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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。

エンドユーザー使用許諾契約書
本ドキュメントは、BIG FISH AUDIOブランド製品に関するエンドユーザーライセンス契約です。

お客様は、BIG FISH AUDIO にロイヤリティを支払うことなく、弊社のループを使用して独自の作品を作成、制作、リリースす
ることができます。弊社の製品は「ライセンス‧フリー」または「ロイヤルティ‧フリー」です。これは、お客様が特定の製
品を購入する際に、弊社の製品を使用するためのライセンスを購入するためです。弊社の製品を使って作ることができないの
は、弊社が販売しているようなサンプルライブラリだけです。購入された弊社の製品を転売、貸与、レンタルすることはでき
ません。以下は、弊社の一般的な使用許諾契約のコピーです。

エンドユーザー使用許諾契約書

本製品に含まれるサンプルは、BIG FISH AUDIO によって個々のエンド‧ユーザーであるお客様にライセンスされるものであ
り、販売されるものではありません。この非独占的、譲渡不可能なライセンスは、BIG FISH AUDIO または BIG FISH AUDIO に
よって認可されたサプライヤーから合法的に作成された本製品のコピーを購入した、個人のエンドユーザーのみに対して付与
されます。

すべてのサンプルはBIG FISH AUDIOの所有物であり、ライセンスを受けたエンドユーザーは、作成した派生音楽作品の一部と
して、ライセンスされたサンプルを含むライブまたは録音されたパフォーマンスの作成にのみ使用することが許可されていま
す。このライセンスは、派生的な音楽作品の一部を除き、これらのサンプルの再販売、レンタル、ローン、ギフト、または転
送を、いかなる形式または媒体によっても明示的に禁止しています。

本サンプルは、改変されていないか、または派生作品の一部であるかにかかわらず、いかなるサンプルライブラリまたはバー
チャルインストゥルメント製品にも含めることはできません。本製品を音楽ライブラリ、または音楽ライブラリのカタログに
掲載することを目的とした音楽の作成に使用する場合、デモミックストラックファイルを使用したり、デモミックストラック
を再現することはできません。デモ用ミックストラックは、ファイル名に "demo" という単語が含まれています。製品によっ
ては、デモミックストラックファイルやデモファイルが含まれていないものもあります。

ここで明示的に許諾されていないすべての権利は、BIG FISH AUDIOが独占的に保有しています。
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End User License Agreement
End User License Agreement for Big Fish Audio brand products.

You can use our loops to create, produce, and release your own productions without paying Big Fish Audio any royalties. Our
products are "license free" or "royalty free" because you buy the license to use our products when you buy that specific
product. The only thing you are not able to make with our products is a sample library like the ones we sell. You can't resell,
loan, or rent any of the Big Fish products you have purchased. Below is a copy of our general license agreement:

End User License Agreement:

The samples contained herein are licensed, not sold to you, the individual end user, by Big Fish Audio. This non-exclusive,
non-transferable license is granted only to the individual end user who has purchased a lawfully made copy of this product
from Big Fish Audio or a distributor authorized by Big Fish Audio. All samples remain the property of Big Fish Audio and are
licensed only for use in the creation of a live or recorded performance that includes the licensed samples as part of a
derivativemusical work created by the licensed end user. This license expressly forbids resale, rental, loan, gift, or transfer of
these samples in any format or via any medium, except as part of a derivative musical work. The samples may not be
included, whether unmodified or as part of a derivative work, in any sample library or virtual instrument product. If you use
this product in the creation of amusic library, ormusic intended to be included in amusic library catalog, you cannot use the
demonstration mix track files or recreate the demonstration mix track, you can only use the other files to create a derivative
musical work. When present, the demonstrationmix track files contain the word “demo” in the file name. Some products do
not contain any demonstration mix track files or demo files. All rights not expressly granted herein are exclusively reserved
by Big Fish Audio.


