VOCALOID ソフトウェア / VOCALOID ライブラリ 使用許諾契約

ソフトウェア使用許諾契約書
本ソフトウェア使用許諾契約書（以下「本契約」という）は、VOCALOID ソフトウェアおよび本ソフトウェアの全てのアップグレード、バージョンアップ
あるいはアップデート ( 以下「本ソフトウェア」という ) に関してお客様とヤマハ株式会社との間で締結される契約です。本ソフトウェアをインストール、
コピー、または別の方法で使用することによって、お客様は本契約のすべての条項に同意したとみなされます。本契約の条項に同意しない場合、本ソフトウェ
アの使用はできません。
また、各ライブラリメーカから提供される VOCALOID ライブラリ（以下「ライブラリ」という）のエンドユーザ使用許諾契約の諸条件にも拘束されること
をご理解下さい。

1.

使用許諾
ヤマハ株式会社は、お客様に対し、本契約の各条項に従うことを条件に、一台のコンピュータに対し本ソフトウェアをインストールし使用する権利と
本ソフトウェアを用いて合成した音声 ( 以下「合成音声」という ) を使用する権利を許諾します。

2.

禁止と制限
お客様が本ソフトウェアから著作権表記の消去や変更をすることは許されません。
お客様が第三者へ本ソフトウェアの複製物を配布することは許されません。
お客様が本ソフトウェアの貸し借りをすることは許されません。
お客様が他人に本ソフトウェアの複製物を取得させる目的で、ウェブページ上や他の媒体で本ソフトウェアの一部あるいは全部を掲載することは許さ
れません。
お客様が本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、その他読解可能な形式への変換を行うための手段を用いること
は許されません。また他人にさせることも許されません。
お客様が本ソフトウェアの部分的もしくは全部をいかなる方法でも複製、修正、処分することは許されません。

3.

合成音声の使用の制限
お客様が公序良俗に反する歌詞を含む合成音声を公開や配布することはどのような方法であっても許されません。
お客様がライブラリの歌手本人だけでなく、第三者の人格権を侵害する合成音声を公開または配布することは許されません。お客様が合成音声を公開
あるいは配布したことにより発生したいかなるクレーム、訴訟、直接的、派生的、付随的または間接的な損害に対してもヤマハ株式会社は一切責任を
負いません。
お客様が本ソフトウェアによる合成音声を以下の形態で使用する場合には、本使用許諾契約とは別にヤマハ株式会社から別途の使用許諾契約が必要と
なります。もしそのような使用許諾契約が必要であれば、ヤマハ株式会社までご連絡下さい。
(a)

主として、商用カラオケソフトウェア、カラオケハードウェア、インターネットを利用したカラオケ製品システムやサービスの開発での使用など、
商用のカラオケサービスあるいはシステムにおいてバックコーラス等の歌声に合成音声を使用する場合。

(b)

他の楽器や音楽作品中の音との組合せで使用する場合以外で、電話機の呼び出し音 ( いわゆる「着メロ」を含む )、電話や電話用機器での警告音
として合成音声を商用に使用する場合。

4.

契約の中途終了
お客様が本契約の条項を遵守しない場合、ヤマハ株式会社の他のいかなる既得権を侵害せずにヤマハ株式会社は本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すべてのコピーを廃棄しなければなりません。

5.

本ソフトウェアの知的財産権
本ソフトウェアやそのいかなる複製物のあらゆる権利と知的財産権はヤマハ株式会社が保有します。

6.

免責事項
本ソフトウェアと関連するドキュメンテーションはヤマハ株式会社が著作権を保有します。本ソフトウェアは現状有姿の状態で提供され、本ソフトウェ
アの使用あるいは動作に対してヤマハ株式会社は保証をいたしません。本ソフトウェアの使用あるいは動作により発生する損害はお客様が負担しなけ
ればなりません。お客様が本ソフトウェアあるいはドキュメンテーションを使用することにより発生した結果に対してヤマハ株式会社は保証しません。
ヤマハ株式会社は、第三者の権利の非侵害性、市場適合性、特定の目的への適合性について、明示であるか黙示であるかを問わず、一切保証いたしません。
ヤマハ株式会社は、直接的、派生的、付随的または間接的損害 ( 営業上の利益の損失を含む ) について、たとえそのような損害や第三者からの賠償請求
の可能性について予めヤマハ株式会社が通知を受けた場合でも、お客様に対して一切責任を負いません。

7.

