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エンドユーザー使用許諾契約書
OUTPUT社製品をインストールすることにより、お客様は以下の使用許諾契約に同意されたものとします。

1. 使用許諾
本製品のライセンスは、1人のユーザーにのみ付与されます。 お客様は、最大2台の異なるコンピュータで本製品を使用するこ
とができ、そのコンピュータはお客様自身が所有し使用するものとします。より多くのライセンスを必要とする場合は、状況
に応じて特別な措置が必要になります。本製品内のすべてのサウンドおよびサンプルは、 OUTPUT 社よりお客様にライセンス
されますが、販売されるものではなく、音楽制作、サウンドエフェクト、オーディオ∕ビデオのポストプロダクション、演
奏、放送またはそれに準ずる完成品のコンテンツ作成および制作における商業的および非商業的用途で使用できます。
OUTPUT 社は、お客様が購入したライブラリ内のサウンドおよびサンプルを、追加のライセンス料なしに、またOUTPUT に出
典を提供することなく、商業的なレコーディングに使用できます。

このライセンスは譲渡不可であり、製品の再販またはリースを明示的に禁止しています。

また、本ライセンスは、当社の書面による明示的な同意なしに、本ライブラリまたは他の OUTPUT ライブラリに含まれるコン
テンツを、他のいかなる種類のバーチャルインストゥルメントまたはライブラリにも含めることを明示的に禁止します。本製
品またはそのサウンドを、再サンプリング、ミキシング、加工、分離、またはあらゆる種類のソフトウェアやハードウェアへ
の組み込みなど、いかなる手段によっても再頒布することを禁じ、音楽サンプルや効果音の無料または商用ライブラリや、音
楽サンプルや効果音のサンプル再生システムまたは装置の一部として、または単独で再録音または再生する目的で再配布する
ことを禁じます。

2. 著作権∕電子透かしに関する方針
本製品は、付属の文書を含め、著作権法、著作権に関する国際条約、その他の知的財産権に関する法律∕条約により保護され
ています。 OUTPUT 社は、この製品に含まれるすべての録音された音、インストゥルメントのプログラム、文書、および音楽
の演奏の完全な著作権と完全な所有権を保持します。本書に明示的に許諾されていない権利は、OUTPUT社が留保します。

本製品の無許可の使用、配布または複製は許可されず、法律違反となり、法律または衡平法上の他の救済措置に加え、差止命
令による救済を受ける権利を OUTPUT 社に与えるものとします。 OUTPUT 社が使用する技術的保護手段および製品、所有
者、使用条件を特定する情報を意図的に回避、変更、削除することは違法です。本製品には、お客様に付与された本製品のシ
リアル番号に対応した電子透かしが埋め込まれています。万が一、本製品が第三者の音楽に使用された場合、法的な責任を負
いますので、本製品はお客様ご自身で保管してください。また、お客様は、本製品を不正なコピーや使用から保護するため
に、あらゆる合理的な手段を講じることに同意するものとします。

3. 払い戻し
製品のインストール、登録、使用後に何らかの理由で不満があった場合、購入から 14 日以内に全額返金いたします。このポリ
シーは、拡張パックの個別購入を除くすべての製品およびバンドルに適用されます。有効な返金要求はすべて、2〜 4週間以内
に処理されます。必要な情報の記載ない場合には、返金を拒否したり、返金処理が遅れることがあります。非再販用として入
手した製品、またはOUTPUT社の認定する再販業者/小売業者にて購入した製品は除きます。OUTPUT社の認定する再販業者/
小売業者で購入された製品は、その業者に返品してください (その業者の返品ポリシーが優先されます )。

注: 返金対象となる前に、ユーザーは製品のインストール、追加、アクティベーションを正常に行う必要があります。
Native Instruments Service Center での Native Instruments Kontakt のインストールやシリアルコードのアクテ
ィベーションに関した技術的な問題は、返金要件に該当しませんので、 Native Instruments のサポート窓口にお問
い合わせください。
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払い戻しの手順

1. テクニカルサポートのお問い合わせフォームに、お使いのシステムで製品を正常に使用できたが返金を希望する旨をご記
入ください ( https://support.output.com/hc/en-us ) 。

2. 返金が承認されると、OUTPUT社はNative Instrumentsサービスセンターからシリアルコードを削除する方法、または製
品をアンインストールする方法をお知らせします。

