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Vienna Instruments 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」といいます）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。

1．定義

Vienna Symphonic Library GmbH 社は、本 Vienna Instrumentsソフトウェア、サウンド素材、その防御装置であるVienna キー、及び付属書類（以下、総称して「本
ソフトウェア」といいます）の著作権所有者であり、「ライセンサー（使用権許諾者）」です。「ライセンス」とは、本契約書に従って許諾される本ソフトウェアを使用
する権利の事です。「お客様」とは「ライセンシー（使用権取得者）」の事であり、正規代理店を通して本ライセンスを購入／取得された一個人ユーザーの事です。「付
属書類」とは、マニュアルやガイドなど、印刷または電子書式のいずれを問わず、本ソフトウェアと共に提供されている、または本ソフトウェアに関連する資料全般
の事です。

2. ライセンス

Vienna Symphonic Library GmbH 社は本契約書の各条項に従い、本ソフトウェアを個人的に利用することを目的として使用することができる、非独占的かつ永
久の権利をお客様に許諾します。

お客様は、(a) 本ソフトウェアを1台または複数のコンピュータにインストールする事ができます。(b) 本ソフトウェアをお客様のみが使用するという事を条件に、1
台の特定のコンピュータから他のコンピュータへ移動する事ができます。(c) バックアップを目的とする場合に限り、本ソフトウェアのコピーを機械が読む事ができ
る形式で作成する事ができます。ただしこの場合、バックアップ・コピーには、全てのコピーライト並びにその他の所有権表記をそのまま付属させる事とします。(d) 
ライセンサーであるVienna Symphonic Library GmbH 社が本ソフトウェアのライセンスの譲渡を認め、譲渡をうける側と新たなライセンス契約が結ばれた場合
に限り、本ソフトウェアを第三者に譲渡する事ができる場合があります。この場合、譲渡をうける側は本契約書の各条項に同意することが絶対条件となり、お客様
は本ソフトウェア並びに本ソフトウェアのコピー（印刷または機械が読む事ができる形式の如何を問いません）を残らずその第三者へ譲渡するものとし、譲渡不可能
なコピーに関してはすべて破棄しなければなりません。

教育現場用のマルチライセンスの場合、お客様は1校舎につき、マルチライセンスの中で許諾されているライセンスの数に相当する台数のコンピュータへ本ソフトウェ
アをインストールする事ができます。

本契約書の規定に関わらず、本ソフトウェアが販売促進用の NFR（＝Not for Resale ／非売品）としてお客様に提供されている場合、お客様はデモンストレーショ
ン用、検証用、評価用としてのみ本ソフトウェアを使用する事ができますが、本ソフトウェアを第三者へ販売や譲渡をする事はできません。

本条項で明確にお客様に許諾されている以外の権利については全て Vienna Symphonic Library GmbH 社が留保しています。

3. 制限

本契約書または準拠法において明確に許可されてる場合を除き、お客様は次に挙げる行為が禁止されており、また次に挙げる行為を第三者に容認する事はできませ
ん； (a) 第二項で明確に定められている以外に、本ソフトウェア及びそのコピー、そこに収録されているサウンド素材や付属書類、または本契約書のもとお客様に与
えられている権利や義務などを、利潤を目的としているいないにかかわらず、賃貸、リース、販売、再販売、融資、配布、サブライセンス、移動または譲渡する事。(b) 
ライセンスを所持していないユーザーが利用できるネットワーク上に本ソフトウェアのサウンド素材をインストールまたは電子的に転送する事。 (c) 逆コンパイル、リ
バースエンジニアリング、逆アセンブルなど、本ソフトウェアを人が認知できる形式へ分解する事。(d) 本ソフトウェアに付属しているコピーライト表記やその他の所
有権記号を削除または破棄する事。 (e) 本ソフトウェアを改変、改造、アダプトする事 ; (f) 本ソフトウェアを基にして派生品を作成する事 ; (g) Vienna Symphonic 
Library GmbH 社が提供している形のまま、またはフォーマットを変更している／いないにかかわらず、サンプラー、マイクロチップ、コンピュータ、ソフトウェア、ゲー
ム機、その他あらゆるサンプル再生機器において、サウンド素材、マルチサウンド、サンプル素材、マルチサンプル、ウェーブテーブル、サウンドセット、プログラム、
パッチとして使用する為に、本ソフトウェアに収録されているサウンド素材をミックス、コンバイン、フィルター、リシンセサイズ、エディットする事。