概要
本契約は日本法の適用を受け、日本法に基づいて解釈されるものとします。

VOCALOID ライブラリ (ZERO-G/XFONIC VOCAL ライブラリ ) 使用許諾契約書
本製品に収録されている VOCALOID ライブラリ（ZERO-G/XFONIC VOCAL ライブラリを含め、以下「本ライブラリ」といいます）をご使用になる前に、
以下の VOCALOID ライブラリ使用許諾契約書（以下「本契約書」といいます）を必ずお読み下さい。
本契約書は、本ライブラリ及び本ライブラリのあらゆるアップグレード版や修正版に対して、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、
Zero-G Limited ならびに Xfonic Limited( 両社をまとめて、以下「ZERO-G/XFONIC」といいます）との間に締結される法的な契約です。
本ライブラリをご使用された時点で、お客様は本契約書の諸条件に同意したものと見なされます。お客様が本契約書に同意されない場合は、ZERO-G/
XFONIC は本ライブラリの使用をお客様に許諾致しませんので、本ライブラリをご使用にならないで下さい。
また、本 VOCALOID ? 製品をインストール、コピー、または別の方法で使用された時点で、本 VOCALOID ライブラリ使用許諾契約書とは別に、お客様
はヤマハ株式会社による VOCALOID( ™ ) ソフトウェア使用許諾契約書の諸条件にも拘束されることになります。
定義 :
" 本ライブラリ " とは、ZERO-G/XFONIC 社によって録音された歌声及びそのあらゆるパートやコンポーネントなど、本 VOCALOID ™ 製品に収録されて
いるオーディオ素材のことです。
" 合成音声 " とは、本 VOCALOID ™ 製品（収録されている本ライブラリを含む）によって生成される、あらゆるオーディオ出力のことです。
A.

許諾

本製品に収録されている本ライブラリ、及び本契約書に許諾されている範囲内でお客様が作成した本ライブラリのコピーは、すべて ZERO-G/XFONIC 社の
所有物です。本契約書は、以下の諸条項に従い本ライブラリを使用する、非独占的、サブライセンス不可、譲渡不能な権利をお客様に許諾するものです。
B.

許諾範囲

お客様は、本契約書の全ての条項・条件に従い、本ライブラリを 1 台のコンピュータ上で一つだけ使用し、合成音声を生成したり使用したりすることが出来
ます。本製品に収録されている本ライブラリを使用する権利は、本 VOCALOID ™ 製品を正規に購入したお客様個人（以下「ライセンシー」）に対してのみ
与えられます。本ライブラリ又はその一部がコンピュータ又はデバイスの一時的なメモリに読み込まれているか、もしくは永続的なメモリにインストール
されているということは、コンピュータもしくはその他のデバイス上で本ライブラリが ”使用されている ”ということを意味します。ライセンシーは、
本製品に収録されているヤマハ株式会社の VOCALOID ™ ソフトウェア上と共に本ライブラリを使用し、合成音声を生成する事が出来ます。また、ライセン
シーはこれにより生成した合成音声を本契約書の条項に従ってであれば、商用／非商用を問わず使用することが出来ます。
C.