3. 手続き完了後、購入金額全額を返金いたします。

注: 返金額は、返金時の為替レートおよび適用される銀行手数料によって決定されます。

返金を希望される方は、こちら ( https://support.output.com/hc/en-us ) までご連絡ください。

注: 日本国内の販売店より購入された場合、返金に対応できない場合があります。

4. 限定保証∕責任制限
準拠法で認められる最大限の範囲において、 OUTPUT 社は、商品性の黙示保証、特定目的への適合性、満足できる品質の保
証、 権原、および製品に関する非侵害等について、明示∕黙示のすべての保証および条件を放棄します。法律が許容する最大
限の範囲において、 OUTPUT 社、その供給業者、販売業者、販売代理店、および上記の代理人または従業員のいずれも、間
接、結果、特別または付随的損害 ( 製品の使用から生じる逸失利益、事業の中断またはデータの損失に対する損害を含むが、
これに限定されません)に対して、かかる損害の可能性を予期していたか、あるいは他者からのいかなる請求を予期していたか
に関わらず、責任を負わないものとします。

5. 契約期間
本契約は、本製品が何らかの手段でインストールされた時点から有効となります。本契約は、終了するまで完全に有効です。
お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、本契約は終了します。終了の際には、お客様は自己の費用で本製品のすべ
てのコピーおよび内容を破棄しなければなりません。終了した場合においても、本契約の第2, 3, 4および7条項は存続します。

6. NFR ( 非再販 )∕無償製品∕EDU (教育向け )
すべての OUTPUT 社製品は、特に指定がない限り、本契約の条件に従うものとします。本契約の他の条項にかかわらず、 EDU
の目的でお客様に提供された製品は、学生または教育機関施設に在籍または勤務する教職員および管理者のみが使用するもの
とします。なお、すべての製品が、当社のEDU販売プログラムで利用できるわけではありません。

7. バンドルおよびアップグレードの購入
すべてのバンドルおよびアップグレードの購入と価格は、購入時の製品ラインにのみ適用されます。バンドル購入または製品
ライン全体へのアップグレードをされたお客様は、OUTPUT 社が特に明記しない限り、将来の製品リリースにおいて追加の割
引または無料製品の適用を受けることはできません。



OUTPUT社製品共通
ソフトウェア使用許諾契約書ページ3/6

©クリプトン‧フューチャー‧メディア株式会社

FEB 2022 issue

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。

8. 一般条項
(a) 本ライセンスは、カリフォルニア州法に準拠するものとします。本ライセンスに関する論争は、カリフォルニア州の裁判

所 (州裁判所および連邦裁判所 )のみが管轄権を有するものとし、そのような論争を含むいかなる手続きもロサンゼルス郡
のこれらの裁判所に持ち込まれ、他の場所には持ち込まれないものとします。本契約に対するあらゆる違反、異議申し立
てについて、勝訴した当事者は、合理的な弁護士報酬および裁判費用を得る権利を有するものとします。

(b) 本契約は当事者間の完全な合意にもとづくものであり、本契約の契約主題に関する他のすべての伝達に優先するものとし
ます。

(c) お客様は、本使用許諾を読み、理解し、その条件に拘束されることに同意するものとします。
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Licensing Agreement
By installing any Output product you accept the following license agreement.

1. License Grant
The license for this product is granted only to a single user. You may use this product on up to two (2) separate computers,
which computers shall be owned and used by you exclusively. If you need more, special arrangements may be made on a
case-by-case basis. All sounds and samples in this product are licensed, but not sold, to you by Output for commercial and
non-commercial use in music, sound-effect, audio/video post-production, performance, broadcast or similar finished
content-creation and production use. Output allows you to use any of the sounds and samples in the library(s) you’ve
purchased for commercial recordings without paying any additional license fees or providing source attribution to Output.

This license is nontransferable and expressly forbids resale or lease of the product.

This license also expressly forbids any inclusion of content contained within this library, or any other Output library, into any
other virtual instrument or library of any kind, without our express written consent. This license forbids any re-distribution
method of this product, or its sounds, through any means, including but not limited to, re-sampling, mixing, processing,
isolating, or embedding into software or hardware of any kind, for the purpose of re-recording or reproduction as part of any
free or commercial library of musical and/or sound effect samples and/or articulations, or any form of musical sample or
sound effect sample playback system or device or on a stand alone basis.

2. Rights/Watermarking Policy
The product, including accompanying documentation, is protected by copyright laws and international copyright treaties, as
well as other intellectual property laws and treaties. Output retains full copyright privileges and complete ownership of all
recorded sounds, instrument programming, documentation and musical performances included in this product. Any rights
not specifically granted herein are reserved by Output.

