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エンドユーザー使用許諾契約書
このエンドユーザーライセンス契約 ( 以下「EULA」 ) は、ソフトウェアの著作者である「AMPLE SOUND」とお客様との間の
法的契約です。「本ソフトウェア」とは、承認された提供元によりお客様に提供され、AMPLE SOUND によりお客様に使用許
諾される AMPLE SOUND コンピュータ‧プログラムおよびアップグレードを意味します。「認定販売元」とは (i) AMPLE
SOUND、または (ii) お客様が本ソフトウェアを取得した AMPLE SOUND 正規販売代理店、販売店またはシステムインテグレー
タをいいます。「アップグレード」とは、本ソフトウェアおよびそのバックアップコピーのすべての更新、アップグレード、
バグ修正、エラー修正、機能強化およびその他の修正を意味します。

本契約書および補足的なライセンス条項は、お客様による本ソフトウェアの使用に適用されます。

1. 規約の受諾

本ソフトウェアを使用することにより、お客様は、EULAの条項に拘束されることに同意したものとみなされます。お客様が特
定の法人として本EULAを締結する場合、お客様は、当該法人を拘束する権限を有することを言明するものとします。お客様が
かかる権限を有しない場合、またはEULAの条件に同意しない場合、お客様または法人のいずれも本ソフトウェアを使用する
ことはできず、お客様が本ソフトウェアを取得した日から30日以内に返品のために認定販売元に返送することができます。お
客様の返品および返金の権利は、お客様が本ソフトウェアの最初のエンドユーザーである場合にのみ適用されます。

2. ライセンス

適用される料金の支払いおよび本 EULA の遵守を条件として、AMPLE SOUND はお客様に対し、お客様ご自身の業務のために
のみ、本ソフトウェアおよび付属文書のオブジェクトコード版を、権利および付属文書に従って使用するための限定的、非独
占的かつ譲渡不能なライセンスを許諾するものとします。当社は、お客様に対し、お客様が認定販売元から取得した本ソフト
ウェアのみを使用する権利を許諾します。当社からお客様にエンドユーザーとしての登録を要求した場合、お客様の使用権
は、登録が完全かつ正確である場合にのみ有効です。

本ソフトウェアの使用許諾期間が定められている場合、お客様の使用許諾は、記載された期間中のみ有効です。本ソフトウェ
アを使用するお客様の権利は、本ソフトウェアがダウンロードまたはインストールできるようになった日に開始され、本契約
に従って終了されない限り、指定期間の終了まで継続されます。

3. 評価版ライセンス

お客様が本ソフトウェアのライセンスを取得し、またはAMPLE SOUND製品を評価目的またはその他AMPLE SOUNDが認める
限定的、一時的な使用のために受け取った場合、お客様の評価製品の使用は、ライセンスキーによって制限される期間または
AMPLE SOUND が書面で別途定める期間のみ許可されるものとします。ライセンスキーまたは書面により評価期間が指定され
ていない場合、評価用ライセンスの有効期間は、本ソフトウェアがお客様に提供された日から30日間とします。評価期間終了
までに評価用製品を返却しない場合または使用停止しなかった場合は、評価用製品の定価を請求させていただきます。評価用
製品は、明示黙示を問わず、いかなる種類のサポートまたは保証もなく、現状有姿で使用許諾されます。当社は、評価用製品
の使用から生じるいかなる責任も負わないものとします。お客様は、評価用製品のベンチマークテストの結果について、当社
の書面による承諾を得ずに公表することはできません。お客様は、評価用製品の使用に関連して当社に提供されたフィードバ
ックまたはアイデアを当社が利用することを許諾するものとします。

4. 所有権

本ソフトウェア (その複製、改良、強化、二次的著作物および変更物を含む )に関するすべての知的財産権は、当社またはその
ライセンス供給元に帰属します。本ソフトウェアを使用するお客様の権利は、本EULAによって明示的に許諾されたものに限ら
れます。本ソフトウェアおよび関連する知的財産権に関する他のいかなる権利も許諾または黙示されるものではありません。
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5. 制限および制約