本契約書で明確に許可されている場合を除き、本契約書にある権利や義務を賃貸、サブライセンス、譲渡しようとする行為はすべて無効となります。

4．保護

お客様は、本ソフトウェア及び付属書類が不正にコピーもしくは使用されないように保護すべく適切な行動をとる事に同意するものとします。また、Vienna 
Symphonic Library GmbH 社が不正コピーもしくは不正使用から本ソフトウェアを保護する為に採用または導入している方法・手段の逆手をとるような変更を本
ソフトウェアに加えない事に同意するものとします。

5. 著作権

本ソフトウェア及び付属資料はすべて著作物です。Vienna Symphonic Library GmbH 社は、著作権侵害が行われていないかどうか、リリースされるデジタル製
品やインターネットを常に監視しています。不正コピー及び著作権侵害は、該当するあらゆる法律の下において厳重な処罰の対象となります。

尚、お客様は商用としてリリースする楽曲（BGMライブラリを含む）や、公開演奏、放送などにも、本ソフトウェアを問題なく使用する事ができます。また、本ソフ
トウェアを使用して制作した楽曲を商用にする場合に、追加のライセンス料を支払う必要はありませんし、本ソフトウェアに収録されているサウンド素材は Vienna 
Symphonic Library GmbH 社のオリジナルである為、他の著作権を侵害する事はありません。ただし、本ソフトウェアを使用して制作した楽曲（及びその楽曲を
収録する製品）をリリースする際には、そのライナーノートに「Vienna Symphonic Library」を使用している旨をクレジットする必要があります。（例文：「Orchestral 
samples included in this recording from the Vienna Symphonic Library.」）映画やテレビ番組のスクリーン・クレジットには必須ではありませんが、クレジッ
トして頂けると幸いです。マルチメディアやゲーム音楽においては、楽曲を制作するという場合に限り、本ソフトウェアを使用することができます（効果音などのサウ
ンド制作には使用できません）。
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6. 所有権

本契約書ではお客様にライセンスが許諾されていますが、これは本ソフトウェアの所有権をお客様に販売／譲渡するという事ではありません。本契約書においてお
客様に許諾されている権利を除き、本ソフトウェアの知的財産権を含む全ての権利、所有権及び利益は Vienna Symphonic Library GmbH 社が留保しています。
本ソフトウェアは適用国際知的財産法により保護されています。

7. 契約期間、及び契約の終了

本契約は本ソフトウェアがインストールされた時点から有効となり、本契約が終了するまで効力を発揮します。お客様が (a) 本契約書の条項または条件のいずれか
に違反した場合、もしくは (b) 所有している本ソフトウェア（コピーを含む）を全て破棄または Vienna Symphonic Library GmbH 社へ返却した場合、本契約はそ
の時点で終了となります。ただし、Vienna Symphonic Library GmbH 社の権利およびお客様の義務は、本契約終了後も有効を存続します。

8. アップデート

Vienna Symphonic Library GmbH 社は、しばしば本ソフトウェアのパフォーマンスの見直しを行いますが、その際にお客様に対してなんらかの改訂版を提供す
る義務は一切負いません。Vienna Symphonic Library GmbH 社が明確に別途定めている場合を除き、現行の本ソフトウェアを拡張あるいは向上させる新機能、
及び全くの新規特性に対しても本契約書の各条項が適用され、また、それらは Vienna Symphonic Library GmbH 社独自の判断によってお客様に提供されるも
のとします。

9. 限定保証

本ソフトウェア及び付属書類は現状有姿のまま提供されており、一切の保証はされておりません。Vienna Symphonic Library GmbH 社並びにその代理店は、明
示黙示の如何を問わず、本ソフトウェアに付随する文書の内容や機能がお客様の希望に沿う、あるいは本ソフトウェアの操作において全く中断やエラーが起こらない
という保証は一切致しておりません。お客様は、如何なる使用環境においても問題なく機能するというようなソフトウェア・プログラムを開発することが不可能であ
ることを了承しているものとします。

Vienna Symphonic Library GmbH 社は、特に本ソフトウェアの説明や宣伝資料に記載されている機能や仕様に対して一切の保証を致しておりません。Vienna 
Symphonic Library GmbH 社は、本ソフトウェアの商品性、権利の非侵害性、特定の目的に対する適合性も含みますがそれを限りとせず、一切の保証を明確に放
棄しています。

