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Cinematic Samples使用許諾契約書
本契約書は、Cinematic Samples Worldwide Pty Ltdがエンドユーザーに提供するCinematic Studio Strings, Cinematic Studio
Piano, Cinematic Studio Solo Strings, Cinematic Studio Brass、及び関連ソフトウェア、オーディオコンテンツ、その他知的財
産の使用に関して規定するものです。いかなる理由でも返金には応じられませんので、CINEMATIC STUDIO SERIES 製品を購
入、ダウンロード、インストール、ご使用になる前に本契約の条件をよく読んでください。

1. ライセンス
CINEMATIC STUDIO SERIES ( 以下「本ソフトウェア」 ) を使用する権利は、お客様一個人に対して許諾されます。本ソフトウ
ェアは、購入されたオリジナルエンドユーザー (以下「お客様」 )に対して使用許諾されるものであり、販売されたものではあ
りません。Cinematic Samples Worldwide Pty Ltd ( 以下「CSWPL」 ) は、関連するすべての知的財産、サンプル、プログラ
ム、オーディオデモ、付属ドキュメントを含む本ソフトウェア製品の所有権を、永久に、すべての管轄区域において留保しま
す。CSWPLが所有する本ソフトウェアの著作権と知的財産権は、関連する全ての著作権法、及び条約で保護されています。

お客様は、本エンドユーザー使用許諾書 (以下「本契約」といいます )に定められている条項に従い、本ソフトウェアをダウン
ロードし、使用する権利が許諾されます。商用∕非商用を問わず、また追加ライセンス料をCSWPLへ払う必要なく、本ソフト
ウェアを楽曲、効果音、放送製作に使用する事ができます。本条項に記載されている楽曲と効果音の使用許諾については、教
育ライセンスにも同様に適用されます。

2. 承諾
お客様が本製品をダウンロード、インストール、使用する際に [ACCEPT( 承諾 )] ボタンをクリックした時点で、お客様は本契
約のすべての条項に同意したものとみなされ、本契約の当事者となります。本契約のすべての条項に同意されない場合は
[Decline( キャンセル )]ボタンをクリックし、本製品をダウンロード、インストール、使用または複製しないでください。

3. 制限
いかなる時、いかなる状況においても、次にあげるお客様の行為は固く禁じられています : (a) 本ソフトウェアを改造するこ
と、または本ソフトウェア∕付属の書類を基に派生品を作成すること、(b) 本ソフトウェアの一部でも抜き出し、以下を含みま
すがそれを限りとせず、商用目的に利用するサンプリング‧ライブラリ、ソフトウェア音源などの派生品を作成すること、(c)
本ソフトウェアのライブラリ、またはファイルを一部でも抜き出し、改造、または他製品に組み込むこと、(d) ループ、及びフ
レーズ素材を販売すること、(e) 逆コンパイル、リバースエンジニア、逆アセンブル、あるいは本ソフトウェアのソースコード
の解明を試みること。

4. 複製∕譲渡の制限
第 1 条項と同様、本使用許諾は 1 人のユーザーに付与されます。同じ登録ユーザはそのハードディスクから複製を作成し、そ
のユーザーの製作システム内で使用するマシンにインストールすることができます。バックアップおよび再インストールの目
的のために 3 つ目の複製を作成し、保存することができます。本契約は、アプリケーションの共有使用を可能にするシステム、
マルチユーザーネットワーク、またはマルチユーザーを可能にするコンピュータの構成またはシステム上への本ソフトウェア
製品のインストールを許可するものではありません。複数コピーの使用またはインストールは、ソフトウェア製品の各コピー
および各ユーザーを対象とする適切なライセンス契約であるスタジオ∕マルチユーザーライセンス契約をお客様が取得した場
合にのみ許可されます。

お客様は、本契約に基づく権利および義務を譲渡したり、本ソフトウェア製品の複製、再配布、担保設定、販売、賃貸、リー
ス、サブライセンス、またはその他の方法で権利を移動することはできません。
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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。

5. 保障免責∕責任制限
CSWPLが書面で明示的に合意した場合を除き、CSWPLは、明示黙示にかかわらず、事実または法律に基づくいかなる保証 (本
契約に規定されている以外の商品性または特定目的への適合性の黙示的保証を含みますが、これに限定されません ) も行いま
せん。CSWPL は、ソフトウェア製品がお客様の要件を満たし、お客様の特定の使用条件下で動作することを保証するものでは
ありません。CSWPL は、本ソフトウェア製品の動作が安全であること、エラーがないこと、中断がないことを保証するもので
はありません。お客様は、本ソフトウェア製品がお客様の要求を満たすかどうかを購入前に判断する必要があり、本ソフトウ
ェア製品がお客様の要求を満たさないために発生した損失について、お客様が単独で責任とすべての費用を負担します。