お客様は、第三者に対して以下の行為を行わないものとし、また行うことを認めないものとします。

a. ( 下記第12条に明示的に定めた場合を除き ) EULAに基づくお客様の権利を他の個人または法人に譲渡、サブライセン
ス、または移転することは、当社によって書面により明示的に許可された場合を除きます。

b. 本ソフトウェアまたは付属文書の修正、翻案または二次的著作物の作成。
c. 下記第 16 条に定めた場合を除き、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、解読、逆アセンブ
ル、またはその他のソースコードの導出を試みること。

d. アプリケーションサービスプロバイダーとして、またはレンタル、サービスビューロー、クラウドサービス、ホステ
ィングサービス、その類似サービスに限らず、ソフトウェアの機能を第三者が利用できるようにすること。

e. フィジカル∕バーチャルを問わず、特定のデバイス用にライセンスされたソフトウェアを使用すること。ただし、当
社の書面による明示的な許諾がある場合はこの限りではありません。

f. ソフトウェア上またはソフトウェア内の製品識別、著作権、所有権、知的財産権に関する通知またはその他のマーク
を削除、変更、または隠蔽すること。

6. ソフトウェアの第三者による使用

お客様は、本契約に基づきお客様に許諾された本ソフトウェアを、 (i) お客様のために、 (ii) お客様ご自身の業務のためにの
み、かつ (iii) 本契約を遵守して使用する場合、第三者にその使用を許諾することができます。お客様は、当該第三者による本
EULAの違反についてお客様が責任を負うことに同意するものとします。

7. 限定保証および免責

a. 限定保証

AMPLE SOUND は、本ソフトウェアがお客様の使用のために提供された日から90日間のうち、いずれか長い方の期
間、本ソフトウェアが該当するマニュアルに実質的に適合することを保証します。この保証は、本ソフトウェアまた
は本ソフトウェアの使用が許可された以外の機器に適用されません。 (i) 当社または当社の認定販売元以外によって変
更された場合、 (ii) 当社の指示に従ったインストール、操作、修理または保守が行われなかった場合、(iii) 異常な物理
的または電気的ストレス、異常な環境条件、誤用、過失または事故にさらされた場合、 (iv) 認定販売元が購入価格ま
たはライセンス料の支払いを受けない、ベータ、評価、テストまたはデモ目的その他の状況でライセンスされた場
合、または (v) 認定販売元によって提供されていない場合、本保証は適用されません。当社は、本ソフトウェアまたは
お客様のデータを修正、削除、損傷または不能にするように設計されたいかなるウィルス、プログラムまたはプログ
ラミング機構のないソフトウェアをお客様に提供するよう合理的な努力を行います。

b. 排他的救済

AMPLE SOUND の選択と費用により、AMPLE SOUND は、不適合なソフトウェアの修理、交換、または支払われたラ
イセンス料の払い戻しを行います。この救済措置は、お客様が保証期間内にお客様の承認源に書面で不適合を報告す
ることを条件とします。認定販売元は、この救済措置の条件として、お客様にソフトウェアおよび∕またはドキュメ
ンテーションを返却するよう求めることができます。本条は、保証に基づくお客様の唯一の救済手段です。

8. 免責

上記に明示された場合を除き、当社およびそのライセンサーは、本ソフトウェアを現状有姿で提供し、明示、黙示、
法定を問わず、商品性、特定目的への適合性、デザイン、状態、容量、性能、権利、および非侵害に関する保証、条
件、その他の条項に限らず一切の保証を明確に拒絶します。当社は、本ソフトウェア、または本ソフトウェアが使用
されている機器、システム、ネットワークに侵入または攻撃に対する脆弱性がないことを保証しません。
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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: mpsales@crypton.co.jp) までお問い合わせください。

