合に限り、本ソフトウェアのコピーをもう 1 つご自分のホーム・コンピュータまたはポータブル・コンピュータにインス
トールして使用することができます。
■ 禁止事項： 以下の行為はすべて禁止されています。
・ 本ライセンス契約で定められている以外に本ソフトウェアのコピーを使用、コピー、修正、譲渡すること
・ 本ソフトウェアに付随している著作権・商標に関する記載や表示を取り除くこと
・ リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、もしくは本ソフトウェアの模倣品を作成すること
（ただし、これらの行為が本項目にて禁止事項としているにもかかわらず、準拠法において明確に許可されている場合は除きます）
・ 本ソフトウェアまたはそのコピー、及び付属ドキュメントを賃貸、リース、再使用許諾、譲渡すること
■ 構成部分の分離： 本ソフトウェアは "1 つの製品 " としての使用が許諾されています。よって、その構成部分を分離して複数のコンピュータで使用することは禁止
されています。
■ ソフトウェアの譲渡： お客様は、本ソフトウェアの一切（全ての構成部分、媒体及び印刷物、アップグレード、本ライセンス契約書、及び実物証明書が存在する場
合はそれも含みます）を譲渡し如何なるコピーも留保しないという事を条件に、そして譲渡される側が本ライセンス契約に同意する場合に限り、VirSyn 社から
事前に書面による許諾を得ることによって本ライセンス契約で定められている全ての権利を恒久的に譲渡することができます。ただしこの場合、本ソフトウェア
がアップグレード製品である場合は、アップグレードする以前のバージョンも全て一緒に譲渡しなくてはならないものとします。
■ 解約： お客様が本ライセンス契約の条項及び条件に違反した場合、VirSyn 社は、他の権利を害することなく、本ライセンス契約を終了することができます。そ
のような場合、お客様は本ソフトウェアのコピー及びその構成部分を全て破棄しなければなりません。

2. 知的所有権
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、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、文章、
「アプレット」を含みますが、それに限りません）及
び本ライセンス契約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、VirSyn 社並びにその代理店が所有しています。
また、本ソフトウェアに収録されているコンテンツ、または本ソフトウェアを使ってアクセスすることができるコンテンツに付随している著作権および知的財産権は
すべて各コンテンツ著作者に帰属し、該当する著作権法または知的所有権法及び条約によって保護されています。本ライセンス契約は、そのようなコンテンツの使
用権をお客様に許諾するものではありません。

3. アップグレード
本ソフトウェアが他製品（その製品を供給したのが VirSyn 社であるないにかかわらず）からのアップグレードである場合、アップグレード元となる製品を破棄した
という場合を除き、お客様は本ソフトウェアをアップグレード元となる製品と共に使用または譲渡することができます。本ソフトウェアが VirSyn 社製品からのアッ
プグレードである場合は、お客様は本ライセンス契約に基づいてそのアップグレード元となる製品も使用することができます。本ソフトウェアが複数のソフトウェア・
プログラムから成るけれど 1 つの製品としてライセンスされる製品からのアップグレードである場合、お客様は本ソフトウェアをその元となる製品を構成する一部と
して使用または譲渡することはできますが、その元となる製品から分離させて複数のコンピュータ上で使用することはできません。
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4. 限定保証
VirSyn 社は、本ソフトウェアが引渡しから 90 日間に渡り、付属ドキュメントのとおり実質的に動作することを保証します。特定の地域や司法管轄区域によっては
黙示保証の有効期限を認めておらず、上記保証期間がお客様に適用されない場合がありますが、準拠法が許容する範囲内において、本ソフトウェアの黙示保証期間
は 90 日とします。前述の保証内容に違反が生じた場合、それに対して VirSyn 社が負う全責任およびお客様への唯一の改善措置は、保証違反となったソフトウェ
アが購入時と同じ状態で購入の証明書と共に VirSyn 社に返品された場合に限り、(a) 購入代金の全額払い戻し、または (b) 保証違反となったソフトウェアまたは付
属品の修理もしくは交換とします。ただし、どちらの方法を採るかは VirSyn 社が決定するものとします。本ソフトウェアの不具合が事故、乱用、誤用による場合は、
本限定保証は無効となります。交換または修理後の本ソフトウェアの保証期間は、元の保証期間の残存日数もしくは 30 日間のいずれか長い期間とします。尚、本
ソフトウェアを購入したという正式な証明書がない限り、お客様は VirSyn 社が提供するこれらの改善措置や製品サポートを受けることはできません。準拠法が許
容する最大限の範囲内において、VirSyn 社及びその代理店は、明示・黙示の如何にかかわらず、上記以外の一切の保証（商品価値、お客様の特定の目的に合致す
るなどの保証を含みますがそれだけに限りません）を放棄します。

5. 間接的損害の免責
準拠法が許容する最大限の範囲内において、VirSyn 社及びその代理店は、本ソフトウェアの使用または使用不能に起因する、特殊、偶発的、派生的、及び間接的
な損害（営業利益の損失、事業中断、データの損失、その他あらゆる金銭上の損失による損害を含みますが、それだけに限りません）について、たとえ VirSyn 社
がこれらの損害の起こりえる可能性を知らされていたとしても、一切の責任を負いません。

