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エンドユーザー使用許諾契約書
ソフトウェアをインストールすることで、AUDIOTHING Ltd.のエンドユーザーライセンス契約に同意したものとみなされます。

これは、非独占的な、単一ユーザーのライセンスです。

このエンドユーザー使用許諾契約書 (以下「本契約」「EULA」 )は、AUDIOTHING Ltdとお客様との間で締結されるものです。

【重要】本ソフトウェアをインストールする前に、この使用許諾契約書をよくお読みください。AUDIOTHING Ltd. ソフトウェ
アを使用することにより、お客様は本契約に同意するものとします。AUDIOTHING Ltd. ソフトウェアは、第三者からのソフト
ウェアまたはコンポーネント (以下「第三者ソフトウェア」 )と共に配布されることがあります。本ソフトウェアの使用には、
本契約の条項が適用されます。

本契約の条項に同意しない場合、本ソフトウェアをインストールしないで下さい。

1. 限定使用ライセンス

本ソフトウェアは、AUDIOTHINGまたはそのサードパーティソフトウェアサプライヤー(以下「供給元」)が、本契約に規定され
た条件での使用のみを目的として、最初のエンドユーザーに使用許諾するものであり、販売するものではありません。お客様の
ソフトウェアが AUDIOTHING の認定するディーラーまたは販売店を通じて購入された場合、ライセンサーである AUDIOTHING
は、エンドユーザーライセンシーであるお客様に対し、ソフトウェア ( コンピュータソフトウェア、アップデートおよびその後
配信されるバグフィックス、関連メディア、印刷物および「オンライン」または電子マニュアルを含む ) の非独占的使用ライセ
ンスを付与します。

2. 所有権

本ソフトウェアは、AUDIOTHING またはその供給元が所有するものであり、著作権法、国際条約の規定、ならびにその他の知
的財産権に関する法および条約によって保護されています。AUDIOTHING ( またはその供給元 ) は、本ソフトウェアおよびすべ
てのコピーに対する権原および所有権、ならびに明確に付与されていない権利を保持します。本契約は、本ソフトウェアおよ
び関連文書の使用に関する一定の権利のみをお客様に付与するものであり、お客様がこれらの条件に従わない場合、これらの
権利は失効することがあります。

3. 本ソフトウェアのインストールおよび使用に関する制限

(i) 許可される使用と制限

お客様は、お客様の社内業務用途またはお客様個人の楽しみのために、3台以下のコンピュータに本ソフトウェアをイン
ストールすることができますが、本ソフトウェアを再配布したり、他人のコンピュータに電子的に転送したり、タイムシ
ェアリングやサービスビューロで運用したりすることはできません。

(ii) リバースエンジニアリングおよびコピーの制限

お客様は、バックアップ ( およびバックアップコピーの紛失または破損に備えたバックアップコピーの交換 ) の目的に限
り、本ソフトウェアのコピーを1部作成することができます。ただし、バックアップコピーには、元の媒体に含まれるすべ
ての著作権が有されるものとします。お客様は、本ソフトウェアまたはその一部を修正、転換、翻案、リバースエンジニ
アリング、逆コンパイル、他製品への流用、または逆アセンブルしてはなりません (ただし、準拠法によりリバースエンジ
ニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルが明示的に許可されている場合は、その限りではありません )。
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(iii) 技術的制限

本ソフトウェアには、本ソフトウェアの許諾外使用を防止または検出するために設計された技術的手段が含まれている場
合があります。これらの技術的手段の回避は、制限の如何に関わらず、準拠法が明示的に許可する範囲を除いて、禁止さ
れます。技術的制限を回避しようとする試みは、本ソフトウェアまたは特定の機能を使用不能または不安定にし、本ソフ
トウェアの更新またはアップグレードを妨げる可能性があります。

(iv) 再構成の禁止

本ソフトウェアは、本ソフトウェアと共に提供された自動インストールプログラムによって設定された方法、または
AUDIOTHING のドキュメンテーションに記載された方法でインストールおよび使用することのみが許可されています。お
客様は、本ソフトウェアに含まれるコンポーネントを分離したり、本ソフトウェアの使用に関する技術的制限を回避する
ため、またはその他ライセンスの範囲を超える目的で本ソフトウェアを再構成することはできません。

4. 輸出およびレンタルの制限

お客様は、本ソフトウェアまたはその中のいかなる権利も、いかなる個人または団体にも輸出、譲渡、貸与、サブライセン
ス、またはその他の方法で配布することはできないものとします。

5. ライセンスの譲渡

本EULAに別段の定めがある場合を除き、第三者が本EULAに書面で同意し、かつ本ソフトウェアのすべての使用を中止し、か
つインストールされた本ソフトウェアのすべての複製物をコンピュータから完全に削除する限り、あるいは本ソフトウェアが
ダウンロードによって購入されなかった場合、オリジナルのデータストレージを削除するか第三者に転送する ( 法律によりこ
れ以上の保存義務がない場合 ) 限り、本ライセンス取得者は譲渡料を支払ってソフトウェアを第三者に再販売するか永久に譲
渡できるものとします。フリーウェア製品、無料ボーナス製品、景品用コピーを含むNFR ( 非再販用 ) コピーは、再販できませ
ん。