9. 責任制限と排除

当社または当社のライセンサーは、以下の事項について、その責任の所在の如何を問わず、また、本ソフトウェアの使用また
は使用不能に起因するか否かを問わず、たとえ当事者がかかる損害の可能性を知らされていたとしても、一切責任を負いませ
ん。(a) 間接的、付随的、懲罰的、特別または結果的損害、 (b) データの損失または破損、事業の中断または損失、 (c) 収益、
利益、信用または予期された販売または貯蓄の損失。当社、その関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤーお
よびライセンサーがお客様に対して負うすべての責任は、保証、契約、不法行為 (過失を含む )、その他に起因するか否かにか
かわらず、クレームの原因となったソフトウェアについてお客様が認定販売元に支払ったライセンス料金を超えないものとし
ます。本ソフトウェアに関するこの責任制限は累積的なものであり、逐次的なものではありません。本契約のいかなる規定
も、適用法の下で制限または排除できない責任を制限または排除するものではありません。

10. ソフトウェアのアップグレードと追加コピー

本EULAの他の規定にかかわらず、お客様は、アップグレードを取得する時点において、以下の条件を満たさない限り、アップ
グレードを使用することはできません。

a. 本ソフトウェアのオリジナルバージョンに対する有効なライセンスを既に有しており、当該ライセンスを遵守してお
り、かつ、アップグレードのために適用される料金を支払っていること

b. お客様によるアップグレードまたはコピーの使用を、お客様が所有またはリースするデバイス上での使用に限定する
こと

c. ドキュメントに別段の定めがない限り、バックアップのみを目的として追加のコピーを作成および使用すること ( バ
ックアップは復元を目的としたアーカイブに限定されるものとします )。

11. 監査

本ソフトウェアの使用許諾期間中およびその満了または終了後3年間、お客様は、本EULAの遵守を確認するのに十分な、お客
様の本ソフトウェアの使用に関する完全かつ正確な記録を維持するための合理的な手段を講じるものとします。お客様
は、12ヶ月に一度以上、AMPLE SOUND およびその監査人が、合理的な事前通知をした上で、お客様の通常の営業時間内に、
当該記録、該当する帳簿、システム( AMPLE SOUND製品またはその他の機器を含む)およびアカウントを調査する権利を有す
るものとします。監査によりライセンス料の過少支払いが明らかになった場合、お客様は、書面による通知を受領してから30
日以内に、当該ライセンス料に監査に要した合理的な費用を加えた金額を支払うものとします。

12. 期間と終了

本契約は、解除されるまで、または該当する使用許諾期間もしくはサブスクリプション期間が終了するまで有効です。お客様
は、本ソフトウェアの使用を中止し、またはすべてのコピーを破棄することにより、いつでもEULAを終了させられます。本契
約は、お客様が本契約の条項に違反した場合、またはお客様が適用されるライセンス料のいずれかの部分の支払いを怠り、お
客様が通知から30日以内にその支払い違反を是正しない場合には、直ちに終了するものとします。本契約の終了と同時に、お
客様は、お客様が所有または管理している「ソフトウェア」のすべての複製物を破棄するものとします。

13. 譲渡

お客様は、現行のAMPLE SOUND Relicensing/Transfer Policyに従ってのみ、本EULAの権利を他の個人または法人に譲渡する
ことができます。上記に従わない譲渡の試みは無効であり、何の効果もないものとします。
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END USERR LICENSE AGREEMENT (EULA)
[Company Name: AmpleSound]

[Software Name: Ample Guitar]

This End-user License Agreement (EULA) is a legal agreement between [Hiroshi Yoshimura] and the mentioned author
[AmpleSound] of the Software identified above. “Software” means the AmpleSound computer programs and any Upgrades
made available to you by an Approved Source and licensed to you by AmpleSound. “Approved Source” means (i)
AmpleSound or (ii) the AmpleSound authorized reseller, distributor or systems integrator from whom you acquired the
Software. “Upgrades” means all updates, upgrades, bug fixes, error corrections, enhancements and other modifications to
the Software and the backup copies thereof.

