
SOUNDIRON社製品共通
ソフトウェア使用許諾契約書ページ1/4

©クリプトン‧フューチャー‧メディア株式会社

FEB 2022 issue

エンドユーザー使用許諾契約書
使用許諾契約書
SOUNDIRON製品のライセンスを購入された場合、以下の使用許諾契約に同意されたものとします。

1. ライセンスの付与

本ソフトウェアを使用する権利 (以下「本ライセンス」といいます )はお客様一個人に対して付与されます。不正に使用するこ
とはできません。本製品に含まれる全てのサウンド、サンプル、プログラム、画像、スクリプト、デザイン、文章の所有権∕
著作権は Soundiron, LLC が留保しています。本ソフトウェアは、制作元である Soundiron, LLC よりお客様にその使用が「許
諾」されるものであり、「販売」されるものではありません。お客様は、商用∕非商用を問わず、本ソフトウェアを用いて制
作した音楽作品を、映像作品やライブ演奏、放送、または同等の完成された制作物へ使用することができます。 Soundiron,
LLC は、お客様のみが使用することを条件に、お客様が所有する複数台のコンピュータへ本ソフトウェアをインストールする
ことを許可します。

Soundiron, LLC は、顧客の安全、セキュリティおよび詐欺防止を目的として、ライセンス購入時に当社製品のすべてのユーザ
ーが正確かつ最新の請求先および連絡先情報を提供するよう求めます。

商業録音、音楽、サウンドデザイン、ポストプロダクション、または他のコンテンツ制作のために購入したライブラリ内の音
とサンプルを使用する際に、追加ライセンス料の支払いやソースの帰属を示す必要はありません。

私たちの書面による明示的な同意なしに、任意の商用サンプルライブラリ、効果音ライブラリまたはバーチャルインストゥル
メントの生産にSoundiron, LLCライブラリを使用することを禁じます。

2. 譲渡

再サンプリング、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、リミックス、処理、分離、またはいかなる種類のソフトウェア
またはハードウェアへの埋め込みに限定されない任意の手段によって、 Soundiron, LLC の製品やこれを構成する音、プログラ
ミングを、許可なく転送、再販または任意の形式で再配布する行為を禁止します。ただし、マルチメディア作品、レンダリン
グされた音楽録音、演奏、サウンドデザインの完成作品の一部として含まれる場合は、この限りではありません。本ライセン
スは、 Soundiron, LLC の書面による明示的な同意がない限り、他人または他の事業体に譲渡、取引、または販売することはで
きません。

3. 著作権

本ソフトウェアに収録されている全てのサウンド、プログラム、印刷物及び演奏 ( パフォーマンス ) は Soundiron, LLC の著作
物です。バージョンを問わず、制作元及び如何なる販売代理店によって提供、販売される本ソフトウェアの著作権も、全て本
ライセンス契約に付随します。ただし使用許諾を受けたお客様が当該ソフトウェアを使用して作成した著作物には、お客様の
著作権が備わります。

4. 払い戻し

本ソフトウェアを返品、払い戻し、交換することはできません。また、いったん製品ファイルにサーバー等を通じてアクセス
された場合、注文のキャンセルや返品、交換、返金はできません。

5. 責任

本ソフトウェア及び付属ソフトウェアはお客様の責任においてご使用ください。如何なる理由があろうとも、本ソフトウェア
の使用に起因する直接的及び間接的な損失∕損害に対して、Soundiron, LLCは一切の責任を負いません。
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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。

6. 一般条項

本契約は、ライセンスが何らかの手段で購入∕取得されたと同時に成立します。本ライセンス契約は、本ソフトウェアの使用
を終了するまで完全に有効です。 Soundiron, LLC は、お客様が本契約に違反するか、何らかの理由により払い戻しを要求した
場合、本契約を直ちに破棄します。本ソフトウェアの使用を終了する場合、お客様は自己負担によって本ソフトウェアに関連
する全コンテンツのコピーを削除しなければなりません。本契約の内容は、予告なしに変更される場合があります。

7. 違反

Soundiron, LLC は、お客様が、本ライセンス契約で許諾された範囲をこえて使用したことにより本ソフトウェアの著作権を侵
害した場合に、米国および国際民事および刑事法の最大限の範囲において、お客様を起訴する権利を有します。本製品を許可
なく共有、アップロード、配布、または他の方法で任意の個人または団体に提供した場合、本契約の条項に直接違反したこと
になり、ライセンスの剥奪、ひいてはSoundiron, LLC社の製品を使用する権利が直ちに取り消されます。

個人情報保護方針
すべてのクレジットカード取引は、Shopify Paymentsにより128ビットSSL暗号化で安全に処理されています。製品の配信プロ
セスの必要な機能として、 Soundiron, LLC は安全に私たちのダウンロード配信サーバーにのみ、顧客の名前、電子メール、ラ
イセンス情報を送信します。お客様は、製品のアップデートやその他のニュースに関する情報を私たちから直接連絡される場
合があります。しかし、我々はマーケティングの目的のために第三者に任意の顧客連絡先情報を共有したり、販売することは
ありません。