CSWPL は、いかなる場合においても、コンピュータまたは情報記憶装置におけるデータの損失について、一切の責任を負いま
せん。CSWPL 、その取締役、従業員、または代理人は、本契約、または本ソフトウェア製品の提供、実行、インストール、使
用から生じるいかなる種類の金銭的またはその他の損害について責任を負いません。適用される司法管轄区によってCSWPLが
黙示的な保証を放棄する能力が制限される場合、この放棄は許可される最大限の範囲で有効となります。

6. 救済および損害の制限
CSWPL による本契約の違反があった場合、お客様への救済措置は、本ソフトウェアの修正、または交換に限られます。救済措
置として本ソフトウェアを修正、または交換するかの選択は、CSWPL の裁量で決定されます。交換用として、本ソフトウェア
と同等の機能を持つ本ソフトウェアのコピーをお客様に提供する権利は CSWPL が留保しています。CSWPL が本ソフトウェア
の交換用を提供できない場合、または修正を施せない場合のお客様への唯一の救済措置は、本ソフトウェア製品の購入価格
を、出荷および処理費用を除いて返金することですが、返金の付与はCSWPLの裁量に委ねられています。作為または不作為に
関わらず、本契約に対するお客様の違反に起因するすべてのクレーム、判決、義務、費用から、お客様は CSWPL を免責し補償
することに同意するものとします。

7. 準拠法、管轄地、訴訟費用
本契約、及び本ソフトウェアに関する当事者間のその他すべての契約は、現在または将来発生するものであれ、オーストラリ
アの法律に準拠し、解釈され、各当事者はオーストラリア裁判所の非独占的管轄権に従うものとします。

8. 分離可能性
本契約書の一部または全部の条項が管轄権を有する裁判所によって執行不能または無効であると判断された場合においても、
本契約の基本条項が合法で執行可能である限り、本契約の残りの条項の有効性、適法性、及び施行可能性は、一切その影響を
受けず有効なまま存続するものとします。
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Cinematic Studio Series End User Licence Agreement
This Cinematic Studio Series End User Licence Agreement governs the use of Cinematic Studio Strings, Cinematic Studio
Piano, Cinematic Studio Solo Strings, Cinematic Studio Brass, and all associated software, audio content and other
intellectual property provided by Cinematic SamplesWorldwide Pty Ltd to the end user. Please read carefully and accept the
terms and conditions of this license agreement before purchasing, downloading, installing and using any Cinematic Studio
Series product. Please note that we do not provide refunds for any reason, including change of mind, inability to use the
library, or the user’s system not meeting minimum requirements.

1. Licence Agreement
This licence to use Cinematic Studio Series (hereafter the “Software Product”) is granted to a single user only. The Software
Product is licensed, and not sold, to the purchaser (hereafter “Licensee” or “you/your”). Cinematic Samples Worldwide Pty
Ltd (hereafter “CSWPL”) retains ownership of the Software Product, including all associated intellectual property, recorded
and sampled sounds, programming, audio demos and accompanying documentation, in perpetuity and in all jurisdictions.
CSWPL owns the copyright and all intellectual property rights in the Software Product, which is protected by all relevant
copyright laws and treaties.

The Licensee is licensed to download and use the Software Product, subject to the terms and conditions of this End User
License Agreement (“Agreement”), for both non-commercial and commercial use in the creation, production and broadcast
of music and sound effects, without the payment to CSWPL of any additional fees or the requirement for attribution. This
permission to use music and sound effects created with the Software Product extends equally to educational licences.

2. Acceptance
YOU, THE LICENSEE, MUST ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT BY SELECTING THE
“ACCEPT” OPTIONBEFORE DOWNLOADING, INSTALLING ANDUSING THE SOFTWARE PRODUCT. YOUMUST AGREE TO ALL OF
THE TERMSOF THIS AGREEMENT BEFORE YOUDOWNLOAD THE SOFTWARE PRODUCT. IF YOUDONOT AGREE TO ALLOF THE
TERMS OF THIS AGREEMENT, YOU MUST SELECT “DECLINE” AND YOU MUST NOT DOWNLOAD, INSTALL, USE OR COPY THIS
SOFTWARE PRODUCT.

