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MusicLab 使用許諾契約書
本 MusicLab 使用許諾契約 ( 以下「本契約」といいます）は、本製品を購入されたお客様（個人または法人のいずれであるかを問いません）と MusicLab 社との
間に締結される法的な契約です。本契約の諸条項に同意されない場合は、本製品をご使用にならないで下さい。

MusicLab ソフトウェア製品：
１．ライセンスの許諾
本契約は、お客様が上記に示された MusicLab ソフトウェア製品
（以下
「本ソフトウェア」といいます）のコピー 1 部を 1 台のコンピュータ上で使用すること許諾します。
本ソフトウェアを使用するコンピュータを特定する必要はありませんが、本ソフトウェアを " 実行する " のは一度に 1 台のコンピュータ上でのみとします。ただし、お
客様が本ソフトウェアのマルチ・ライセンスを所有している場合は、所有しているライセンスの数分だけ本ソフトウェアを同時に実行して使用することができます。本
ソフトウェアがコンピュータの一時的なメモリ（RAM メモリ）に読み込まれている、または永続的なメモリ（例えばハードディスク・ドライブ、CD-ROM、その他記
憶デバイス）にインストールされているということは、本ソフトウェアがコンピュータ上で " 使用されている／実行されている " ということを意味します。ただし、他
のコンピュータに送るということを唯一の目的としてネットワーク・サーバーにインストールしている場合は、" 使用している／実行している " という状態にはあたりま
せん。本ソフトウェアを使用するであろうユーザーの数が許諾されているライセンスの数を超える可能性がある場合は、お客様は妥当なシステムや手段を構じ、本ソ
フトウェアを同時に使用する人数がライセンス数を超えないようにしなければならないものとします。

２．著作権
本ソフトウェアは MusicLab 社の所有物であり、MusicLab 社は本ソフトウェアに関するすべての著作権を保持しています。従って、お客様は本ソフトウェアを他
の著作権物（例えば本や曲など）と同様に取り扱わなければなりません。ただし、本ソフトウェアのオリジナルをバックアップまたはアーカイブとして保管しておくこ
とを唯一の目的としてであれば、お客様は本ソフトウェアのコピーを 1 つだけハードディスク上に作成することができます。ただし、
本ソフトウェアに付属しているドキュ
メント類やマニュアルをコピーすることは禁止されています。

３．その他の制限
本契約書は、本契約において許諾されている権利を証明する、言わばお客様のライセンスの証拠となるものですので、大切に保管ください。お客様が本ソフトウェ
アを賃貸またはリースすることは禁止されています。お客様は、本契約に基づき本ソフトウェア、並びに全ての付属ドキュメントを譲渡することは禁止されています。
お客様が本ソフトウェアをリバース・エンジニア、逆コンパイル、逆アセンブルすることは禁止されています。

保証の放棄
本ソフトウェア及び付属ファイルはお客様に現状有姿のまま提供されるものであり、本ソフトウェア及び付属ドキュメントに対して商品性の黙示保証、特定の目的に
対する適合性を含みますがそれを限りとせず、明示あるいは黙示の如何を問わず一切の保証はされておりません。ただし、黙示保証の存続期間に対する制限を認め
ていない地域では、上記制限が適用されない場合があります。

間接的損害の免責
MusicLab 社及びその代理店は、本ソフトウェアの使用または使用不能に起因するあらゆる損害（営業利益の損失、事業中断、企業情報の損失、その他あらゆる金
銭上の損失などによる損害を含みますが、それを限りとせず）について、たとえ MusicLab 社やその代理店がこれらの損害の起こりえ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。ただし、間接的あるいは偶発的損害に対する責任の放棄または制限を認めていない地域では、上記制限が適用されない場合があ
ります。

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: licensing@crypton.co.jp) までお問い合わせください。
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MusicLab License Agreement
Electronic End User License Agreement
SOFTWARE PRODUCT: virtual instrument
This is a Legal agreement between you (either an individual or an entity), the end user, and MusicLab, Inc. If you do not agree to the terms of
this Agreement, promptly return the disk package and accompanying items (including written materials and binders or other containers) to
the place you obtained them for a full refund.

MUSICLAB SOFTWARE LICENSE
1. GRANT OF LICENSE. This MusicLab License Agreement ("License") permits you to use one copy of the specified version of the MusicLab
software product identified above ("SOFTWARE") on any single computer, provided the SOFTWARE is in use on only one computer at any
time. If you have multiple Licenses for the SOFTWARE, then at any time you may have as many copies of the SOFTWARE in use as you have
Licenses. The SOFTWARE is "in use" on a computer when it is loaded into the temporary memory (i.e., RAM) or installed into the permanent
memory (e.g., hard disk, CD-ROM, or other storage device) of that computer, except that a copy installed on a network server for the sole
purpose of distribution to other computers is not "in use". If the anticipated number of users of the SOFTWARE will exceed the number
of applicable Licenses, then you must have a reasonable mechanism or process in place to assure that the number of persons using the
SOFTWARE concurrently does not exceed the number of Licenses.
2. COPYRIGHT. The SOFTWARE is owned by MusicLab, Inc. MusicLab has full copy rights in the software. Therefore, you must treat the
SOFTWARE like any other copyrighted material (e.g., a book or musical recording) except that you may transfer the SOFTWARE to a single
hard disk provided you keep the original solely for backup or archival purposes. You may not copy the written materials accompanying the
SOFTWARE.
3. OTHER RESTRICTIONS. This MusicLab License Agreement is your proof of license to exercise the rights granted herein and must be
retained by you. You may not rent or lease the SOFTWARE. You may not transfer your rights under this MusicLab License Agreement, the
SOFTWARE, and all accompanying written materials. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE.

DISCLAIMER OF WARRANTY:
THIS SOF T WARE AND THE ACCOMPANYING FILES ARE SOLD "AS IS" AND WITHOUT WARRANTIES AS TO PERFORMANCE OF
MERCHANTABILIT Y OR ALL OTHER WARRANTIES EITHER E XPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED
WARR ANTIES OF MERCHANTABILIT Y AND FITNESS FOR A PARTICUL AR PURPOSE, WITH RESPECT TO THE SOF T WARE, THE
ACCOMPANYING WRITTEN MATERIALS. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON DURATION OF AN IMPLIED WARRANTY, SO THE
ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.
NO LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES. In no event shall MusicLab or its suppliers be liable for any damages whatsoever
(including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information, or other pecuniary
loss) arising out of the use of or inability to use this MusicLab product, even if MusicLab has been advised of the possibility of such damages.
Because some states do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not
apply to you.

CONTACT INFO:
Should you have any questions concerning this A greement, or if you desire to contact MusicLab for any reason, please email:
contact@musiclab.com