10. 免責

Vienna Symphonic Library GmbH 社、並びに本ソフトウェアの制作、製造、配布に携わる関係者のいずれも、本ソフトウェアやその付属資料、またはコ
ンテンツなどの使用もしくは使用不能に起因する、利益の損失や蓄えの損失を含み、必然的、偶発的、間接的、特殊、懲罰的な損害に対して、たとえVienna 
Symphonic Library GmbH 社がそのような損害の可能性を示唆されていたとしても、責任は一切負いません。また、お客様もこれに同意するものとします。

契約の記述または不法行為（過失を含む）のあるなしを問わず、原因や理屈がなんであれ、Vienna Symphonic Library GmbH 社が本ライセンスに関してお客様
あるいは第三者に対して発生する責任は、お客様が本ソフトウェアのライセンスに対して支払った金額を超えない事とします。

11. 全般

本契約書は抵触法の原則には関係なくオーストリアの法律に準拠します。オーストリアのウィーンにある裁判所が本契約書に関する争議に対して判決を下す独占的な
裁判権を有しており、故にお客様はオーストリアのウィーンにある裁判所の判決に従うものとします。 

本契約書はお客様とVienna Symphonic Library GmbH 社の完全合意のもと成り立つものであり、本ソフトウェアに関するその他のやり取りに優先するものです。
本契約の修正及び変更は、書面にて、尚且つ本契約書の当事者両名による署名がなされている場合を除き、一切の効力を持ちません。本契約書の一部条件が無効
または強制不可能とされた場合、その部分以外の条件／条項に関しては引き続き完全なる効力を持ちます。

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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Vienna Symphonic Library

Vienna Instruments Limited Warranty & License Agreement 

Installing this Software constitutes your acceptance of the following terms and conditions.

1. Defi nitions

Vienna Symphonic Library GmbH is the copyright owner and "Licensor" of the Vienna Instruments Software, Soundware, Protection Device 
(ViennaKey), and accompanying documentation, hereafter referred to as "Software". "You", "Your", and "Licensee" means the person who 
purchased this license to use this product or for whom the license was purchased. "Documentation" means the manual or guide and any other 
material provided by the Licensor, in any printed or electronic form, provided with or in connection with the Software. "License" means the 
license purchased and granted pursuant to this Agreement.

2. License

Vienna Symphonic Library GmbH grants to You, the Licensee, a non-exclusive, perpetual license to use the Software for your own personal 
use and not for sublicense, subject to the terms and conditions stated in this License Agreement. You may: (a) install the Software on one or 
more computers, (b) transfer the Software from one computer to another provided that it is used only by the licensee, (c) copy the Software 
into any machine-readable form solely for backup reasons, provided you include all copyright and other proprietary rights notices on the copy, 
(d) transfer the Software to another party under the condition that the approval of Licensor has been given to register the transfer of your 
license to a third party at Vienna Symphonic Library GmbH as Licensor and to adopt the respective License Agreement between Licensor 
and the new Licensee. The new licensee must agrees to accept all terms and conditions of this Agreement. If you transfer the Software to 
another party, you must at the same time transfer all copies, whether in printed or machine-readable form, to the same party and destroy 
any copies not transferred. An Educational Building Site License allows you to install the Software on the number of computers in one 
school site equal to the number as licenses supplied. Notwithstanding other sections of this License, the Software provided to you on a 
promotional basis (NFR - Not for Resale Copies) may only be used for demonstration, testing and evaluation purposes and may not be resold 
or transferred. All rights not expressly granted herein are reserved.

3. Restrictions

Unless expressly permitted by this License or otherwise applicable law, You may not, or allow any third party to, (a) rent, lease, sell, re-sell, 
loan, distribute, sublicense, for profi t or otherwise, or otherwise transfer the Software or the Sounds it contains or copies of the Software 
or the Sounds it contains or the accompanying documentation, or any of your rights and obligations granted under this License, except as 
expressly stated above; (b) install or electronically transfer Sounds of the Software on a network for use by multiple users, unless each 
user has purchased a license; (c) decompile, reverse engineer or disassemble the Software, or otherwise reduce the Software to a human 
perceivable form; (d) remove or destroy any copyright notices or other proprietary markings of the Software; (e) modify, alter, or adapt the 
Software; (f) create derivative works based on the Software, (g) mix, combine, filter, re-synthesize, or otherwise edit the sounds, either 
as provided by the Vienna Symphonic Library GmbH or reformatted for use as sounds, multisounds, samples, multisamples, wavetables, 
soundsets, programs or patches in a sampler, microchip, computer, software, game console or any sample playback device. Except as 
expressly permitted above, any attempt to lease, sublicense, assign or transfer any of the rights, duties or obligations hereunder is void.