禁止事項

（1） 本製品に収録されている本ライブラリ全体又はその一部の賃貸、貸与、リース、販売、転売、譲渡、あらゆる権利の授与、また本ライブラリ（全体又
はその一部）や合成音声を競合するソフトウェア製品のコンポーネントとして使用する事は禁じられています。また、本製品又は本ライブラリを許可
なく譲渡、取引、貸与、賃貸、再発行、再配布、再販売することは固く禁止されています。
（2） 本製品や本ライブラリ、又はこれらを構成するプログラムを収録した CD-ROM の所有権を譲渡、再販売、複製する事は禁じられています。本製品を
使用する権利はお客様一個人に対して与えられており、本契約書では本ライブラリを使用する権利を譲渡不能としているため、本製品を中古品として
第三者に再販売することはできません。
（3） 再販売やその他の配布を目的とした本ライブラリ及びその一部の変更、修正、派生物の制作は禁じられています。
（4） ZERO-G/XFONIC 社からの書面による明確な同意を得ずに、本製品に収録されている本ライブラリ又はその一部をディスクに収録されている形、又
は他製品用、再販売用にフォーマットを変換、ミキシング、フィルタリング、リシンセサイズした形、第三者が入手可能な形にて、再生産及び複製す
ることは禁じられています。
（5） 個人的に使用している場合を除き、いかなる場合においてもオペレーターが不在のまま本ライブラリを操作可能な状態で放置することは禁じられています。
（6） いかなる場合においても本ライブラリ及びその一部を、公開掲示板や FTP サイト、WEB サイト上にて配布すること、インターネット上で第三者へ電
子的に転送や配信すること、不特定多数のユーザーがアクセス可能なネットワーク・コンピュータ／サンプラー上に格納することは禁じられています。
（7） 本ライブラリに記載されているコピーライト表記を削除及び変更することは禁じられています。
（8） レコーディング・スタジオやレンタル会社のサービスの一環として、クライアントに本ライブラリを提供することは禁じられています。本ライブラリは、
使用許諾を得えたユーザー（ライセンシー）のみが使用することが出来ます。
D.

合成音声の使用に関する制限

お客様が公序良俗に反する歌詞を含む合成音声を公開又は配布する事は、いかなる場合においても禁じられています。
本ライブラリの歌手本人に限らず、第三者の人格権を侵害する合成音声を公開又は配布する事は禁じられています。また、お客様が合成音声を公開あるいは
配布した事により発生した如何なるクレーム、訴訟、直接的、派生的、付随的、または間接的な損害に対して、ZERO-G/XFONIC 社は一切の責任を負いません。
お客様が本ソフトウェアによる合成音声を以下の形態で使用する場合には、本使用許諾契約とは別に ZERO-G/XFONIC 社から別途の使用許諾契約が必要と
なります。そのような追加の使用許諾契約（使用形態によっては、追加ライセンス料が発生する場合があります）が必要な場合は、まず ZERO-G/XFONIC
社までご連絡下さい。
（a） 商用カラオケソフトウェア、カラオケハードウェア、インターネットを利用したカラオケ製品システムやサービスの開発での使用など、商用のカラオ
ケサービスあるいはシステムにおいてバックコーラス等の歌声に合成音声を使用する場合。
（b） 他の楽器や音楽作品中の音と組合せて使用する場合を除き、電話機の呼び出し音、電話や電話用機器での警告音として合成音声を商用に使用する場合。

E.

コンテンツ

本製品に含まれる全てのコンテンツ（音声、画像、文章、ビデオを含む）の所有権はオリジナル・コンテンツ保有者に帰属し、著作権法によって保護されて
います。本使用許諾は、そのようなコンテンツに関する本契約書に定められている以外の権利をお客様に許諾するものではありません。
F.

限定保証

ZERO-G/XFONIC 社は、本ライブラリ及びそれにより生成される合成音声、また本製品ディスクに収録されている ZERO-G/XFONIC 社が提供するあらゆ
るコンテンツや情報について、如何なる目的に対しても、その適合性を表明しません。本ライブラリは現状有姿のまま提供されるものであり、品質、性能、
商品性や、特定の目的に対する適合性を含め、明示的にも黙示的にもなんら保証されておりません。
本ライブラリの使用及び動作による損害の責任は全てお客様自身にあるものとします。ZERO-G/XFONIC 社は、本ライブラリ又はその付属文書の使用によっ
てお客様が被るであろう動作や結果について、一切の保証は致しません。
本保証は、制定法、慣習法、慣習、取引の慣習、取引の過程やその他によって黙示的に定義されている全ての保証、条件、条項、約束、責任に代わるもので
あり、法が許す最大限の範囲内において、それら全ては本契約上において除外されるものとします。
G.

責任の制限

ZERO-G/XFONIC 社及びそのサプライヤー、ディーラー、販売店、代理店、従業員は、（a）本ライブラリの使用やそれによリ生成された合成音声の使用か
ら生じる如何なる利益損失、事業中断、データ損失などのあらゆる種類の間接的、派生的、特殊、偶発的損害（ZERO-G/XFONIC 社がこのような損害が起
こる可能性を知らされていたかどうかに関わりません）や、（b）第三者からの申し立てに関する責任を負いません。
H.

