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BEST SERVICE 使用許諾契約書
本ソフトウェア／本サウンド素材（製品を構成する全てのソフトウェア、サウンド、関連メディア、プログラム、印刷物、オンライン上または電子的
に提供されるドキュメントを含みます）
（以下、総称して「本製品」と言います）を使用する前に、以下の本製品使用許諾契約書（以下「本契約書」
）
を必ずお読みください。本製品を使用された時点で、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。本契約書の諸条件に同意され
ない場合は、本製品をご 使用にならないでください。

本製品が Best Service 社制作の場合は、ドイツの著作権法が適用されます。一方、本製品が他社制作であり、Best Service 社が販売／配布
しているものに関しては、インストーラー、ユーザーマニュアル、または製作元のウェブサイトで公開されている使用許諾が本製品に適用されます。

本製品の使用権利は、本製品をご購入されたお客様にのみ許諾されます。サンプル、ループ、及びフレーズ素材を第三者が単体で入手可能な状
態にしない限り、メディア（ CD、DVD、Hard-drive、USB）
、及びデジタルダウンロードの購入者のみが自身の音楽制作、マルチメディア、映画、
ラジオ、ゲーム、ウェブ放送もしくは同様の制作物に本製品を使用する事ができます。

特に明記されていない場合、本製品の使用はお客様お一人にのみ許諾され、お客様個人で所有する最大２台までのコンピューターにインストール
することが可能です。しかし本製品を同時に起動し動作させることは禁止されています（例：デスクトップコンピューターとノートパソコンを両方
お持ちのお客様、など）
。

本製品を購入していない第三者のユーザーに対し、本製品をネットワーク上で共有することは禁止されています。ご依頼があれば、大体の Best
Service 社製品はサイドライセンス / ボリュームライセンスをご提供可能です。

不正にコピー、再製造（ 他フォーマットへ変換しての再製造を含む）
、貸借、賃貸、公演、放送、配布する事は固く禁止されています。Best
Service 社は、著作権が侵害されていないか他のサウンド関連製品を常に監視しており、海賊版及び著作権侵害に対しては、法律の及ぶ限り告
訴いたします。

Best Service 社のライセンス譲渡に関するポリシーは、こちらをご覧ください。
http://www.bestservice.de/en/reselling_of_our_products.html

NFR (Not For Resale)、DEMO、FREE と記載のある製品は、デモンストレーション、レビュー、検証用に使用されるのが目的であり、商用目
的で使用されるものではありません。

EDU(educational)products - EDU マークが記載されている製品に関しては、公認機関、それらの講師、児童、及び生徒が商業目的では なく
教育目的でのみ使用する事が可能です。EDU マークが記載されている製品は、
如何なる方法であれ再販売及び再配布する事が禁止されています。

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: mpsales@crypton.co.jp) までお問い合わせください。
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License Agreement
For software products produced by Best Service the German Copyright Act is effective. All other Software products sold and/
or distributed by Best Service are subject to the license agreement which is part of the respective software installer, the user
manual or published on the manufacturer´s web site.

The samples and programs contained in any software/library produced by Best Service are licensed to the buyer of the product
only. Only the purchaser of the media or download is authorized to use the sounds for his music-, multimedia-, film-, TV-, radio-,
games-, webcast- or similar production in musical context, and only as long as no isolated samples, loops or phrases become
available for a third party as a similar kind of sound file.

Unless otherwise indicated, all Best Service Products are licensed to“one single user”but may be installed on a maximum
of 2 computers at the same time, but not simultaneously operated (typically desktop computer & laptop owned by one single
person).

The software may not be used on a network by multiple users, unless each user has purchased a license. Side- and Volume
licenses are available for most of our products upon request.

Unauthorized copying, reproduction (including conversion and reproduction in other data formats), hire, rental, public
performance, broadcasting and distribution is expressly prohibited. Best Service constantly monitors other soundware releases
to check for copyright infringements, and will prosecute all piracy and copyright violations to the fullest extent of the law.

Information about reselling a Best Service product you will find here.
http://www.bestservice.de/en/reselling_of_our_products.html

Products marked as NFR (Not For Resale), DEMO or FREE, may only be used for demonstration, reviewing or testing, but not
for commercial production.

EDU (educational ) products – products marked as EDU may only be used by the authorized institution, their teachers,
pupils and students for education purposes but not for commercial production. EDU versions are not allowed to be resold or
distributed in any way.

