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エンドユーザー使用許諾契約書

1. 前文
このエンドユーザーライセンス契約 ( 以下「EULA」 ) は、お客様と Embertone, LLC. ( 以下「EMBERTONE」 ) との間の法的な
契約を示すものです。EMBERTONE 製品をダウンロードおよびインストールすることにより、お客様は本 EULA 内に提示され
ている諸条件に同意したものとみなされます。以下の条件に同意されない場合は、EMBERTONE 製品をインストールしたデー
タ記憶装置からすべてのEMBERTONE製品を削除する必要があります。

2. 同意
お客様が「accept ( 同意する )」ボタンをクリックし、当社のソフトウェアをインストールまたは使用した時点で、お客様は本
契約に拘束されることに同意し、本契約の当事者となったものとみなされます。本契約のすべての条項に同意されない (または
遵守できない ) 場合、お客様は本ソフトウェアのいかなる部分の使用も許可されず、またいかなるライセンスも有しません。
さらに、お客様は、所有者に対して、本契約を締結できる法定年齢に達しており、その条件を完全に遵守することを表明する
ものとします。

3. ソフトウェアライセンス
当社のソフトウェアは、お客様の個人的な使用、オーディオ、音声作品、音楽のキュー、アレンジメント、モックアップ、お
よび一般的な作曲、およびオーディオビジュアル作品での使用のみを目的としています。お客様は、本ソフトウェアの権利を
第三者に販売、サブライセンス、共有、または譲渡することはできません。お客様は、本ソフトウェアの逆コンパイル、リバ
ースエンジニアリング、または逆アセンブルおよびそれに準ずる行為を行うことはできません。本ソフトウェアのすべてのコ
ード、データ、画像、音声、テキスト、画面、インターフェース、派生物、その他すべての要素を含むがこれに限定されない
本ソフトウェアは、本契約で明示的に認められた場合を除き、コピー、共有、再販、レンタル、リース、任意のコンピュータ
システムおよびネットワークへのアップロード、 ( 電子的またはその他の ) 配布、またはその他の利用ができないものとしま
す。所有者は、本ソフトウェアおよびその派生物に具現化されたすべての知的財産権を含む、本ソフトウェアに関するすべて
の権利、権原および利益を留保します。お客様と EMBERTONE の間において、「ソフトウェア」、それに付随するオーディオ
サンプル、グラフィックス、名称、ロゴ、商標、スクリプト、および機能は、「オーナー」の独占的財産であり、本契約で規
定されたハードウェアおよびソフトウェアでの使用に限り、お客様に対してライセンスされ、販売されるものではありませ
ん。明示的に許諾されていないすべての権利は、所有者が独占的に留保します。

オーディオサンプルのライブラリ ( 以下「サンプル」 ) は、本ソフトウェアの 1つの要素です。これらのサンプルは、楽器およ
びサウンドデザイン要素としての使用、ならびに楽曲の開発への統合または使用のためのツールとして、お客様が本ソフトウ
ェアと共に使用するためにのみ提供されます。サンプルは、ここに明示的に規定されている場合を除き、再販、再許諾、また
はその他の方法で配布することはできません。

EMBERTONE のサウンドサンプルを商業用レコーディング、音楽、サウンドデザイン、ポストプロダクション、またはその他
のクリエイティブなコンテンツに埋め込むのに特別な許可は必要ありません。ただし、本契約では、当社の書面による明示的
な同意なしに、他の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の制作に EMBERTONE ライブラリを使用するこ
とを明示的に禁止します。

お客様は、以下のことを行うことはできません。

‒ EMBERTONE製品またはオーディオサンプルを含むものをサーバーやTorrentサイトにアップロードまたは配布すること。
‒ EMBERTONE製品のオーディオサンプルまたはパッチを使用して、他のサンプルライブラリを作成すること。
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4. 契約期間および契約の終了
本契約で付与されたライセンスは、契約が解除されるまで有効です。お客様は、本ソフトウェア ( 関連文書がある場合はそれ
も含む ) を破棄することにより、いつでも本契約を永久に終了させることができます。EMBERTONE は、お客様が本契約のい
ずれかの条項または条件に従わない場合、本契約で付与されたライセンスを直ちに終了させる権利を有します。本契約書にお
いてお客様に付与されたライセンスは、第3項に違反した場合、自動的に終了します。理由の如何を問わず本契約が終了した場
合、お客様は直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、すべてのコンピュータ、ハードディスク、ネットワークおよびその他の
記憶媒体から本ソフトウェアのすべてのコピーを破棄し、削除しなければならないものとします。第3項および第5〜9項は、本
契約の終了後も有効に存続するものとします。