Any unauthorized use, distribution or reproduction of the product shall not be permitted, shall constitute a violation of law,
and shall entitle Output to, in addition to any other remedy at law or equity, injunctive relief. It is unlawful to deliberately
circumvent, alter or delete technological measures of protection and information provided by Output which identifies the
products, its owner and the terms and conditions for its use. Please note that the product has been imbedded with a digital
watermark specific to the serial number you have been given for this product. If the product ends up in other people’smusic,
you will be held legally responsible, so we ask you to keep this product for yourself. You further agree to take all reasonable
steps to protect this product from unauthorized copying or use.

3. Refunds
If you are unhappy for any reason after installing, registering and using the product, we will issue a full refund within 14 days
of your purchase. This policy applies to all products and bundles except individual Expansion Pack purchases. All validated
refund requests will be processed within 2‒4 weeks. Failure to include all required informationmay result in a denial of your
request or a delay in the processing of your refund. Excludes products obtained as Not For Resale or products purchased at
an authorized Output Reseller/Retailer. Any products purchased with an authorized Output Reseller/Retailer should be
returned to the retailer fromwhich it was purchased (subject to that retailers return policy).

NOTE: Users must successfully install, add, and activate their products prior to becoming eligible for a refund. Technical
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issues relating to Native Instruments Kontakt installation or serial code activation within Native Instruments Service Center
do not meet refund requirements and should be directed to Native Instruments Support.

Refund Process:

1. Please complete our contact form for Technical Support notifying us that you have successfully used the product with your
system but would like a refund.

2. Once the refund is authorized, Output will provide instructions on how to remove your serial code fromNative Instruments
Service Center or otherwise uninstall your product.

3. Once the process is complete, Output will refund in the amount of the full purchase price.

*Refund amount is subject to the currency exchange rate and applicable bank fees at the time of the refund.

To request a refund contact us here.

4. Limited Warranty/Limitation of Liability
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, OUTPUT DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS,
EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIEDWARRANTIES OFMERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE, WARRANTIES OF SATISFACTORY QUALITY, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT, WITH REGARD TO THE
PRODUCT. TO THEMAXIMUMEXTENT PERMITTED BY LAW, NEITHEROUTPUT, ITS SUPPLIERS, DEALERS, DISTRIBUTORS, NOR
THE AGENTS OR EMPLOYEES OF THE FOREGOING WILL BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR
INCIDENTAL DAMAGES OF ANY SORT, (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOST PROFITS, BUSINESS
INTERRUPTION OR LOSS OF DATA ARISING OUT OF THE USE OF THE PRODUCT) WHETHER OR NOT SAME HAVE BEEN
NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR OF ANY CLAIM BY ANY OTHER PARTY.

5. Term
This license agreement is effective from the moment the product is installed by any means. The license will remain in full
effect until termination. The license is terminated if you break any of the terms or conditions of this agreement. Upon
termination you agree to destroy all copies and contents of the product at your own expense. In the event of termination, the
following sections of this license will survive: 2, 3, 4 and 7.

6. NFR (Not for Resale)/Free Products/EDU (Educational) Sales
All Output products are subject to the terms of this license agreement, unless specified otherwise. Notwithstanding other
sections of this license, any products provided to you for an EDU purpose shall only be used by students or faculty, staff and
administration attending or working in educational institutional facilities. Please note that not all products are available for
our EDU Sales program.

7. Bundle and Upgrade Purchases
All bundle and upgrade purchases and prices apply only to the product line at the time of purchase. Customers who
purchased a bundle or upgraded to the complete product line are not eligible for additional discounts or free products on
future product releases unless specifically noted by Output.
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8. General Terms
(a) This license shall be governed by California law applicable to contracts fully negotiated, executed and performed

therein. Only the California courts (state and federal) shall have jurisdiction over controversies regarding this license; any
proceeding involving such a controversy shall be brought in those courts, in Los Angeles County, and not elsewhere. In
the event of any claim arising from the breach or alleged breach of the terms of this license, the prevailing party shall be
entitled to reasonable attorneys’ fees and court costs.

(b) You agree that this license contains the complete agreement between the parties hereto, and supersedes all other
communication, relating to the subject matter of the license.

(c) You acknowledge that you have read this license and understand it and agree to be bound by its terms and conditions.