権利留保

/

準拠法

本契約書によってお客様に許諾されていない本ライブラリ及び合成音声に関する全ての権利は ZERO-G/XFONIC 社により留保されます。本契約は契約終了
まで効力を発揮します。お客様が本契約の条項に違反した場合は、本契約は自動的に終了となり、法的措置がとられます。ZERO-G/XFONIC 社はいかなる
時点でも、お客様への告知により本契約を終了させることができ、またお客様はいかなる時点でも、お客様が所持する本ライブラリのコピーを全て破棄、抹消、
アンインストールすることにより、本契約を終了させることが可能です。本契約が終了した場合、お客様は所持している本ライブラリのコピー全てを破棄し
なければなりません。本契約が終了した場合でも、本契約中の D、E、F、G の条項は効力を維持します。本使用許諾はお客様個人に与えられるものであり、
本契約の下、お客様はお客様の権利を譲渡することはできません。本ライブラリ及びそのコピーが付帯する権利、所有権、知的所有権は ZERO-G/XFONIC
社及びそのサプライヤーに帰属します。お客様は国際的な著作権法を遵守しなくてはなりません。
本ライブラリには制限的な権利が備わっています。本契約書の条項と準拠法との間に不一致が生じた場合は、本契約書内の該当する条項は、不一致を解消し、
準拠法に順守するように修正され、修正された本契約書は引き続き効力を発揮するものとします。本契約書はイギリスの法律に準拠するものとし、法との不
一致が生じる場合を除き、イギリスの裁判所による専属管轄権の下にあります。
I.

認知

お客様は本契約及び限定保証を読み、内容を理解し、それら条項や条件に従うことに同意しなくてはならない事を了承しているものとします。またお客様は、
本契約及び限定保証が、本契約及び限定保証に関する当事者間の完全かつ唯一の記述であり、また本契約及び限定保証に関する当事者間のその他のあらゆる
コミュニケーションに優先するということに同意するものとします。

ZERO-G® は ZERO-G Ltd. のイギリス及びその他の国における登録商標です
XFONIC は Xfonic Limited の登録商標です。
YAMAHA® 及び VOCALOID ™ はヤマハ株式会社の日本及びその他の国における商標または登録商標です。
ZERO-G/XFONIC 社は、著作権侵害が行われていないかどうかを確認するために、他のサウンドウェアやソフトウェアのリリース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。

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。

SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT - READ CAREFULLY
This Software License Agreement ("Agreement") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and YAMAHA
Corporation ("YAMAHA") for VOCALOID(TM) software program and any upgrades, modified versions or updates of the VOCALOID(TM)
software (collectively, the "Software").
By installing, copying, or otherwise using the Software, you are deemed to be bound by all the terms and conditions of this Agreement.
If you do not agree to the terms of Software, you may not use Software.
You shall be also bound by the terms and conditions of the End User License Agreement of the VOCALOID(TM) Library ("Library")
provided by each Library developer.
1.

Grant of License
YAMAHA hereby grants you the right to install and use one copy of the Software on one single computer and use the synthesized
singing, subject to the terms and conditions of this Agreement.

2.

Prohibitions and Restrictions
You must not remove or alter any copyright notices on all copies of the Software.
You may not distribute copies of the Software to third parties.
You may not rent, lease, or lend the Software.
You may not post any portion of the Software on a web site or any other medium that may enable others to obtain a copy of the
Software.
You may not reverse-compile, disassemble, reverse-engineer, or use any other method to convert the Software into a humanreadable form, nor may you allow another person to do so.
The Software may not be duplicated, corrected, modified, or disposed of in any other way in part or in whole.

3.

