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Xfonic/Zero-G End User License: Please read the terms of the following audio samples License Agreement before using these audio 
samples. You agree to become bound by the terms of the License Agreement. If you do not agree with the terms of the License Agreement, 
do not open the packaging or use these audio samples. Xfonic Limited/Zero-G Limited (“Licensor”) guarantees that all the patches included 
in this product have been created specially for this product, and any similarity to any other recording is unintentional.

1.  The audio samples included in this product remain the property of the Licensor and are licensed, not sold, to you for use with your 
sampling software or equipment.

2.  A right to use the enclosed sounds is granted to the original end-user of the product (Licensee) and is NOT transferable.

3.  The Licensee may modify the sounds and MAY USE THE SOUNDS FOR COMMERCIAL PURPOSES WITHIN MUSICAL COMPOSITIONS 
AND SOUNDTRACKS.

4.  This license expressly forbids resale, relicensing or other distribution of these sounds, either as they exist within this product, or any 
modification thereof. You cannot sell, loan, rent, lease, assign or transfer all or any of the enclosed sounds to another user, or for use in 
any competitive product.

5.  The Licensor will not be responsible if the contents of this disc does not fit the particular purpose of the Licensee. I in doubt over usage, 
please contact Xfonic Limited by email: info@xfonic.com

Zero-G® is a registered trademark of Zero-G Ltd. Xfonic is a trademark of Xfonic Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. ©2007 XFONIC LTD/ZERO-G 
LTD. Made in the United Kingdom. All other product and company names are TM or ®trademarks of their respective holders. All specifications 
are subject to change without notice.

Xfonic/Zero-G エンドユーザー使用許諾契約書：

本製品に収録されているオーディオ/ サウンド素材（以下「本サウンド素材」）をご使用になる前に、以下のオーディオ/ サウンド素材使用許諾契約書（以下「本使用
許諾書」）の諸条件を必ずお読みください。パッケージを開封して本製品をインストールされた時点で、お客様は本使用許諾書の諸条件に同意したものとみなされます。
本使用許諾書に同意できない場合は、パッケージを開封せず、本サウンド素材をご使用にならないで下さい。Xfonic Limited/Zero-G Limited（以下「ライセンサー」）
は、本製品に収録されているすべてのサウンド素材が本製品の為に特別に制作・録音されたものである事を保証します。仮に他にこれと類似したサウンドがあったと
しても、それはライセンサー側が意図的に行なったものではありません。

1．  本サウンド素材はライセンサーの著作物です。お客様にはサンプリング機器及びサンプリング・ソフトウェア上でこれらを使用する権利が許諾されるだけであり、
所有権を含むその他如何なる権利も譲渡されません。

2．  本サウンド素材を使用する権利は、本製品を正規に購入したお客様個人（以下「オリジナル・エンドユーザー」）に対してのみ許諾され、オリジナル・エンドユーザー
はこの権利を第三者に譲渡することはできません。

3．  オリジナル・エンドユーザーは、本サウンド素材を加工しても構いません。また、商用を目的とした楽曲を制作する場合にも本サウンド素材を使用する事がで
きます。

4．  本サウンド素材の一部または全体を、収録されている形のまま、あるいは加工した形の如何を問わず、第三者へ使用許諾したり、再販、再配布、転売、リース契約、
賃貸、貸与、譲渡、送信、競合製品内に使用したりすることは固く禁止されています。

5．  ライセンサーは、本サウンド素材の内容がオリジナル・エンドユーザーの特定の目的に合致するという保証はしておりません。

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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