4. Protection

You agree to take all reasonable steps to protect this product, the Software and any accompanying documentation from unauthorized 
copying or use. You agree not to modify the enclosed product or the Software to circumvent any method or means adopted or implemented 
by Vienna Symphonic Library GmbH to protect against or discourage the unlicensed use of copying of the Software.

5. Copyright

This Software and all accompanying materials are copyrighted. Vienna Symphonic Library GmbH constantly monitors digital product releases 
and the Internet to check for copyright infringements, and will prosecute all piracy and copyright violations to the fullest extent of the law. You 
may use the Software on any commercial music release (including music libraries), public performance, broadcast, or similar occasion. You 
may use any of the Sounds in a commercial recording without paying any additional license fees. The sounds are guaranteed 100% copyright 
clean. However, all products require a specifi c crediting for Vienna Symphonic Library in the liner notes of the music release: "Orchestral 
samples included in this recording from the Vienna Symphonic Library." Screen credit for fi lm and television use is not required, but highly 
appreciated. Multimedia and Game Music use of the Software is restricted to use within the musical compositions themselves.

VIENNA INSTRUMENTSソフトウェア使用許諾契約書 3/4



©クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

6. Ownership

The license granted hereunder does not constitute a transfer or sale of ownership rights in or to the Software. Except for the license rights 
granted above, Vienna Symphonic Library GmbH retains all right title and interest in and to the Software including all intellectual property 
rights therein. The Software is protected by applicable intellectual property laws.

7. Term and Termination

This License shall be eff ective upon installation of the Software, and will remain in full force until termination. The License shall terminate 
upon the earlier of (a) Your failure to comply with any term or condition of this Agreement; (b) Your return, destruction or deletion of all copies 
of the Software in your possession. Vienna Symphonic Library's rights and Your obligations shall survive termination of this License.

8. Updates

Vienna Symphonic Library GmbH may, from time to time, revise the performance of this Software and in doing so, incur no obligation to 
furnish such revisions to any Licensee. Unless explicitly stated otherwise, any new features that augment or enhance the current Software, 
including the release of new properties, shall be subject to terms of this License, and shall be provided at the sole discretion of Vienna 
Symphonic Library GmbH.

9. Limited Warranty

The Software and the accompanying documentation are provided "as is" without any warranty or condition of any kind. Vienna Symphonic Library GmbH 
and its suppliers make no warranties, express, implied, or otherwise, that the documentation or the functions contained in the Software will meet Your 
requirements or that the operation of the Software will be uninterrupted or error free. The Licensee agrees that it is not possible to develop software 
programs in such a way that they will function without failure in all fi elds of use of licensee. Vienna Symphonic Library GmbH specifi cally excludes any 
warranty for any functions or specifi cations described in the Software description or any promotional materials. Vienna Symphonic Library GmbH expressly 
disclaims all warranties including but not limited to warranties of merchantability, noninfringement, and fi tness for a particular purpose.

10. Limitation of Liability

You agree that in no event will Vienna Symphonic Library GmbH or anyone else who has been involved in the creation, production, or delivery 
of the Software be liable for any consequential, incidental, indirect, special or punitive damages, including any lost profi ts or lost savings 
arising out of the use or inability to use the Software, accompanying documentation or content, even if Licensor has been advised of the 
possibility of such damages. Vienna Symphonic Library's liability to Licensee or any third party arising out of or related to this License 
however caused and on any theory of liability, whether in contract, tort (including negligence), or otherwise will not exceed the fee paid by 
Licensee for the Software, as applicable.

11. General

This License is governed by the Laws of Austria, without regard to confl ict of laws principles therein. The Courts in Vienna, Austria, shall 
have exclusive jurisdiction to adjudicate any dispute arising out of this License and You hereby consent to the personal jurisdiction of the 
Courts in Vienna, Austria. This License is the entire agreement between You and Vienna Symphonic Library GmbH and supersedes any other 
communication with respect to the Software. No modifi cation of or amendment to this License will be eff ective unless in writing signed by 
both parties. If any provision of this License is held invalid or unenforceable, the remainder of this License will continue in full force and eff ect.

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. (C) & (P) VIENNA SYMPHONIC LIBRARY 2005-2008, 
Vienna, Austria.
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