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MIFTHS MEDIA LLCエンドユーザー使用許諾書
本エンドユーザー使用許諾契約（以下、「本契約」と言います）は、お客様個人、または単一の法人組織（以下総称して、「お客様」と言います）と
MIFTHS MEDIA LLC（以下、「In Session Audio」と言います）との間に締結される法的な契約です。In Session Audio が独占所有権を有する
本ソフトウェア音源製品（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、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）をご使用になる前に、以下の各条項を必ずお読みください。

本製品をインストールする際に表示される [ACCEPT( 承諾 )］ボタンをお客様がクリックした時点、もしくはお客様が本製品の一部でもインストー
ルまたは使用した時点で、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ます。本契約のすべての条項に同意されない場合（または同意
しかねる場合）は、[CANCEL( キャンセル )］ボタンをクリックし、本製品をインストールしないでください。この場合、お客様には本製品の使用
は一切許諾されません。本契約を有効化または執行する為に、別途書面による承認や同意は必要としません。本契約の諸条項は In Session Audio 
が提供しているものであり、お客様の承諾はこれら諸条項に対してのみ適用されるものであり、これら諸条項は In Session Audio の代表者からの
書面による明示的な承認なく変更されることはありません。お客様が [ACCEPT( 承諾 )］ボタンをクリックすることは、お客様が本契約を結ぶ法定
年齢に達しており、本契約の諸条項に完全に従うことを明言している事と同意になります。

使用許諾

お客様は本製品をオーディオ／ビジュアル作品用のサウンドや楽曲フレーズなどの制作の為に個人的に使用することができます。お客様が本製品を
第三者に販売、サブライセンス、譲渡、移転すること、あるいは本製品を第三者と共有することは禁止されています。また、法律によって特別に許可
された場合を除き、お客様が本製品に対して逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブルなどの行為をすることは禁止されています。本
製品（本製品のプログラムコード、データ構成、使用画像、使用サウンド、使用テキスト、スクリーン、インターフェース、派生物、その他本製品を
構成している要素をすべて含みますがそれを限りとせず）を、複製、再販売、共有、賃貸、担保、コンピュータシステムやネットワークへアップロー
ド、（電子的に、またはそれ以外の方法で）配布すること、或いは本契約において明確に許可されている以外の事に使用することは禁止されています。
In Session Audio は、本製品および本製品の派生品に付随する知的財産権を含め、本製品の全権利・所有権及び利益を保有しています。つまり本
製品および収録されているサウンド素材、画像、名前、ロゴ、商標、スクリプティングおよび機能もまた In Session Audio の独占的な財産であり、
お客様は本契約に従ってお持ちのハードウェアまたはソフトウェア上で本製品を使用する権利のみを獲得されたことになります。本契約において明確
に許諾されていない権利はすべて In Session Audio に留保されています。

本製品に収録されているサンプリング・サウンドライブラリ（以下「本サウンド素材」と言います）は本製品の一部です。お客様は本サウンド素材を
本製品と共に使用したり、楽曲を作成または楽曲に組み込む為に使用することができます。本契約において明確に許諾されていない限り、本サウン
ド素材を第三者に再販売・サブライセンスすること、配布することは禁止されています。

また、事前に In Session Audio から別途書面による許諾を得ずに、本サウンド素材を収録されている形のまま、テレビゲームの効果音／サウンド
トラックとしてや、ゲーム機、おもちゃなどの効果音などとして使用することはできません。尚、In Session Audio がそのような使用を許諾するか
どうかは、その都度 In Session Audio の自己裁量で決定できるものとします。さらに、サンプルを収録されている形のまま、または単一に抜き出
した状態で個別にライセンス可能な「ストライプ」、「作業部品」、および「要素」として販売、または配布することは禁止されています。

本製品は、最大 2 台までのシステムでオーソライズすることができます。追加オーソライズについてのリクエストは、In Session Audio の自由裁量
にて許可される場合があります。

