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エンドユーザー使用許諾契約書

重要 -本契約をお読みください

本製品をインストールすることにより、お客様は本使用許諾契約に拘束されることに同意したものとします。本使用許諾契約
書のコピーは www.makemusic.com で見ることができます。 MAKEMUSIC, Inc. は本契約の条項を随時変更することができま
す。規約が変更された場合、 MAKEMUSIC, Inc. はオンラインで通知を行います。また、変更内容は本規約に記載され、お客様
はいつでもmakemusic.comのウェブサイトの「Terms & Conditions」からアクセスすることができます。

本使用許諾契約の条件および制限に同意されない場合は、購入後30日以内に本製品パッケージ全体を購入場所に返却し、返金
を受けることができます(ただし、MAKEMUSIC, Inc.でキーカードを作成して製品を完全に認可していない場合に限ります)。
キーカードを作成したにも関わらず購入先から返金がない場合は、 MAKEMUSIC, Inc. のカスタマーサクセスに連絡し、返品承
認番号を取得してください。認証番号が発行されたら、購入日から30日以内に領収書を添えて本製品パッケージ全体を
MAKEMUSIC, Inc. に返品し、ソフトウェアの代金を返金してもらうことができます。ただし、 MAKEMUSIC, Inc. はソフトウェ
アの代金のみを払い戻し、税金や送料に関する費用は払い戻しいたしません。

1. 使用許諾の付与

適用されるライセンス料の支払いおよび本契約の条件に従い、 MAKEMUSIC, Inc. はお客様に対し、お客様が個人として所有す
る最大2台のコンピュータ、またはお客様が法人∕学校 ( バルク ) ライセンスパッケージを購入した場合は、お客様が支払った
台数のコンピュータで「ライブラリ」のコピーおよび付属の文書 (「文書」 )を使用する非独占かつ譲渡不能な権利を許諾しま
す。

2. 所有権

ライブラリは、著作権法および国際条約の規定によって保護されています。ライブラリに含まれるサウンド、サンプル、プロ
グラム、およびすべての著作権、特許、営業秘密、商標、その他の知的財産権は MAKEMUSIC, Inc. に帰属し、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。お客様がライブラリーを所有、インストール、または使用すること
によって、ライブラリーに含まれる知的財産の所有権がお客様に移譲されることはなく、お客様は本契約に明示的に規定され
ている場合を除き、ライブラリーに対するいかなる権利も取得することはありません。

3. 使用と制限

お客様は、音楽制作、公開演奏、その他の合理的な音楽目的のために、楽曲の中で本ライブラリーを使用することができま
す。お客様は、 MAKEMUSIC, Inc. に対価を支払うことなく、またさらなる許諾を得ることなく、自分の作曲した楽曲に本ライ
ブラリーを好きなだけ使用できます。ライブラリーの一部または全部を他の商用サンプル‧ライブラリーや競合製品に再利用
することはできません。

お客様は、このライブラリまたはコンテンツのいかなる方法においても、複製、コピー、配布、譲渡、アップロードまたはダ
ウンロード、取引、貸与、再発行または転売することを絶対に禁じられています。アーカイブ、コレクション、インターネッ
ト、バイナリグループ、ニュースグループ、リムーバブルメディア、ネットワークを通しての再配布はできません。ここに含ま
れるサウンドとサンプルは、 MAKEMUSIC, Inc. の書面による直接の同意なしに、編集、修正、デジタル変更、再合成、操作す
ることはできません。

本ライブラリーの使用権は、最初のエンドユーザーにのみ付与され、当社の書面による同意と追加料金の支払いがない限り、
または法律で認められていない限り、本ライブラリーを第三者に譲渡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。

4. 解除

本契約は、ライブラリのインストールと同時に有効となり、原則としてライブラリのすべての著作権が消滅するまで有効で
す。ただし、お客様が本契約の条項または制限に従わない場合、本契約は MAKEMUSIC, Inc. からの通知なしに終了するものと
します。本契約が終了した場合、お客様はライブラリおよびドキュメンテーションの全コピーを MAKEMUSIC, Inc. に返却しな
ければなりません。

5. その他

ユーザーは、テクニカルサポートを求める前にマニュアルを読み、システムが推奨される要件を満たしていることを確認する
ことに同意するものとします。

本契約は、コロラド州で締結された契約に適用されるコロラド州法に基づき解釈されるものとします。

保証の免責事項および限定保証
本ライブラリに収録されているサウンドは、同梱の ARIA PLAYER でのみ動作し、他のサンプラーでは動作しません。ライセン
ス提供者は、本ライブラリが記録されているメディアの内容がライセンシーの特定の目的に適合しない場合でも責任を負いま
せん。この商品がお客様のニーズに合っているかどうか、使用前にご確認ください。

本書に記載されている情報は、予告なく変更されることがあり、MAKEMUSIC, Inc. 側の義務責任を表すものではありません。

本ライブラリは、いかなる種類の保証もなく、現状有姿で使用を許諾されます。 MAKEMUSIC, Inc. およびその代理店、販売店
は、本製品の使用から生じるいかなる直接的、間接的、結果的な損失に対しても責任を負いません。

いかなる状況においても、またいかなる法理においても、不法行為、契約内容、その他を問わず、 MAKEMUSIC, Inc. またはそ
のサプライヤーは、お客様、その他の人物に対して、信用の損失、コンピュータの故障または誤動作、その他あらゆる損害ま
たは損失を含むがこれに限定されない、あらゆる特性の間接、特別、付随的、または結果的損害について責任を負うものでは
ありません。また、いかなる場合においても、本ソフトウェアのライセンスに対して弊社が請求したリスト価格を超える損害
について、たとえ弊社がそのような損害の可能性を知らされていたとしても、弊社は責任を負わないものとします。前述の規
定は、適用される法律で認められる最大限の範囲で執行可能であるものとします。
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IMPORTANT-READ THIS AGREEMENT!

