
PREMIER SOUND FACTORY使用許諾契約書 

 

PREMIER SOUND FACTORY使用許諾契約書（以下、本契約）は、PREMIER SOUND FACTORY サ

ンプリング音源（以下、当ライブラリ）に関して製品の正規購入者（以下、ユーザー）と PREMIER 

Engineering Inc.との間で締結される契約です。当ライブラリをインストール、コピー、または別の方法

で使用することによって、ユーザーは本契約のすべての条項に同意したとみなされます。本契約の条項

に同意しない場合、当ライブラリの使用はできません。 

 

  

 

第１条 総則 

 「PREMIER SOUND FACTORY サンプリング音源」は、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及

びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。当ラ

イブラリは、本契約の条件に従い PREMIER SOUND FACTORYからユーザーに対して使用許諾される

もので、当ライブラリの著作権等の知的財産権はユーザーに移転いたしません。著作権を放棄するもの

ではなく当ライブラリについて製品の正規購入者に限り規約の範囲内での使用を許諾するものです。 

 

  

 

第２条 使用許諾 

 １.PREMIER SOUND FACTORY はユーザーに対し、本契約の各条項に従うことを条件に、ユーザー

の所有する一台のコンピュータに対し本ライブラリをインストールし使用する権利を許諾します。また

ユーザーの所有するもう一台のポータブル・コンピュータまたは家庭にある一台のコンピュータのいず

れかに、当ライブラリの第２のコピーをインストールして、ユーザー専用の使用に供することができま

す。 

 ２.当ライブラリを使用した楽曲制作（オリジナル、リミックス、カバー等問わず）、映像作品、各種施

設、ゲーム、WEBコンテンツ・TV・ラジオ番組、着メロ、イベント等の BGM制作における正当な使用

は営利、非営利を問わず無償にて許諾いたします。 

 ３.当ライブラリを正当に用いて制作された、映像作品、番組、製品等において使用料等は請求しないも

のとします。 

 ４.ユーザーは、他社製アプリケーションソフトならびにハードウェア上において内容物を加工・編集し

て使用することができます。 

 

  

 

第３条 権利の制限 

 １.外部スタジオ等、ユーザーの所有物以外のコンピュータに当ライブラリをインストールする事は許さ

れません。 



 ２.当ライブラリに収録されている（または PREMIER SOUND FACTORY オフィシャルサイトにて提

供される）サウンドファイル、データ、音素材やその他配布物などの一部または全てを、元素材の変更の

如何を問わず、第三者への再使用許諾、リース、転売、再配布、賃貸、貸与、譲渡、オンライン上で不特

定多数に送信可能な状態にすることは許されません。 

 ３.あらゆる形態の音楽素材集、楽曲素材集を制作する目的で使用することは許されません。また、あら

ゆる形態の楽器製品の内蔵音源を制作する目的で使用することは許されません。 

 ４.当ライブラリの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、その他読解可能な形式へ

の変換を行うための手段を用いることは許されません。また他人にさせることも許されません。 

 

 ※いったん適法に譲渡された以後、譲渡の権利が消尽する、いわゆるファースト・セールの法理は「劇

場用映画」以外の「ビデオ・ＤＶＤ」、或いは音楽 CD・レコードにおいて適用されますが、サンプリン

グ音源の場合、最初からコンピュータにコピーして使用する点において一般的使用条件に根本的な違い

があります。仮えユーザーが不正コピーを残したまま原盤を転売したとしても、ユーザーの自己申告に

委ねる以外、著作者は不正を証明する手段を持ち得ない観点から、PREMIER SOUND FACTORYでは

正規購入者が第三者に再譲渡する権利は許可していません。この「転売禁止」の特約に同意出来ない方は

「契約自由の原則」に基づき販売をお断りしております。 

 

 ※ただし、Native Instruments社等が発効するシリアルコードにより管理された商品については、本条

の該当する部分において、Native Instruments社等のシリアル発行者とユーザーとの間で締結するエン

ドユーザー用使用許諾契約に順じます。 

 

 

 

第４条 「PREMIER SOUND FACTORY サンプリング音源」の権利 

 当ライブラリに関する著作権等一切の権利は、PREMIER SOUND FACTORY ユーザーは PREMIER 

SOUND FACTORY が本契約に基づきユーザーに対して使用許諾を行うための権利を PREMIER 

SOUND FACTORY に認めた原権利者（以下原権利者とします）に帰属するものとし、ユーザーは当該

製品に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。（原権利者が運営す

る「PREMIER SOUND FACTORY」が権利を保有すると、便宜上記載する場合がありますが、上記と

同義とします。） 

 

  

 