6. サポートとアップデート
本ライセンス契約は、お客様にテクニカル・サポート、電話によるアシスト、製品の向上、アップデートの提供をお約束するものではありません。

7. 輸出規制
本ソフトウェアもしくは関連ドキュメントを、あらゆる準拠法または準規制に違反して輸出または再輸出することは禁止されています。

8. 準拠法
本ライセンス契約は、ドイツの法律に準拠します。

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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ON-LINE LICENSE AGREEMENT FOR:
VirSyn POSEIDON
IMPORTANT-READ CAREFULLY:
This license agreement ("License") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and VirSyn Software Synthesizer
(VirSyn). At the end of the License you will be asked to accept this License and continue to install. By installing, copying, or otherwise using
the Software, you agree to be bound by the terms of this License. If you do not agree to the terms of this License, promptly return the unused
Software to the place from which you obtained it for a full refund.
LICENSOR: VirSyn Software Synthesizer ("VirSyn")
This License applies to the VirSyn POSEIDON Software.
The Software is the property of VirSyn or its suppliers and is protected by German Copyright Law and International treaty provisions. Your
rights and obligations with respect to the use of this Software are as follows:
1.GRANT OF LICENSE. VirSyn grants to you, and you accept by clicking the acceptance button and downloading the Software, a nonexclusive license to use the Software on the following terms.
・ Software. You may install and use one copy of the Software on a single computer. The primary user of the computer on which the Software
is installed may make a second copy for his or her exclusive use on a home or portable computer.
・ Restrictions. You may not: use, copy, modify, or transfer copies of the Software except as provided for in this License; permit concurrent
use of the Software; remove any proprietary notices or labels from the Software; reverse engineer, decompile, disassemble or make
derivative works based on the Software (except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law
notwithstanding this limitation); or rent, lease, sublicense or assign the Software or any copy thereof, including any related documentation..
・ Separation of Components. The Software is licensed as a single product. Its component parts may not be separated for use on more than
one computer.
・ Software Transfer. You may permanently transfer all of your rights under this License, provided you retain no copies, you transfer all of the
Software (including all component parts, the media and printed materials, any upgrades, this License and, if applicable, the Certiﬁcate
of Authenticity), and the recipient agrees to the terms of this License. If the Software is an upgrade. any transfer must include all prior
versions of the Software.
・ Termination. Without prejudice to any other rights, VirSyn may terminate this License if you fail to comply with the terms and conditions of
this License. In such event, you must destroy all copies of the Software and all of its component parts.
2.INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. All ownership, title and intellectual property rights in and to the Software (including but not limited
to any images, photographs, animations, video, audio, music, text and "applets" incorporated into the Software), and any copies you are
permitted to make herein are owned by VirSyn or its suppliers. All ownership, title and intellectual property rights in and to the content which
may be accessed through use of the Software is the property of the respective content owner and may be protected by applicable copyright
or other intellectual property laws and treaties. This License grants you no rights to use such content.
3.UPGRADES. If the Software is an upgrade from another product, whether from VirSyn or another supplier, you may use or transfer the
Software only in conjunction with that upgraded product, unless you destroy the upgraded product. If the Software is an upgrade of a VirSyn
product, you now may use that upgraded product only in accordance with this License. If the Software is an upgrade of a component of a
package of software programs that you licensed as a single product, the Software may be used and transferred only as part of that single
product package and may not be separated for use on more than one computer.
4.LIMITED WARRANTY. VirSyn warrants that the Software will perform substantially in accordance with the accompanying written
materials for a period of ninety (90) days from the date of receipt. Some states and jurisdictions do not allow limitations on duration of an
implied warranty, so the above limitation may not apply to you. To the extent allowed by applicable law, implied warranties on the Software are
limited to ninety (90) days. VirSyn's entire liability and your exclusive remedy for breach of the foregoing warranty shall be, at VirSyn's option,
either (a) return of the price paid, or (b) repair or replacement of the Software or that does not meet the foregoing warranty, provided the
Software on original media is returned to VirSyn with a copy of your receipt. This Limited Warranty is void if failure of the Software resulted
from accident, abuse, or misapplication. Any replacement Software will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty
(30) days, whichever is longer. Outside the United States, neither these remedies nor any product support services oﬀered by VirSyn are
available without proof of purchase from an authorized international source. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW,
VIRSYN AND ITS SUPPLIERS DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
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5.NO CONSEQUENTIAL DAMAGES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL VIRSYN OR
ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING,
WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF DATA, OR ANY OTHER
PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF VIRSYN HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
6.SUPPORT AND UPDATES. This license does not entitle you to support, telephone assistance, enhancements or updates.
7.EXPORT CONTROL. You may not export, ship, transmit or reexport the Software or related documentation in violation of any applicable
law or regulation.
8.APPLICABLE LAW. This License is governed by the laws of Germany.

Should you have any questions concerning this License, or if you desire to contact VirSyn for any reason, please visit VirSyn's website at
www.virsyn.com or write to: VirSyn Software Synthesizer, Bruchsaler Weg 4, 76326 Pﬁnztal, Germany.
YOUR ACCEPTANCE OF THE FOREGOING AGREEMENT WAS INDICATED DURING INSTALLATION.
© 2002-2007 VirSyn Software Synthesizer. All rights reserved.