お客様からAUDIOTHING に登録されたメールアドレス宛に依頼があり、譲渡代金が支払われたとき、AUDIOTHING は本製品の
ライセンスファイルを第三者に譲渡すると同時に、購入したソフトウェアに関するお客様の登録を削除します。現在の最新の
譲渡手数料は、こちらのアドレスhttps://www.audiothing.net/eula/transfer-fees/ でご確認いただけます。

6. プライバシー

本ソフトウェアは、自動的にインターネットに接続し、バージョンアップやお知らせを確認します。コンピュータのデータや
個人情報を収集することはありません。詳細については、当社のプライバシーポリシー ( https://www.audiothing.net/
privacy/ ) をお読みください。

7. 対象外製品

AUDIOTHING とその供給元は、「デモ」「限定リリース」「プレリリース」「ローン」「ベータ」「テスト」として指定され
たソフトウェアを含む無償のソフトウェアについて、いかなる保証も行いません。本ソフトウェアは「現状有姿」で提供され
ます。

8. 責任の制限

AUDIOTHING とその供給元は、本ソフトウェアの使用または使用不能、あるいは本ソフトウェアの性能または操作に起因また
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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。

は関連する、いかなる種類または性質の間接的、特別、付随的または派生的損害についても、たとえAUDIOTHINGまたはその
サプライヤーがかかる損害の可能性について知らされていたとしても、利益の喪失、使用の喪失、事業の中断、データの喪失
またはファイルの喪失を含むがこれに限らないいかなる請求、損失、または損害についても、契約、不法行為、過失または製
造物責任にかかわらず、お客様に対していかなる責任も負わないものとします。また、契約、不法行為 ( 過失を含む ) 、その他
を問わず、すべての損害、損失、訴因に対する AUDIOTHING のお客様への救済総額は、お客様が本ソフトウェアに対して支払
った金額を超えないものとします。

9. 解除

お客様が本条件に著しく違反した場合、法律で認められている範囲内で、AUDIOTHING が有する他の権利を損なうことなく、
AUDIOTHINGはお客様のライセンスを終了させることができます。

10. サードパーティのソフトウェアと情報

本EULAは、AUDIOTHING が配布するサードパーティソフトウェアに適用されます。AUDIOTHING は、サードパーティ製品お
よびサービスに関する情報 ( 他者が運営するウェブサイトへのリンクを含みます ) を含むことがありますが、AUDIOTHING
は、それらのサードパーティの情報に対して責任を負わず、また保証もしません。

11. その他

本契約は、ソフトウェアおよびドキュメンテーションの使用に関する当事者間の完全な合意を構成し、かかる主題に関する書
面または口頭での過去または同時期のすべての理解または合意に取って代わるものです。本契約の修正または変更
は、AUDIOTHINGの正当な権限を有する代表者によって署名された書面でない限り、拘束力を持ちません。

本契約に関するご質問は、AUDIOTHING Ltd. (Office 309, 4-5 Burton Hall Road, Dublin 18, Ireland, +353-83-4461981 mobile,
www.AudioThing.net web ) までご連絡ください。

Copyright ©2011-2019 AudioThing Ltd. All rights reserved.

最終更新日 : 2019年10月1日
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AudioThing Ltd ‒ End-User License Agreement
By installing the software, you confirm your acceptance of the AudioThing Ltd End User License Agreement.

This is a non-exclusive, single-user License.

This End User License Agreement (“Agreement”) is between AudioThing Ltd and you. IMPORTANT ‒ PLEASE READ THIS
LICENSE AGREEMENT CAREFULLY BEFORE INSTALLING THIS SOFTWARE. By using the AudioThing Ltd Software you accept
these terms. The AudioThing Ltd Software may be distributed with software or components from third-parties (“Third-Party
Software”). Use of Third-Party Software is also subject to the terms of this EULA.

If you do not accept these terms, do not use the software provided with this installation.

1. Limited Use License. The Software is licensed, not sold, by AudioThing or its Third-Party Software suppliers (“Suppliers”)
to the original end user for use only on the terms set forth in the Agreement. If and only if your Software is purchased
through a AudioThing Authorized Dealer or Distributor, AudioThing, as Licensor, grants you, as an end user Licensee, a
non-exclusive license to use the Software (which includes computer software, updates and any bug fixes subsequently
delivered and associated media, printed materials and “online” or electronic documentation).

2. Title. The Software is owned by AudioThing or its Suppliers as applicable, and is protected by copyright laws and
international treaty provisions, as well as other intellectual property laws and treaties. AudioThing (or its Suppliers, as
applicable) retains title to and ownership of the Software and all copies, as well as any rights not specifically granted.
This Agreement only gives you certain rights to use the Software and related documentation, which may be revoked if
you do not follow these terms.