注: 日本国内の販売店より購入された場合、本条項に該当しない場合があります。

ライセンス譲渡と再販ポリシー
ユーザー間のライセンス譲渡には、個別対応します。このプロセスには再ライセンス料が含まれ、ライセンスを交換する前
に、譲渡人および譲受人同士が確認と承認のために当社に直接連絡する必要があります。ユーザー同士でデータを直接転送す
ることはできません。譲渡が承認された後、当社のシステムを通じてダウンロードすることにより、新しいライセンスの交付
が行われます。Soundiron, LLCは、独自の裁量により、いかなる理由であれ、ライセンス転送要求を拒否する権利を有します。

注: 日本国内の販売店より購入された場合、ライセンスの譲渡を行えない場合があります。
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END USER LICENSING AGREEMENT
LICENSE AGREEMENT:
By purchasing a license for any Soundiron product, you accept the following product license agreement:

1. License Grant:

The license for each purchased product is granted to a single individual licensed User only. No unlicensed use is permitted.
All sounds, samples, programming, images, scripting, designs and text contained in this product are copyrights of Soundiron
LLC. This software is licensed, but not sold, to the licensed user by Soundiron, for commercial and non-commercial use in the
production of music, sound effects, audio/video multimedia productions, live performance, broadcast, video game audio
development or similar finished content-creation and production use. Examples of such productions include, but are not
limited to, motion pictures, television programs, streaming audio and video, interactive games and software, radio
broadcasts, advertisements andmotion graphics.

For customer safety, security and fraud prevention, Soundiron LLC requires that all Users of our products be able to provide
accurate and current billing and contact information at the time of license purchase.

Soundiron allows the User to use any of the sounds and samples in the library(s) they have purchased for the creation and
production of commercial recordings, music, sound design, post production, or other content creation without paying any
additional license fees or providing source attribution.

This license expressly forbids the use of any Soundiron library in the production of any commercial sample library, sound
effect library or virtual instrument without our express written consent.

2. Transfer:

Unauthorized transfer, resale or any formof re-distribution is prohibited for any Soundiron product, or its constituent sounds
or programming, through anymeans, including but not limited to re-sampling, reverse engineering, de-compiling, remixing,
processing, isolating, or embedding into software or hardware of any kind, except where included as part of a multimedia
production, rendered musical recording, performance or finished work of sound design. Licenses cannot be transferred,
traded or sold to another person or other entity, without our express written consent.

3. Rights:

Soundiron retains copyright ownership of all recorded sounds, instrument programming, documentation and musical
performances included within this product. All past and future versions of any Soundiron product, including any versions
previously published or sold through any other entity are fully bound and covered by this agreement. The licensed User shall
own the copyright to any music, sound design or other audio/video content they create through the authorized use of
licensed Soundiron product(s).

4. Refunds:

All sales are final. Soundiron does not offer refunds, returns or exchanges. Once a product file has been accessed on the
server or by any other means, the order cannot be cancelled, returned, exchanged or refunded.

5. Responsibility:

Use of this product and any supplied or associated software or data is at the licensee’s own risk. By installing the product, the
User accepts sole liability and full responsibility for any direct or indirect loss or damages arising from the purchase,
installation or any use of this product.
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6. Terms:

This license agreement is effective from themoment the product license is purchased or acquired by anymeans. The license
will remain in full effect until termination by Soundiron LLC. The license may be terminated if the licensee breaks any of the
terms or conditions of this agreement. Upon termination, the licensee agrees to destroy any and all copies of the product and
any of its contents at their own expense. Soundiron reserves the right to change this license agreement without notice.

7. Violation:

Soundiron reserves the right to prosecute piracy and defend this copyrighted work to the fullest extent of US and
International civil and criminal law. Any person who shares, uploads, distributes or otherwise provides any Soundiron
product to any person or entity without permission shall be in direct violation of the terms of this agreement and shall have
all licenses terminated and all right to use any Soundiron product immediately revoked.

REFUND POLICY
All sales are final. Soundiron does not offer refunds, returns or exchanges. Once a product download code has been
activated, it cannot be cancelled, returned, exchanged or refunded. Most of our products are standard open-format wav-
based instrument libraries, so there is no tedious activation required or cumbersome DRM. However, this means that once
you download a product, the license is in effect and cannot be returned or refunded. We can’t allow reselling, re-licensing,
trading or unauthorized license transfers of any kind without our prior written permission. By placing your order, you are
signifying that you fully acknowledge your understanding that Soundiron LLC reserves the right to grant or deny any requests
for refund, transfer or resale according to its own discretion. Please see our EULA or contact us directly for more info. If you
have any questions about product features, content, compatibility or software/hardware requirements, please contact us
before you place your order. We'll be happy to answer any questions youmight have.

PRIVACY POLICY
All credit card transactions are processed securely by Shopify Payments with 128-bit SSL encryption. As a necessary function
of the product delivery process, Soundiron securely transmits only customer name, email and licensing information to our
download delivery servers. Customers may be contacted by us directly with information about product updates and other
news from time to time. However, we do not share or sell any customer contact information to any 3rd parties for marketing
purposes.

LICENSE TRANSFER AND RESALE POLICY
We can arrange for license transfers between users on a case-by-case basis. This process includes a re-licensing fee and
requires both the original owner and recipient to contact us directly for verification and authorization prior to exchanging the
license. Usersmay not transfer data directly. Wewill handle delivery of a new license via download through our system upon
approval of transfer. Soundiron reserves the right to deny license transfer requests for any reason, at its own discretion.