This agreement, any supplemental license terms govern your use of the Software.

1. Acceptance of Terms. By using the Software, You agree to be bound by the terms of the EULA. If you are entering
into this EULA on behalf of an entity, you represent that you have authority to bind that entity. If you do not have
such authority or you do not agree to the terms of the EULA, neither you nor the entitymay use the Software and
it may be returned to the Approved Source for a refund within thirty (30) days of the date you acquired the
Software. Your right to return and refund applies only if you are the original end user licensee of the Software

2. License. Subject to payment of the applicable fees and compliance with this EULA, AmpleSound grants You a limited,
non-exclusive and non-transferable license to use object code versions of the Software and the Documentation solely
for Your internal operations and in accordance with the Entitlement and the Documentation. AmpleSound licenses You
the right to use only the Software You acquire from an Approved Source. In the event that AmpleSound requires You to
register as an end user, Your license is valid only if the registration is complete and accurate.

If the Software is licensed for a specified term, Your license is valid solely for the applicable term in the Entitlement. Your
right to use the Software begins on the date the Software is made available for download or installation and continues
until the end of the specified term, unless otherwise terminated in accordance with this Agreement.

3. Evaluation License. If You license the Software or receive AmpleSound product(s) for evaluation purposes or other
limited, temporary use as authorized by AmpleSound, Your use of the Evaluation Product is only permitted for the period
limited by the license key or otherwise stated by AmpleSound in writing. If no evaluation period is identified by the
license key or in writing, then the evaluation license is valid for thirty (30) days from the date the Software is made
available to You. You will be invoiced for the list price of the Evaluation Product if You fail to return or stop using it by the
end of the evaluation period. The Evaluation Product is licensed “AS-IS” without support or warranty of any kind,
expressed or implied. AmpleSound does not assume any liability arising from any use of the Evaluation Product. You
may not publish any results of benchmark test run on the Evaluation Product without first obtaining written approval
fromAmpleSound. You authorize AmpleSound to use any feedback or ideas You provide AmpleSound in connectionwith
Your use of the Evaluation Product.

4. Ownership. AmpleSound or its licensors retain ownership of all intellectual property rights in and to the Software,
including copies, improvements, enhancements, derivative works and modifications thereof. Your rights to use the
Software are limited to those expressly granted by this EULA. No other rights with respect to the Software or any related
intellectual property rights are granted or implied.

5. Limitations and Restrictions. You will not and will not allow a third party to:
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a. transfer, sublicense, or assign Your rights under this license to any other person or entity (except as expressly
provided in Section 12 below), unless expressly authorized by AmpleSound in writing;

b. modify, adapt or create derivative works of the Software or Documentation;
c. reverse engineer, decompile, decrypt, disassemble or otherwise attempt to derive the source code for the Software,
except as provided in Section 16 below;

d. make the functionality of the Software available to third parties, whether as an application service provider, or on a
rental, service bureau, cloud service, hosted service, or other similar basis unless expressly authorized by
AmpleSound in writing; e. use Software that is licensed for a specific device, whether physical or virtual, on another
device, unless expressly authorized by AmpleSound in writing; or

e. remove, modify, or conceal any product identification, copyright, proprietary, intellectual property notices or other
marks on or within the Software;

6. Third Party Use of Software. You may permit a third party to use the Software licensed to You under this EULA if such
use is solely (i) on Your behalf, (ii) for Your internal operations, and (iii) in compliance with this EULA. You agree that you
are liable for any breach of this EULA by that third party.