5. 免責事項
お客様は、お客様が本ソフトウェアを使用した場合、EMBERTONE がいかなる責任も負わないことに同意するものとします。
お客様は、本ソフトウェアの使用および本契約の条項の不遵守に起因する第三者からのクレーム、損害、責任、費用および手
数料 (正当な弁護士費用を含む )からオーナーを補償し、損害を与えないものとします。

6. 保証
本ソフトウェアは、いかなる種類の保証もなく現状有姿で提供されます。法律で認められる最大限の範囲において、
EMBERTONE は、継続的なパフォーマンス、非侵害、および商品性および特定目的への適合性に関する、黙示の保証を含むが
これに限定されない、すべての保証を明示的に放棄するものとします。本ソフトウェアの使用またはパフォーマンスから生じ
るすべてのリスクは、お客様が負うものとします。いかなる場合においても、オーナー、その役員、取締役、代理人、および
∕または従業員は、本契約または本ソフトウェアの使用または使用不能から生じるいかなる結果的、偶発的、間接、特別また
は懲罰的損害 ( 利益、機会またはその他の金銭的損失の損失を含むが、これに限定されない ) に対しても、たとえEMBERTONE
がかかる損害の発生する可能性を通知されていた場合でも責任を負わないものとします。一部の州∕管轄区域では、結果的損
害または偶発的損害に対する責任の排除または制限を認めていないため、上記の制限はお客様に適用されない場合がありま
す。

7. 譲渡の禁止
本契約はお客様に対するものです。お客様には本契約を譲渡する権利はなく、これに反する行為や行動は無効であり、効力を
持たないものとします。EMBERTONE は、本契約を譲渡し、本契約に基づく義務の一切を委任する権利を明示的に留保しま
す。また、本契約は、両当事者の排他的な利益のためにのみ存在し、本契約に基づく第三者の受益者が存在しないことを意図
しています。

8. 責任の制限
いかなる場合においても、本契約に基づく EMBERTONE の責任は、本ソフトウェアに対して支払われた価格を超えないものと
します。

9. 一般条項
本契約は、当事者間の主題に関する完全な合意を表すものであり、当事者間のすべての事前の合意および表明に優先するもの
です。本契約は、両当事者によって締結された書面によってのみ修正することができます。本契約のいずれかの条項が何らか
の理由で執行不能とされた場合、当該条項は、執行可能であるために必要な範囲においてのみ修正されるものとします。お客
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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。

様または第三者による本契約の違反に対して管理者が対処しなかったとしても、それは権利放棄を意味するものではなく、当
該違反またはその後の違反に対する管理者の権利を制限するものではありません。

本契約は、ノースカロライナ州法に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとします。本契約に基づき発生する訴訟について
は、ノースカロライナ州ウェーク郡ローリーに所在する州裁判所または連邦裁判所を唯一かつ排他的な司法権および裁判地と
するものとします。お客様は、本書により、かかる裁判所の規則に従った手続の送達に同意するものとします。本契約に基づ
く紛争において勝訴した当事者は、その費用および弁護士報酬を受け取る権利を有するものとします。各当事者は、本契約に
おける保証の否認、責任および救済の制限が本契約の重要な交渉の基礎であり、それらが本契約の下で各当事者が提供すべき
対価の決定および本契約を締結するという各当事者の決定に考慮および反映されていることを認識および同意するものとしま
す。

本契約に関するご質問は、下記の住所までお送りください。いかなる通知または通信も、かかる住所に前払いの配達証明付郵
便で送付された場合にのみ有効となります。

本書は、2018年5月25日に更新されました。
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Embertone's End User License Agreement

1. INTRODUCTION
This EndUser License Agreement ("EULA") represents a legal contract between you and Embertone LLC. By downloading and
installing any Embertone Product, you are acknowledging your agreement to the terms and conditions presentedwithin this
EULA. If you do not agree to the following terms and conditions, you must remove all Embertone products from any data
storage devices on which you have installed it.

2. CONSENT
When you click the “accept” button, when you install or use our software, you are consenting to be bound by, and are
becoming a party to this agreement. If you do not agree to (or cannot complywith) all of the terms of this agreement, youwill
not be authorized to use or have any license to any part of the software. Additionally, you are representing to owner that you
are of legal age to enter into this agreement and will fully comply with its terms.