第５条 責任の範囲 

 １.PREMIER SOUND FACTORY 及び原権利者は、「PREMIER SOUND FACTORYサンプリング音

源」にエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは当該製品が中断なく稼動することまたは当該製品の

使用がユーザー及び第三者に損害を与えないことを保証しません。但し、PREMIER SOUND FACTORY

及び原権利者は、当該製品のエラー、バグ等の不具合に対応するため、当該製品の郵送による交換または



通信手段による 技術的解決策を提供致します。その提供方法は PREMIER SOUND FACTORYまたは

原権利者がその裁量により定めるものとします。 

 ２.PREMIER SOUND FACTORY 及び原権利者は、依存する製品が中断なく正常に作動すること及び

将来に亘って正常に稼動することを保証しません。 

 ３.ユーザーに対する PREMIER SOUND FACTORY 及び原権利者の損害賠償責任は、当該損害が

PREMIER SOUND FACTORYまたは原権利者の故意または重過失による場合を除きいかなる場合にも、

ユーザーに直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され且つユーザーが証明する本製品の購入代金を上

限とします。 

 

  

 

第６条 契約の中途終了 

ユーザーが本契約の条項を遵守しない場合、PREMIER SOUND FACTORY のいかなる既得権を侵害せ

ずに PREMIER SOUND FACTORY は本契約を終了することができます。そのような場合、ユーザーは

本サンプリング音源のすべてのコピーを廃棄し、原盤（CD または DVD）を PREMIER SOUND 

FACTORYに対して返還しなければなりません。 

 

  

 

第７条 免責事項 

 当ライブラリの使用あるいは動作により発生する損害はユーザーが負担しなければなりません。ユーザ

ーが当ライブラリあるいはドキュメンテーションを使用することにより発生した結果に対して

PREMIER SOUND FACTORYは保証しません。PREMIER SOUND FACTORYは、第三者の権利の非

侵害性、市場適合性、特定の目的への適合性について、明示であるか黙示であるかを問わず、一切保証い

たしません。PREMIER SOUND FACTORYは、直接的、派生的、付随的または間接的損害（営業上の

利益の損失を含む）について、たとえそのような損害や第三者からの賠償請求の可能性について予め

PREMIER SOUND FACTORYが通知を受けた場合でも、ユーザーに対して一切責任を負いません。 

 

  

 

第８条 その他 

 １.本契約は、日本国法に準拠するものとします。 

 ２.本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で

依然として有効に存続するものとします。 

 ３.本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合は、ユーザー及びPREMIER SOUND 

FACTORYは誠意をもって協議し、解決するものとします。 



SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 

  

THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT") MADE AND ENTERED INTO BY 

AND BETWEEN A PURCHASER OF THE SOFTWARE DEFINED BELOW ("CUSTOMER") AND 

PREMIER Engineering Inc., THE STOCK COMPANY DULY ESTABLISHED UNDER THE LAWS 

OF JAPAN AND ITS PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IS LOCATED AT 5217-1 AKIYA, 

YOKOSUKA-SHI, KANAGAWA-KEN 240-0103 JAPAN ("LICENSOR"). PLEASE READ THIS 

AGREEMENT CAREFULLY BEFORE PURCHASING A LIBRARY CREATED, INVENTED, 

DESIGNED, MANUFACTURED AND FILED "PREMIER SOUND FACTORY" AS THE 

TRADEMARK BY THE LICENSOR ("SOFTWARE"). BY CLICKING THE MARK "AGREED" ON 

THE OFFICIAL WEBSITE "PREMIER SOUND FACTORY" OR USING THE SOFTWARE IN THE 

MANNER OF INSTALLATION OR COPYING OR IN ANY WAY, THE CUSTOMER IS AGREEING 

TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. UNLESS THE 

CUSTOMER AGREES ON ALL THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, PLEASE 

DO NOT USE THE SOFTWARE. 

 

 

 

ARTICLE 1 GENERAL 

The Software (hereinafter always including any content) will be protected by the Trademark Act, 

copyright or other intellectual property laws in Japan and other countries and treaties between them. 

The Software will be licensed to the Customer by the Licensor for use only under the terms and 

conditions of the Agreement but the copyright or other intellectual property rights in and to the 

Software will not be assigned or transferred to the Customer by the Licensor. The Licensor reserves 

the copyright and other intellectual property rights in and to the Software under the terms and 

conditions of the Agreement. 

 

 

 

ARTICLE 2 LICENSE FOR USE 

1.The license hereunder allows the Customer to install and use one copy of the Software on a single 

computer of the Customer at a time if and to the extent that the Customer complies with the terms 

and conditions of the Agreement. The license hereunder allows the Customer to install and use 

another copy of the Software on another single computer (including a portable computer) of the 

Customer at a time only for the purpose of a private use. 