Restrictions on use of the synthesized singing
You may not publish or distribute in any manner the synthesized singing that includes lyrics which are against public policy of law.
You may not publish or distribute the synthesized singing that is harmful to the moral rights of the third party including but
not limited to the original singer of the Library. In no event will YAMAHA be liable for any and all claims, suits or consequential,
incidental or special damages arising from your publishing or distributing synthesized singing.
The following types of usage of the synthesized singing by the Software may require a separate additional license from YAMAHA
which would be independent of this license Agreement. If you wish to obtain such additional license, you should contact YAMAHA
to discuss their particular requirements.
(a)

Use mainly in a commercial Karaoke service/system to provide vocals including but not limited to backing vocals, including
use to create commercial Karaoke software, Karaoke hardware, and internet-based Karaoke products systems and services.

(b)

Use commercially as telephone ringtones or as audio alerts or signals in telephone or telecommunication equipment, except
when used in combination with other musical instruments or sounds within a musical composition.

4.

Termination
Without prejudice to any other rights, YAMAHA may terminate this Agreement if you fail to comply with the terms and conditions
of this Agreement. In such event, you must destroy all copies of the Software.

5.

Intellectual Property Rights of the Software
All title and intellectual property rights in and to the Software and any copies thereof are owned by YAMAHA.

6.

NO WARRANTIES AND LIMITATION OF LIABILITY
THE SOFTWARE AND ANY RELATED DOCUMENTATION ARE COPYRITED BY YAMAHA. THE SOFTWARE IS OFFERED "AS
IS" AND YAMAHA MAKES NO WARRANTY AS TO ITS USE OR PERFORMANCE. THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF USE OR
PERFORMANCE OF THE SOFTWARE REMAINS WITH YOU. YAMAHA DOES NOT AND CANNOT WARRANT THE PERFORMANCE
OR RESULTS YOU MAY OBTAIN BY USING THE SOFTWARE OR DOCUMENTATION. YAMAHA MAKES NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED, AS TO NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR ANY
PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL YAMAHA BE LIABLE TO YOU FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR SPECIAL
DAMAGES, INCLUDING ANY LOST PROFITS OR LOST SAVINGS, EVEN IF AN YAMAHA REPRESENTATIVE HAS BEEN ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR FOR ANY CLAIM BY ANY THIRD PARTY.

7.

General
The validity, construction and performance of this Agreement shall be governed by the laws of Japan.