3. SOFTWARE LICENSE
Our Software is intended only for your personal use, in the development of audio sound, spoken work, music cues,
arrangements, mockups, and general composition, and for use in audiovisual works. You are not permitted to sell,
sublicense, share, or transfer rights to the Software to any third party. You may not, for example, and not in limitation,
decompile, reverse engineer, or disassemble the Software. The Software, including, but not limited to, all code, data, images,
sounds, text, screens, interfaces, derivative works and all other elements of the Software may not be copied, shared resold,
rented, leased, uploaded to any computer system and/or network, distributed (electronically or otherwise), or otherwise
used except as expressly authorized hereunder. Owner retains all right, title and interest in and to the Software including all
intellectual property rights embodied therein and derivatives thereof. As between you and Owner, the Software and
accompanying Audio Samples, Graphics, Name, Logo, Trademarks, Scripting and Features are and remain the exclusive
property of Owner, and are licensed, not sold, to you for use in your hardware and software only as provided in this
Agreement. All rights not expressly granted are reserved exclusively by Owner.

A library of audio samples (the “Samples”) are one element of the Software. These Samples are provided for your use only
with the Software, for use as musical instruments and sound design elements, and as tools for integration into, or use in
development of musical compositions. Samples are not to be resold, sublicensed, or otherwise distributed, except as
expressly provided herein.

There is no special permission needed to embed Embertone sound samples into your commercial recordings, music, sound
design, post production, or other creative content. However, this license expressly forbids the use of any Embertone library
in the production of any other sample library or virtual instrument without our express written consent.

You are NOT allowed to:

‒ Upload or distribute any Embertone product or the containing audio samples to any server or torrent site.
‒ Use any Embertone products’ audio samples or patches to create other sample libraries.
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4. TERM AND TERMINATION
The license granted in this Agreement is effective until terminated. You may permanently end the license at any time by
destroying the Software (including the related documentation, if any). Owner will have the right to terminate the license
granted herein immediately if you fail to comply with any term or condition of this Agreement. The license granted to you
herein will terminate automatically upon any breach of Section 3. Upon termination of this Agreement for any reason, you
shall immediately stop using the Software and shall destroy and remove from all computers, hard drives, networks, and
other storage media all copies of the Software. Sections 3 and Sections 5 through 9 shall survive termination of this
Agreement.

5. INDEMNITY
You agree that Owner shall have no liability whatsoever for any use you make of the Software. You shall indemnify and hold
harmless Owner from any third party claims, damages, liabilities, costs and fees (including reasonable attorney fees) arising
from your use of the Software as well as from your failure to comply with any term of this Agreement.

6. WARRANTY
The software is provided “as is” without warranties of any kind. to the maximum extent permitted by law, owner expressly
disclaims all warranties, including without limitation, warranties of continuous performance, non infringement, and any
implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The disclaimer of all warranties constitutes an
essential and material part of this agreement the entire risk arising out of the use or performance of the software rests with
you. In no event will owner, its officers, directors, agents, and/or employees, be liable for any consequential, incidental,
indirect, special, or punitive damages whatsoever (including, without limitation, damages for loss of profits, opportunities,
or other pecuniary loss) arising out of this agreement or the use of or inability to use the software even if owner has been
advised of the possibility of such damages. Because some states/jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of
liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you.

7. NON-TRANSFER AGREEMENT
This Agreement is solely for you You have no right to assign or otherwise transfer this Agreement and any action or conduct
in violation of the foregoing shall be void andwithout effect. Owner expressly reserves the right to assign this Agreement and
to delegate any of its obligations hereunder. The parties further intend that this Agreement is solely for the exclusive benefit
of the parties and there are no third party beneficiaries hereunder.

8. LIMITATION OF LIABILITY
Under no circumstances will Owner’s liability hereunder exceed the price paid for the Software.

9. GENERAL
This Agreement represents the complete agreement concerning the subject matter between the parties and supersedes all
prior agreements and representations between them. This Agreement may be amended only by a writing executed by both
parties. If any provision of this Agreement is held to be unenforceable for any reason, such provision shall be reformed only
to the extent necessary to make it enforceable. The failure of Owner to act with respect to a breach of this Agreement by You
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or others does not constitute a waiver and shall not limit Owner’s rights with respect to such breach or any subsequent
breaches. This Agreement shall be governed by and construed under North Carolina law. The sole and exclusive jurisdiction
and venue for actions arising under this Agreement shall be the State or federal courts located in Raleigh,Wake County, North
Carolina. You hereby agree to service of process in accordance with the rules of such courts. The party prevailing in any
dispute under this Agreement shall be entitled to its costs and legal fees. Each party recognizes and agrees that the warranty
disclaimers and liability and remedy limitations in this Agreement are material bargained for bases of this Agreement and
that they have been taken into account and reflected in determining the consideration to be given by each party under this
Agreement and in the decision by each party to enter into this Agreement. Questions concerning this Agreement should be
sent to the address set forth below. Any notices or correspondences will only be effective if sent by prepaid Certified Mail,
Return Receipt Requested, to such address.

This document was updated on May 25, 2018