 

 

  



2.Subject to the preceding paragraph hereof, the Licensor, without claiming any additional royalty, 

grants to the Customer a nonexclusive license to appropriately use the Software, whether commercial 

or noncommercial, for composition of a piece of music (regardless of an original, remix or cover), 

production of a digital or analog image or movie, creation of a digital game, production of website 

contents, production of a TV or radio program, creation of a melody for a cell phone, editing of a 

background music for operation of facilities or festivals and among others.  

 

 

3.Subject to the paragraph 1 hereof, the Customer may, at his own risk, use the Software while 

modifying or editing the contents thereof on application software or hardware manufactured by a 

third party.  

 

 

 

ARTICLE 3 RESTRICTIONS 

1.The Customer may not install the Software on any computer (including without limitation a 

computer put in an outside commercial studio) which a third party owns.  

 

 

2.The Customer may not, regardless of any modification thereto, sublicense, assign, transfer, sell, 

resell, distribute, redistribute, lease or lend the whole or a part of sound files, data, sound materials 

or other distributed materials included in the Software (or, in any other way, obtained from the official 

website of PREMIER SOUND FACTORY) to a third party, or disclose or make it accessible to the 

general public online.  

 

 

3.The Customer may not, regardless of any modification thereto, use the whole or a part of sound files, 

data, sound materials or other distributed materials included in the Software (or, in any other way, 

obtained from the official website of PREMIER SOUND FACTORY) in order to, in any form, create, 

invent, design or manufacture a file of sound materials or music materials, or a built-in sound source 

of a music instrument. 

 

 

4.The Customer may not, or may not cause anybody to, decompile, disassemble or reverse engineer 

the Software, or translate it into a computer-readable form.  

 

 

5.The Customer shall fully understand the terms of restrictions set forth in this ARTICLE and then 



agree to purchase the Software under this AGREEMENT, and shall fully recognize that in the event 

of any violation of this ARTICLE, the Customer will be responsible for damages stipulated in the 

governing law hereof.  

 

 

6.However, The Software controlled by serial code issued by Native Instruments, 

In the relevant part of this section follows the end user license agreement between Native 

Instruments serial issuer and the user. 

 

 

 

ARTICLE 4 LIMITATION OF LIABILITY 

 

1.The Licensor will not guarantee (i) that there is no defect such as errors or bugs in the whole or a 

part of sound files, data, sound materials or other distributed materials included in the Software (or, 

in any other way, obtained from the official website of PREMIER SOUND FACTORY), (ii) that the 

Software will run properly without stopping in the future, or (iii) that the use of this Software will 

not cause any loss or damage to the Customer or a third party. Provided, however, that the Licensor 

may, at its discretion, replace the Software by courier, etc. or provide the Customer with a technical 

solution in order to rectify such defect. 

 

 

2.The Licensor will, except its acts or omissions constituting willful misconduct or gross negligence, 

be liable for any direct and actual loss or damage arising out of the Customer's proper use of the 

Software. Provided, however, that the amount of damages which the Licensor will be liable for shall 

be limited to the purchase amount of the Software under this Agreement which the Customer proves. 

For avoidance of doubt, the Licensor will not be responsible for any loss or damage arising out of or 

in connection with the Customer's improper or inappropriate use of the Software, nor responsible for 

any indirect or consequential loss or damage or lost profits (exceeding the purchase amount of the 

Software under this Agreement) arising out of or in connection with the Customer's proper 

performance of the Software. 

 

 

 

ARTICLE 5 TERMINATION 

 

1.The parties hereto may terminate this Agreement pursuant to a written agreement thereon between 

them. 



 

 

2.Notwithstanding the preceding paragraph, the Licensor may terminate the Agreement without 

giving any notice to the Customer or filing for an injunctive relief, where the Licensor, in its 

reasonable view, finds any sign of the violation of the terms hereof or the infringement of the 

Licensor's rights herein by the Customer or any third party. 

 

 

3.In the event of the preceding paragraph, the Licensor may, without any compensation, require the 

Customer to return the Software and its copies to the Licensor or to destroy the Software and its 

copies. 

 

 

 

ARTICLE 6 INDEMNITY 

1.The Customer shall indemnify, protect and hold the Licensor harmless against any claim, damage, 

loss, liability or expense arising out of or in connection with the Customer's use of the Software. 

 

 

2.The Customer shall indemnify, protect and hold the Licensor harmless against any loss, damages, 

costs or expenses (including attorney's fees) incurred by the Licensor because of any claim or action 

arising out of or in connection with any improper or inappropriate use of the Software by the Customer 

or any third party. 

 

 

 

ARTICLE 7 GOVERNING LAW 

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Japan. 

 

 

(End of Articles) 