BY INSTALLING GARRITAN HARPS, YOU AGREE TO BE BOUND BY THIS LICENSE AGREEMENT. A COPY OF THIS LICENSE
AGREEMENT CAN BE FOUND ON WWW.MAKEMUSIC.COM. From time to time, MakeMusic may change the terms in this
Agreement. When the terms are changed, MakeMusic will post a notice online. The changes also will appear in this
document, which you can access at any time through the makemusic.comwebsite in Terms & Conditions.

IF YOUDONOT AGREE TO THE TERMS AND LIMITATIONSOF THIS LICENSE AGREEMENT, promptly return the entire GARRITAN
HARPSpackage to the placewhere you purchased it within thirty (30) days of purchase to receive a refund, provided you have
not generated a key card with MakeMusic to fully authorize the product. If you have not generated a key card and are unable
to receive a refund from the place of purchase, you may contact MakeMusic, inc. Customer Success to obtain a return
authorization number. Once authorization is provided, you may return the entire GARRITAN HARPS package with a dated
receipt to MakeMusic, Inc. within thirty (30) days of original purchase for a refund for the software. MakeMusic, Inc. will only
refund the cost of the software and will not refund tax, or shipping related costs.

1. GRANT OF LICENSE. Subject to the payment of the applicable license fees, and subject to the terms and conditions of
this Agreement, MAKEMUSIC hereby grants to you a non-exclusive, non-transferable right to use a copy of the LIBRARY
and the accompanying documentation (the "DOCUMENTATION") on up to two (2) computers you personally own as a
private individual, or if you bought a Corporate/School (bulk) license package, the number of computers for which you
paid.

2. OWNERSHIP. The LIBRARY is protected by copyright laws and international treaty provisions. The sounds, samples,
programming and all copyrights, patents, trade secret rights, trademarks and other intellectual property rights in the
LIBRARY remain the property of MAKEMUSIC and are licensed (not sold) to you. Your possession, installation, or use of
the LIBRARY does not transfer to you any title in the intellectual property in the LIBRARY, and you will not acquire any
rights to the LIBRARY except as expressly set forth in the Agreement.

3. USE AND RESTRICTIONS. You can use the LIBRARY in music productions, public performances, and other reasonable
musical purposes within musical compositions. You can use the LIBRARY in your ownmusical compositions as much as
you like without any need to pay MAKEMUSIC or obtain further permission. No part or component of the LIBRARY can be
re-used in any other commercial sample library or any competitive product. You are absolutely forbidden to duplicate,
copy, distribute, transfer, upload or download, trade, loan, reissue or resell this LIBRARY or any of the contents in any
way to anyone. You cannot redistribute them through an archive, nor a collection, nor the Internet, nor a binaries group,
nor a newsgroup, nor any type of removable media, nor through a network. The sounds and samples contained herein
cannot be edited, modified, digitally altered, re-synthesized or manipulated without direct written consent of
MAKEMUSIC.

A right to use the LIBRARY is granted to the original end-user only, and this license is not transferable unless there is
written consent of MAKEMUSIC and possible payment of an additional fee, or as permitted by law.

4. TERMINATION. This License Agreement is effective upon installation of the LIBRARY and remains in effect until expiration
of all copyright interests in the LIBRARY, unless earlier terminated. This Agreement will terminate automatically without
notice from MAKEMUSIC if you fail to comply with any of the terms or limitations of this License Agreement. Upon any
termination youmust return all copies of the LIBRARY and the DOCUMENTATION to MAKEMUSIC.

5. MISCELLANEOUS. The user agrees to read themanual before seeking tech support and tomake sure their systemmeets
the recommended requirements.

This Agreement shall be interpreted under the laws of the State of Colorado applicable to contracts made in Colorado.

DISCLAIMER OF WARRANTY AND LIMITEDWARRANTY

The sounds in this LIBRARY will only work with the bundled ARIA Player. The LIBRARY will not work with any other sampler.
Licensor will not be responsible if the contents of the media on which the LIBRARY is recorded do not fit the particular
purpose of the Licensee. Please make sure before ordering this item that it meets your needs.

Information contained herein is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of
MAKEMUSIC.



MAKEMUSIC社 GARRITAN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

FEB 2022 issue

The LIBRARY IS licensed "as is" without warranties of any kind. Neither MAKEMUSIC nor any agent or distributor can be held
responsible for any direct, indirect, or consequential loss arising from the use of this product.

UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT, CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL
MAKEMUSIC OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE TO YOU OR TO ANY OTHER PERSON FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL,
COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR FOR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES. IN NO EVENTWILL MAKEMUSIC
BE LIABLE FOR ANY DAMAGES IN EXCESSOF THE LIST PRICEMAKEMUSIC CHARGES FOR A LICENSE TO THE SOFTWARE, EVEN
IFMAKEMUSIC HAS BEEN ADVISEDOF THE POSSIBILITY OF SUCHDAMAGES. The foregoing provisions shall be enforceable to
the maximum extent permitted by applicable law.

Copyright © 2001-2017 MAKEMUSIC, INC. All Rights Reserved


