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Sample Magic エンドユーザー使用許諾契約書

Sample Magic 社製ソフトウェア製品（以下「本製品」といいます）をご使用になる前に、以下の使用許諾契約書（以下「本契約書」
といいます）の諸条件を必ずお読み下さい。本製品をコンピュータにインストールまたは使用した時点で、お客様は本契約書
を読み、理解し、諸条件に同意したものとみなされます。同意しない場合は本製品をインストール、ダウンロード、接続、ま
たはご使用にならないで下さい。

本契約書はお客様と Sample Magic 社との間に締結される本製品を使用する上での、正式な契約書です。本契約書に同意
される場合、本契約書を大切に保管ください。

1. 許諾事項

Sample Magic 社は本契約書に従って、お客様が本製品を購入する事により、本製品を非独占的かつ第三者に譲渡をせず
に使用する権利（以下「本ライセンス」といいます）を許諾します。お客様が本製品を購入された後も、本製品は引き続き 
Sample Magic 社 の単独所有物であり、お客様の所有物になるという事ではありませんのでご注意ください。

2. 使用制限（デモ版）

お客様は、本製品のデモ版を、購入を検討するために一度だけインストールできます。お客様は、デモ版には、機能制限があ
ることに同意するものとします。本製品のデモ版は商業的な作品の制作には使用できません。

3. 使用制限

お客様は、本製品を最大 3 台のコンピュータにインストールして使用できます。ただし、使用するコンピュータがすべてお客様
の所有であり、尚且つお客様以外が本製品を使用しないことを条件とします。またお客様は、記録保管用（マスターデータのバッ
クアップ）に、本製品を、1 箇所に 1 つだけコピーできます。その場合、オリジナルの製品データに含まれる全ての著作権、機密性、
および所有権の表示することとし表示を改変することはできません。

4. 著作権

お客様は、本製品を構成する、すべての企業秘密事項および、著作権について、Sample Magic 社 の意向に同意するものと
する。お客様は、どのような形態においても、第三者が本製品を利用できるように、本製品を公開、提供することはできません。
本製品を公開、提供を行う場合、事前に Sample Magic 社の同意書が必要です。お客様は、本製品の収録サウンド素材を
保護するためのセキュリティ対策を実施することに同意するものとします。

本製品において、以下のような行為は固く禁じられております。

A）リバース・エンジニアリング／逆コンパイル／分解／複製
b）変更または派生物の作成
c）本契約書に記載されていない形態の本製品の複製
d）いかなる方法においても、他者の知的財産権、または、その他の権利を侵害する用途で、本製品を使用すること。
e）貸出、リース、配布、販売

本製品は、英国著作権法および国際条約により保護されています。本製品の複製または配布は、民事と刑事罰の対象となり
ます。

5. 保証

本製品は現状有姿のまま提供されます。Sample Magic 社は本契約書で規定する内容を除き、本製品の使用や動作に関して
一切の保証を致しません。また、本製品の商品性、特定の目的への適合性、第三者の権利非侵害性に関して、明示黙示の如
何を問わず、一切の保証を致しません。本製品の使用によるいかなる損害も、それらは全てお客様の自己責任であることに同
意するものとします。

本製品を選択した責任、および本製品のインストール、使用、使用して生じた結果に対する責任は、すべてお客様にあるもの
とします。以上に限らず、本製品がエラーや中断、不具合の一切起こらない製品であること、お客様の目的に合致する製品で
あることを保証いたしません。
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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. 限定責任

Sample Magic 社及びその代理店は、利益の損失、信用の損失、特殊・偶発的・派生的・間接的損害、または（作業の中断、
事業中断、コンピュータの故障や誤動作を含みますがそれを限りとせず）本製品を使用する事により懲罰的損害賠償が生じた
としても、Sample Magic 社及びその代理店がそのような損害の可能性について知らされていても、一切の責任を負いません。

お客様が被られた損害が如何なるものであろうとも、Sample Magic 社及びその代理店が負う、お客様への唯一の救済措置
は、お客様が実際に支払われた本製品の購入代金に限られるものとします。

7.サポート

Sample Magic 社は、ノウハウ、テクニカル・サポート、ソフトウェア、技術情報といった、本製品を利用できるようにする情
報を提供する義務はありません。

8. ベータ版製品

本契約書にあるような保証は、すべてのベータ版製品、Sample Magic 社が、テストやデモンストレーション用に作った製品、
または Sample Magic 社がライセンス料を受け取っていない任意のソフトウェアには適用されません。

9. 契約の終了

本契約所による契約は解除されるまで有効です。お客様は本製品の全ての、コピーを破壊することによって、いつでも本契約
を終了させることができます。お客様が本契約のいずれかの条項に従わない場合、Sample Magic 社は通知なしに本契約書
の契約を、直ちに終了することができます。終了時に、お客様は直ちに本製品の使用を中止し、すべてのコピーを破棄しなけ
ればなりません。

10. 一般条項

本契約は英国法に準拠します。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、Sample Magic 社とお客様の完全合意のものと成り立つものであり、
本ソフトウェアに関する、その他のやり取りに優先するものです。

*VST は Steinberg 社の商標です。その他すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。



© クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

SAMPLE MAGIC ソフト音源共通
エンドユーザー使用許諾契約書 3/4

Licensing Agreement
BEFORE USING THIS SOFTWARE, READ THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. BY INSTALLING 
AND/OR USING THIS SOFTWARE, YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT 
AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS AGREEMENT, THEN DO NOT INSTALL, COPY, DOWNLOAD, ACCESS OR 
OTHERWISE USE THE SOFTWARE.