契約期間／契約終了

本契約においてお客様に許諾される権利（以下「本ライセンス」といいます）は、本契約が終了するまで有効です。お客様は、本製品（付属文書があ
る場合はそれも含みます）及びその複製物のすべてを破棄することにより、いつでも本ライセンスを終了させることができます。お客様が本契約の条
項に違反した場合、In Session Audio は本ライセンスを即時終了させることができます。お客様が本契約の条項 3 に違反した場合、本ライセンス
はその時点で自動的に無効となります。何らかの理由により本契約が終了した場合、お客様は即座に本製品の使用を中止し、コンピュータ、ハードド
ライブ、ネットワーク、その他の保管メディアから本製品をすべて削除し、本製品及びその複製物のすべてを破棄しなくてはなりません。本契約が終
了した場合でも、本契約の条項 3、及び条項 5 から条項 9 の効力は有効に存続するものとします。

保証の放棄

本製品は、現状有姿のまま提供されるものであり、一切の保証はされておりません。In Session Audio は、法が許す最大限の範囲内において、性
能の持続保証、第三者の権利の非侵害、商品性あるいは特定の目的への適合性に関する黙示保証を含みますがそれを限りとせず、一切の保証をここ
に明確に放棄します。本条項（保証の放棄）は、本契約の最重要部分となります。

本製品の使用または動作により発生するリスクはすべてお客様が負うものとします。

In Session Audio（本条では In Session Audio の代理店も含みます）及びその取締役、役員、従業員は、本契約または本製品の使用・使用不能
に起因する 必然的・偶発的・間接的損害、特別損害、懲罰的損害に関して（利益や機会の損失、その他金銭的損失による損害も含みますがそれを限
りとせず）、たとえ In Session Audio がそのような損害が起こる可能性を知らされていたとしても、一切の責任を負いません。尚、いくつかの地域
においては必然的 または偶発的損害に対する責任の制限や除外が認められておらず、上記の制限がお客様に適用されない場合があります。
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免責

お客様は、お客様が本製品を使用した結果に関して In Session Audio には一切責任がないことに同意しているものとします。お客様は、お客様が
本製品を使用することやお客様が本契約の条件に違反することによって生じた第三者からのクレーム、損害、負債、費用や料金（妥当と思われる弁
護士費用を含みます）をすべて補償し、またそれにより In Session Audio に被害が及ばないようにすることとします。

責任の制限

如何なる理由や法的根拠があったとしても、In Session Audio の損害賠償責任の範囲は、お客様が本製品の購入する際に支払った金額を上限とし
ます。

譲渡／第三受益者の否認

本契約はお客様の個人的なものであり、お客様以外に適用されません。お客様は、本契約および本ライセンスを第三者へ譲渡したり移転することは
できません。たとえ勝手に譲渡したとしても、そのようなお客様の行為は認められず、無効になります。本契約を譲渡できる権利および本契約の義
務を第三者に移転できる権利は In Session Audio が保持しています。本契約の両当事者は、本契約が双方の独占的利益の為においてのみ存在し、
一切の第三受益者を認めないものとします。

全般

本契約書はお客様と In Session Audio の完全合意のもと成り立つものであり、本製品あるいは本契約において規定されている項目に関する事前
または同時期の全ての書面または口頭による了解事項、提言及び説明に優先するものです。本契約の修正及び変更は、書面にて、尚且つ本契約書の
当事者両名による署名がなされている場合を除き、一切の効力を持ちません。本契約書の一部条件が無効、または強制不可能とされた場合、その
部分以外の条件／条項に関しては引き続き完全なる効力を持ちます。本契約書は抵触法の原則には関係なくテネシ－州の法律に準拠します。テネシー
州、ウィルソン郡に準拠する州裁判所、または連邦裁判所が本契約に関する争議に対して判決を下す独占的な裁判権を有しており、故にお客様はそ
の裁判所の判決に従うものとします。勝訴した当事者は、その費用および適切な弁護士料金を回収する権利があります。