3. Limited Rights to Install and Use the Software.

(i) Permitted use and restrictions. You may install the Software into the memory of no more than three computers for
your internal business use or your own personal enjoyment, but may not redistribute or electronically transfer the
Software to someone else’s computer or operate it in a time-sharing or service-bureau operation.

(ii) Reverse engineering and copying limitations. You may make one copy of the Software for backup purposes only
(and replacement backup copies in the event of loss of or damage to a backup copy), provided you include all copyright
notices contained on the original media on the backup copy. You may not modify, translate, adapt, reverse engineer,
decompile, create other works from, or disassemble the Software or any portions thereof (except and to the extent that
applicable law expressly permits reverse engineering, decompilation or disassembly).

(iii) Technical limitations. The Software may include technological measures that are designed to prevent or detect
unlicensed use of the Software. Circumvention of these technological measures is prohibited, except and only to the
extent that applicable law expressly permits, despite this limitation. Any attempt to circumvent technical limitations
may render the Software or certain features unusable or unstable, andmay prevent you from updating or upgrading the
Software.

(iv) No reconfiguration. The Software is licensed for installation and use only in the manner it was provided to you, as
configured by an automated installation program provided with the Software, or as described in AudioThing’s
Documentation. Youmay not separate the components contained in the Software or otherwise reconfigure the Software
to circumvent technical limitations on the use of the Software or to otherwise exceed the scope of your license.

4. Export and Renting Restrictions. You may not export, convey, rent, sublicense, or otherwise distribute the Software or
any rights therein to any person or entity.
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5. 5. License Transfer. Except if otherwise stated within this EULA, Licensee may resell the software to a third party or
transfer the software permanently by paying a Transfer Fee, provided the third party agrees inwritingwith this EULA and
Licensee ceases all use of the software, completely removes all installed copies of the software from its computer and ‒
if the software was not purchased via download ‒ deletes or transfers the original data storage to the third party (if
Licensee is not obliged to a longer storage by law). NFR (not for resale) copies, including freeware products, free bonus
products, and giveaway copies, cannot be resold.

Following respective request from Licensee via its email address registered with AudioThing, and payment of the
Transfer Fee, the license file of the Product will be transferred by AudioThing to the third party, and at the same time the
registration of Licensee for the software purchased will be deleted. The current and updated Transfer Fee can be found
at this address https://www.audiothing.net/eula/transfer-fees/

6. The Software automatically connects to the internet to check for version updates and notifications. No computer data
or personal information is collected. For full details, please read our privacy policy at https://www.audiothing.net/
privacy/

7. Excluded Products. AudioThing and its Suppliers give NO warranty for Software free of charge, including Software
designated as “demo”, “limited release,” “pre-release,” “loan,” “beta” or “test.” This Software is provided “AS IS.”

8. Limitation of Liability. AUDIOTHING AND ITS SUPPLIERS SHALL HAVE NO LIABILITY TO YOU WHETHER IN CONTRACT,
TORT, NEGLIGENCEORPRODUCTS LIABILITY, FOR ANY CLAIM, LOSS, ORDAMAGE, INCLUDINGBUTNOT LIMITED TO LOST
PROFITS, LOSS OF USE, BUSINESS INTERRUPTION, LOST DATA, OR LOST FILES, OR FOR ANY INDIRECT, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE WHATSOEVER ARISING OUT OF OR IN
CONNECTIONWITHTHEUSEOFOR INABILITY TOUSE THE SOFTWAREORDOCUMENTATION, OR THEPERFORMANCEOR
OPERATION OF THE SOFTWARE, EVEN IF AUDIOTHING OR ITS SUPPLIERS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT SHALL AUDIOTHING’S
TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES, LOSSES, AND CAUSES OF ACTION WHETHER IN CONTRACT, TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU FOR THE SOFTWARE.

9. Termination. To the extent permitted by law, andwithout prejudice to any other rights AudioThingmay have, AudioThing
may terminate your license if you materially breach these terms and conditions.

10. Third-Party Software and Information. This EULA governs any Third-Party Software distributed by AudioThing.
AudioThingmay include information about third party products and services, including links to Web sites run by others.
AudioThing is not responsible for, and does not endorse or sponsor, this third-party information.

11. Miscellaneous. This Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the use of the
Software and Documentation, and supersedes all prior or contemporaneous understandings or agreements, written or
oral, regarding such subjectmatter. No amendment to ormodification of this Agreementwill be binding unless inwriting
and signed by a duly authorised representative of AudioThing.

Should you have any questions concerning this Agreement, please contact AudioThing Ltd at Office 309, 4-5 Burton Hall
Road, Dublin 18, Ireland, +353-83-4461981 mobile, www.AudioThing.net web.

Copyright ©2011-2019 AudioThing Ltd. All rights reserved.

Last updated on October 1, 2019