Zero-G TONIO VOCAL LIBRARY LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT: CAREFULLY READ THIS LICENSE BEFORE USING THE ZERO-G/XFONIC VOCAL LIBRARY INCLUDED ON THIS PRODUCT.
BY USING THE ZERO-G/XFONIC VOCAL LIBRARY YOU ARE AGREEING TO ALL THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS ZERO-G/
XFONIC END USER LICENSE AGREEMENT, AND YOU AGREE TO BECOME BOUND BY THEM. IF YOU DO NOT ACCEPT THESE TERMS
WE ARE UNWILLING TO LICENSE THE USE OF ZERO-G/XFONIC VOCAL LIBRARY TO YOU AND YOU SHOULD NOT USE THE ZERO-G/
XFONIC VOCAL LIBRARY.
In addition, by installing, copying, or otherwise using the VOCALOID(TM) software program, you shall be also bound by the terms and
conditions of the separate End User License Agreement of the VOCALOID(TM) software program provided by YAMAHA Corporation.
This Vocal Library License Agreement ("Agreement") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and
Zero-G Limited/Xfonic Limited ("ZERO-G/XFONIC") for the Zero-G/Xfonic Vocal Library and any upgrades, modified versions or updates
of the Zero-G/Xfonic Vocal Library.
DEFINITIONS:
"Zero-G/Xfonic Vocal Library" means the audio material included with this Vocaloid(TM) product derived from recordings made by Xfonic
Limited of singing, or any part or component thereof. "Synthesized Singing" means any audio output produced by this Vocaloid? product
which is derived from the included Zero-G/Xfonic Vocal Library.
A. Xfonic Limited ("ZERO-G/XFONIC") continues to own the copy of the Zero-G/Xfonic Vocal Library included on this product and
any other copies that you are authorized by this Agreement to make. This license gives you the non-exclusive, non-sub-licensable,
nontransferable right to use the Zero-G/Xfonic Vocal Library/Xfonic on the following terms:
B. YOU MAY:
Use one copy of the Zero-G/Xfonic Vocal Library on one single computer and use the Synthesized Singing, subject to all the provisions
and conditions of this Agreement. A right to use the enclosed Zero-G/Xfonic Vocal Library is granted to the original purchaser (enduser) of this Vocaloid(TM) product (LICENSEE) only. The Zero-G/Xfonic Vocal Library is "in use" on acomputer or other device when it, or
any part of it, is loaded into the temporary memory or installed in the permanent memory of that computer or device. The Zero-G/Xfonic
Vocal Library may be used together with the included Yamaha(®) Vocaloid(TM) software to generate Synthesized Singing and such
Synthesized Singing may be used by LICENSEE for commercial or non-commercial purposes subject to the terms of this License.
C. YOU MAY NOT:
（1） Rent, lend, lease, sell, assign, transfer or grant any rights in all or any part of the enclosed Zero-G/Xfonic Vocal Library, or use it
(or any part of it) or the Synthesized Singing as a component of any competing software product. All unauthorized giving, trading,
lending, renting, re-issuing, re-distributing or re-selling of this product or the Zero-G/Xfonic Vocal Library it contains are expressly
prohibited.
（2） Transfer ownership of the CD-ROM(s) included with this product or the Zero-G/Xfonic Vocal Library or programs contained therein.
You cannot re-sell or copy the CD-ROM(s). The license to use this product is granted for a single user only. You cannot resell this
product as a used product to someone else because this is a non-transferable license of the included Zero-G/Xfonic Vocal Library.
（3） Modify, alter, translate, or create a derivative version of the Zero-G/Xfonic Vocal Library (or any part thereof) for resale or other
distribution.
（4） Reproduce or duplicate any part of the Zero-G/Xfonic Vocal Library contained in this product, either as it exists on the included
disc(s) or by any means of reformatting, mixing, filtering, re-synthesizing, processing or otherwise editing for use in another product
or for resale, or in any way that may enable others to obtain a copy of the Zero-G/Xfonic Vocal Library, without the express written
consent of Zero-G/Xfonic Limited.
（5） Use the Zero-G/Xfonic Vocal Library in a mode of operation where the Zero-G/Xfonic Vocal Library is unattended by an operator for any
purpose whatsoever, other than for personal use.
（6） Distribute the Zero-G/Xfonic Vocal Library or any part thereof on a public bulletin board, ftp site, World Wide Web site, or distribute
it by any other means. You cannot electronically transfer or post the Zero-G/Xfonic Vocal Library or any part thereof to another
person or group of persons over the Internet or place it or any part thereof in a computer/sampler network to be accessed by
multiple users.
（7） Remove or alter any copyright notices on all copies of the Zero-G/Xfonic Vocal Library.
（8） Offer the Zero-G/Xfonic Vocal Library to clients as part of your recording studio or rental company services, as each person who
uses the sounds must be a licensed user.
D. RESTRICTIONS ON USE OF THE SYNTHESIZED SINGING
You may not publish or distribute in any manner Synthesized Singing that includes lyrics which are against public policy of law.
You may not publish or distribute Synthesized Singing that is harmful to the moral rights of any third party including but not limited
to the original singer of the Zero-G/Xfonic Vocal Library. In no event will ZERO-G/XFONIC be liable for any and all claims, suits or
consequential, incidental or special damages arising from your publishing or distributing Synthesized Singing.