本製品と In Session Audio は、MIFTHS MEDIA LLC の商標であり、所有権、著作権は MIFTHS MEDIA LLC に帰属します。

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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MIFTHS MEDIA LLC - END USER LICENSE AGREEMENT

1.  IMPORTANT READ CAREFULLY: This End User License Agreement ("Agreement") is a legal and binding agreement between 
you (either an individual or a single entity) ("you" or "your") and MIFTHS MEDIA LLC ("Owner") that must accepted prior to 
your download and/or use of "Product" an audio development Virtual Instrument software tool that is and remains the sole 
property of Owner, as well as any documentation and updates thereto provided by Owner (collectively, the "Software").

2. WHEN YOU CLICK ON THE "ACCEPT" BUTTON OR WHEN YOU OTHERWISE INSTALL OR USE ANY PART OF THE 
SOFTWARE, YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY, AND ARE BECOMING A PARTY TO THIS AGREEMENT.  IF YOU DO 
NOT AGREE TO (OR CANNOT COMPLY WITH) ALL OF THE TERMS OF THIS AGREEMENT, CLICK THE "CANCEL" BUTTON, 
AND YOU WILL NOT BE AUTHORIZED TO USE OR HAVE ANY LICENSE TO ANY PART OF THE SOFTWARE.  WRITTEN 
APPROVAL OR CONSENT IS NOT A PREREQUISITE TO THE VALIDITY OR ENFORCEABILITY OF THIS AGREEMENT.  IF 
THESE TERMS ARE CONSIDERED AN OFFER BY OWNER, ACCEPTANCE IS EXPRESSLY LIMITED TO THESE TERMS 
WHICH ARE NOT SUBJECT TO CHANGE WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN CONSENT OF THE PRESIDENT OF OWNER. 
WHEN YOU CLICK ON THE "ACCEPT" BUTTON, YOU ARE REPRESENTING TO OWNER THAT YOU ARE OF LEGAL AGE TO 
ENTER INTO THIS AGREEMENT AND WILL FULLY COMPLY WITH ITS TERMS.

3. GENERAL SOFTWARE LICENSE.

 This copy of the Software is intended solely for your personal use in connection with development of audio sound, spoken 
work, and/or music sequences for use in audiovisual works.  You are not permitted to sell, sublicense, share, or otherwise 
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, without limitation, all code, data structures, 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.

 Use of unmodifi ed Samples appearing in isolation such as, but not limited to, in video game soundtracks, gaming machines, 
and/or toys (where they may appear in isolation or as naked sound effects) is not permitted without first obtaining a 
separate written license (which may be issued at the sole discretion of Owner).  In addition, 'naked' or isolated samples are 
not to be sold or distributed as individually licensable 'stripes,'  'work parts,' or 'elements.'

 The Software can be authorized on no more than 2 systems.  Additional authorizations by request may be permitted, at the 
discretion of MIFTHS MEDIA LLC.

4. TERM AND TERMINATION

 The license granted in this Agreement is eff ective until terminated hereunder.  You may terminate the license at any time 
by destroying the Software (including the related documentation, if any) together with all copies in any form.  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. DISCLAIMER OF WARRANTY
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 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, NONINFRINGEMENT, 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.

6. 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. 

7. LIMITATION OF LIABILITY.

 Under no circumstances and under no legal theory will Owner's liability hereunder exceed the price paid by you for the 
Software.

8. ASSIGNMENT; NO THIRD PARTY BENEFICIARIES

 This Agreement is personal to 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 and without eff ect.  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 benefi t of the parties and there are no third party benefi ciaries hereunder.  

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 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 Tennessee law.  The sole and exclusive jurisdiction 
and venue for actions arising under this Agreement shall be the State or federal courts located in Wilson or Davidson 
Counties of Tennessee.  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. 

10. COPYRIGHT INFORMATION

 2017 MIFTHS MEDIA LLC  All rights reserved.