3. Restrictions to Alteration and Use of Software Product
The Licensee is NOT permitted, at any time, or under any circumstances, to modify the Software Product or create any
derivative work of the Software Product or its accompanying documentation. Material may not be extracted and used in
isolation in any way and derivative works include but are not limited to commercially available samples, new sample
libraries, or virtual (digital) instruments. You may NOT alter or extract any files or libraries in any portion of the Software
Product NOR incorporate them into any other software or hardware. The Software Product may be used for the purposes of
creating music for commercial purposes, but the sale of short isolated phrases or loops is NOT permitted. Furthermore, you
may NOT decompile, “reverse-engineer”, disassemble, or otherwise attempt to derive the source code for the Software
Product.

4. Restrictions on Copy or Transfer
As in paragraph 1, the license is granted to a single user. A second copy may be made by the same registered user from their



CINEMATIC STUDIO SERIES製品共通
ソフトウェア使用許諾契約書ページ4/4

©クリプトン‧フューチャー‧メディア株式会社

MAR 2022 issue

hard drive and installed on a subsequent machine for their own use. A third copy may be made and stored for the purposes
of back-up and reinstallation. THIS AGREEMENT DOES NOT PERMIT THE INSTALLATION OF THE SOFTWARE PRODUCT ON A
SYSTEM THAT ALLOWS SHARED USE OF APPLICATIONS, ON A MULTI-USER NETWORK, OR ON ANY CONFIGURATION OR
SYSTEM OF COMPUTERS THAT ALLOWS MULTIPLE USERS. Multiple copy use or installation is only allowed if you obtain an
appropriate licensing agreement, a Studio/ Multi User License Agreement, which covers each copy and each user of the
Software Product.

The Licensee may NOT assign their rights and obligations under this Agreement, or copy, redistribute, encumber, sell, rent,
lease, sub-license, or otherwise transfer their rights to the Software Product.

5. Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability
Unless otherwise explicitly agreed in writing by CSWPL, CSWPL makes no warranties, express or implied, in fact or in law,
including but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose other than as set
forth in this agreement. CSWPLMAKESNOWARRANTY THAT THE SOFTWARE PRODUCTWILLMEET YOURREQUIREMENTSOR
OPERATE UNDER YOUR SPECIFIC CONDITIONS OF USE. CSWPL makes no warranty that operation of the Software Product
will be secure, error free, or free from interruption. You must determine prior to purchase whether the Software Product
meets your requirements and you bear sole responsibility and all expense for any loss incurred due to failure of the Software
Product tomeet your requirements. CSWPLwill not, under any circumstances, be responsible or liable for the loss of data on
any computer or information storage device. CSWPL, its directors, employees or agents will not be liable for damages of any
kind, financial or otherwise, resulting from this agreement, or from the furnishing, performance, installation or use of the
Software Product. To the extent that the applicable jurisdiction limits CSWPL’s ability to disclaim any impliedwarranties, this
disclaimer shall be effective to the maximum extent permitted.

6. Limitation of Remedies and Damages
Your remedy for a breach of this Agreement by CSWPL is limited to the correction or replacement of the Software Product.
Whether to correct or replace Software Product shall be solely at the discretion of CSWPL. CSWPL reserves the right to
substitute a functionally equivalent copy of the Software Product as a replacement. If CSWPL is unable to provide a
replacement or substitute Software Product or corrections to the Software Product, your sole alternative remedy shall be a
refund of the purchase price for the Software Product exclusive of any costs for shipping and handling. The granting of any
refund under these circumstances is however, totally at the discretion of CSWPL. You agree to indemnify and hold CSWPL
harmless from all claims, judgments, liabilities, expenses, or costs arising from your breach of this Agreement and/or acts or
omissions.

7. Governing Law, Jurisdiction and Costs
This Agreement and all other contracts between the parties hereto relating to the Software Product, whether now existing or
hereafter arising, shall be governed by and interpreted in accordancewith the laws of Australia and each party submits to the
exclusive jurisdiction of the Australian courts.

8. Severability
If any provision of this Agreement, or any portion thereof, is held to be unenforceable or invalid by a court of competent
jurisdiction, and provided that the fundamental terms and conditions of this Agreement remain legal and enforceable, the
remaining provisions and portions thereof shall be carried into effect.