The following types of usage of the Synthesized Singing may require a separate additional license from Zero-G/Xfonic which would
be independent of this license Agreement, and End Users who wish to obtain such additional license, which may incur a license fee
calculated according to the type of usage, should in the first instance contact Xfonic Limited to discuss their particular requirements.
（a） Use in a commercial Karaoke service/system to provide vocals including but not limited to backing vocals for multiple songs,
including use to create commercial Karaoke software, Karaoke hardware, and internet-based Karaoke products systems and
services.
（b） Use commercially as telephone ringtones or as audio alerts or signals in telephone or telecommunication equipment, except when
used in combination with other musical instruments or sounds within a musical composition.
E. CONTENT
ALL content in or on this product (including audio, graphic, textual or video content) is the property of the applicable content owner
and may be protected by applicable copyright law. This License gives you no rights to such content, other than as specified in this
Agreement.
F. LIMITED WARRANTY
ZERO-G/XFONIC MAKES NO REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY OF THE Zero-G/Xfonic Vocal Library OR THE SINGING
SYNTHESIS THAT CAN BE DERIVED FROM IT OR ABOUT ANY CONTENT OR INFORMATION THAT ZERO-G/XFONIC HAS PROVIDED
ON THESE DISC(S), FOR ANY PURPOSE. THE Zero-G/Xfonic Vocal Library IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF USE OR PERFORMANCE OF THE Zero-G/Xfonic Vocal Library REMAINS
WITH YOU. ZERO-G/XFONIC DOES NOT AND CANNOT WARRANT THE PERFORMANCE OR RESULTS YOU MAY OBTAIN BY USING
THE Zero-G/Xfonic Vocal Library OR DOCUMENTATION.
THIS WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL WARRANTIES, CONDITIONS, TERMS, UNDERTAKINGS AND OBLIGATIONS IMPLIED BY
STATUTE, COMMON LAW, CUSTOM, TRADE USAGE, AND COURSE OF DEALING OR OTHERWISE, ALL OF WHICH ARE HEREBY
EXCLUDED BY THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW
G. LIMITATION OF LIABILITY
NEITHER ZERO-G/XFONIC NOR ITS SUPPLIERS, DEALERS, DISTRIBUTORS, AGENTS OR EMPLOYEES, WILL BE LIABLE FOR (a)
ANY INDIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OF ANY SORT, SUCH AS DAMAGES FOR LOST PROFITS,
BUSINESS INTERRUPTION OR LOSS OF DATA ARISING OUT OF THE USE OF THE Zero-G/Xfonic Vocal Library OR ARISING OUT
OF THE USE OF THE SINGING SYNTHESIS GENERATED BY IT, WHETHER OR NOT ZERO-G/XFONIC HAS BEEN NOTIFIED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR (b) FOR ANY CLAIM BY ANY OTHER PARTY.
H. GENERAL TERMS
All rights not expressly granted to you hereunder concerning the Zero-G/Xfonic Vocal Library or the Synthesized Singing are reserved
by Zero-G/Xfonic Limited. 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. ZERO-G/XFONIC may terminate this License at any time by
delivering notice to you and you may terminate this License at any time by destroying or erasing or uninstalling your copy of the Zero-G/
Xfonic Vocal Library. Upon termination, you agree to destroy all copies of the Zero-G/Xfonic Vocal Library in your possession. In the
event of termination, the following sections of this License will survive: D, E, F and G. This License is personal to you and you agree not
to assign your rights herein. Title, ownership rights, and intellectual property rights in the Zero-G/Xfonic Vocal Library and any copies
thereof shall remain in ZERO-G/XFONIC and/or its suppliers. You agree to abide by international copyright law.
The Zero-G/Xfonic Vocal Library is provided with restricted rights. In the event of any conflict between any provision of this Agreement
and any applicable law, the provision or provisions of this Agreement affected shall be modified to remove such conflict and permit
compliance with such law, and as so modified this Agreement shall continue in full force and effect. This Agreement shall be governed
by the laws of England and shall be subject to the exclusive jurisdiction of the English courts without reference to conflicts of laws
principles.
I. ACKNOWLEDGEMENT:
You acknowledge that you have read this LICENSE and Limited Warranty, understand them and agree to be bound by their terms and
conditions. You also agree that the LICENSE and Limited Warranty are the complete and exclusive statement between the parties and
supersede all other communications between the parties relating to the subject matter of the LICENSE or the Limited Warranty.
ZERO-G(R) is a registered trademark of ZERO-G Ltd. in the UK and/or other countries.
XFONIC is a trademark of Xfonic Limited.
YAMAHA(®) and VOCALOID(TM) are trademarks or registered trademarks of Yamaha Corporation in Japan and other countries.
Zero-G/Xfonic Ltd constantly monitors other soundware and software releases to check for copyright infringements, and will prosecute
all piracy and copyright violations to the fullest extent of the law.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS LICENSE OR THIS LIMITED WARRANTY, PLEASE EMAIL OUR CUSTOMER SERVICE
DEPARTMENT AT: info@xfonic.com or fax to: +44-1503-240989.
Copyright ©2010 Xfonic Limited/ZERO-G Limited. All rights reserved.