7. Limited Warranty and Disclaimer.

a. Limited Warranty. AmpleSound warrants that the Software will substantially conform to the applicable
Documentation for the longer of (i) ninety (90) days following the date the Software ismade available to You for your
use. This warranty does not apply if the Software or any other equipment upon which the Software is authorized to
be used: (i) has been altered, except by AmpleSound or its authorized representative, (ii) has not been installed,
operated, repaired, ormaintained in accordancewith instructions supplied by AmpleSound, (iii) has been subjected
to abnormal physical or electrical stress, abnormal environmental conditions, misuse, negligence, or accident; (iv)
is licensed for beta, evaluation, testing or demonstration purposes or other circumstances for which the Approved
Source does not receive a payment of a purchase price or license fee; or (v) has not been provided by an Approved
Source. AmpleSound will use commercially reasonable efforts to deliver to You Software free from any viruses,
programs, or programming devices designed to modify, delete, damage or disable the Software or Your data.

b. Exclusive Remedy. At AmpleSound option and expense, AmpleSound shall repair, replace, or cause the refund of the
license fees paid for the non-conforming Software. This remedy is conditioned on You reporting the non-
conformance in writing to Your Approved Source within the warranty period. The Approved Source may ask You to
return the Software, and/or Documentation as a condition of this remedy. This Section is Your exclusive remedy
under the warranty.

c. Disclaimer.

Except as expressly set forth above, AmpleSound and its licensors provide Software “as is” and expressly
disclaim all warranties, conditions or other terms, whether express, implied or statutory, including without
limitation, warranties, conditions or other terms regarding merchantability, fitness, for a particular
purpose, design, condition, capacity, performance, title, and non-infringement. AmpleSound does not
warrant the Software or any equipment, system or network on which the Software is used will be free of
vulnerability to intrusion or attack.

8. Limitations and Exclusions of Liability. In no event will AmpleSound or its licensors be liable for the following,
regardless of the theory of liability or whether arising out of the use or inability to use the Software or otherwise, even if
a party been advised of the possibility of such damages: (a) indirect, incidental, exemplary, special or consequential
damages; (b) loss or corruption of data or interrupted or loss of business; or (c) loss of revenue, profits, goodwill or
anticipated sales or savings. All liability of AmpleSound, its affiliates, officers, directors, employees, agents, suppliers
and licensors collectively, to You,whether based inwarranty, contract, tort (including negligence), or otherwise, shall not
exceed the license fees paid by You to any Approved Source for the Software that gave rise to the claim. This limitation
of liability for Software is cumulative and not per incident. Nothing in this Agreement limits or excludes any liability that
cannot be limited or excluded under applicable law.
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9. Upgrades and Additional Copies of Software. Notwithstanding any other provision of this EULA, You are not
permitted to use Upgrades unless You, at the time of acquiring such Upgrade:

a. already hold a valid license to the original version of the Software, are in compliance with such license, and have
paid the applicable fee for the Upgrade; and

b. limit Your use of Upgrades or copies to use on devices You own or lease; and
c. unless otherwise provided in the Documentation, make and use additional copies solely for backup purposes,
where backup is limited to archiving for restoration purposes.

10. Audit. During the license term for the Software and for a period of three (3) years after its expiration or termination, You
will take reasonable steps to maintain complete and accurate records of Your use of the Software sufficient to verify
compliance with this EULA. No more than once per twelve (12) month period, You will allow AmpleSound and its
auditors the right to examine such records and any applicable books, systems (including AmpleSound product(s) or
other equipment), and accounts, upon reasonable advanced notice, during Your normal business hours.. If the audit
discloses underpayment of license fees, You will pay such license fees plus the reasonable cost of the audit within thirty
(30) days of receipt of written notice.

11. Term and Termination. This EULA shall remain effective until terminated or until the expiration of the applicable
license or subscription term. You may terminate the EULA at any time by ceasing use of or destroying all copies of
Software. This EULA will immediately terminate if You breach its terms, or if You fail to pay any portion of the applicable
license fees and You fail to cure that payment breachwithin thirty (30) days of notice. Upon termination of this EULA, You
shall destroy all copies of Software in Your possession or control.

12. Transferability. You may only transfer or assign these license rights to another person or entity in compliance with the
current AmpleSound Relicensing/Transfer Policy. Any attempted transfer or, assignment not in compliance with the
foregoing shall be void and of no effect.