This End-User Single License Agreement ("Agreement" or "License") is a legal contract between you ("Customer" 
or "Licensee") and Sample Magic Ltd ("Sample Magic") to use the Sample Magic software ("Software").

If you agree to the terms herein, please retain this document as it is your proof of license to exercise the rights 
granted herein.

Grant of License

The product is not sold to you. Subject to the terms below, Sample Magic Ltd ("Sample Magic") grants to Licensee 
a non-exclusive and non-transferable license to use the Software only under the terms of this Agreement. This 
Agreement does not grant Licensee any ownership or intellectual property rights to the Software in part or whole. 
The Software is the intellectual property of and is owned by Sample Magic.

License uses and restrictions - Demo Version

Licensee may install and test one (1) copy of the demo version ("Demo Version") of the Software where provided 
for evaluating the Software for purchase during the Demonstration Period ("Demonstration Period). In downloading 
or otherwise using the demo version, Licensee acknowledges that the Demo Version has limitations in functionality. 
The Demo Version may NOT be used for commercial purposes.

License uses and restrictions - Full Version

This Agreement permits Licensee to use a maximum of three (3) copies of the full version of the Software on any 
three single computers owned by and operated by Licensee. 

Licensee may make one (1) archival copy of the Software provided Licensee affixes to such copy all copyright, 
confidentiality, and proprietary notices that appear on the original.

Copyright

Customer agrees that all aspects of the Software constitute trade secrets and/or copyrighted material of Sample 
Magic. Customer agrees not to disclose, provide, or otherwise make available such copyrighted material in any form 
to any third party without the prior written consent of Sample Magic. Customer agrees to implement reasonable 
security measures to protect such copyrighted material. 

Customer may not, and may not permit others to, in whole or part:

a) Reverse compile, decompile, reverse assemble or otherwise derive source code from the Software;

b) Modify or prepare derivative works of the Software;

c) Copy the Software, other than as specifically set forth herein; and/or

d) use the Software in any manner that infringes the intellectual property or other rights of another party; 

e) Rent, Lease, Distribute or Sell the Software

The Software is protected by UK copyright laws and international treaties. Unauthorised reproduction or 
distribution of the Software is subject to civil and criminal penalties. VST is a trademark of Steinberg GmbH. All 
other trademarks are the property of their respective owners.

Warranties

This Software is provided to Licensee As Is, without warranty or conditions of any kind. In no event does Sample 
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Magic warrant that the Software is error free or that Customer will be able to operate the Software without 
problems or interruptions. Licensee expressly acknowledges and agrees that use of the Software is at their sole 
risk and that they agree to accept the product As Is. 

Sample Magic makes no warranties and conditions with respect to the Software, either expressed, implied or 
statutory, including, but not limited to, the implied warranties and/or conditions of merchantability, of satisfactory 
quality, of fitness for a particular purpose, and non-infringement of third party rights. 

Sample Magic reserves the right to revise the product without obligation to notify any individual or entity of such 
revisions. Sample Magic does not and cannot warrant that the performance or results you may obtain by using the 
product will meet your requirements, or that the product will be error-free or uninterrupted, or that defects in the 
product will be corrected. 

Limitation of liability

IN NO EVENT WILL SAMPLE MAGIC, ITS MEMBERS, STAFF, CONTRACTORS, AFFILIATES OR SUPPLIERS BE 
LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST REVENUE, PROFIT, OR 
DATA, OR FOR SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR PUNITIVE DAMAGES HOWEVER 
CAUSED AND REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE 
THE SOFTWARE EVEN IF SAMPLE MAGIC OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGES. 

In no event shall Sample Magic's or its suppliers' liability to Customer, whether in contract, tort (including 
negligence), or otherwise, exceed the price paid by Customer. The foregoing limitations shall apply even if the 
above-stated warranty fails of its essential purpose. 

Support

Sample Magic is not obligated to furnish or make available to you any further information, software, technical 
information, know-how, or support. 

Beta software

The above warranty does not apply to any beta software, any software made available for testing or demonstration 
purposes, any temporary software modules or any software for which Sample Magic does not receive a license fee. 
All such software products are provided AS IS without any warranty whatsoever.

Term

This License is effective until terminated. Customer may terminate this License at any time by destroying all copies 
of Software. This License will terminate immediately without notice from Sample Magic if Customer fails to comply 
with any provision of this License. Upon termination, Customer must cease using the Software with immediate 
effect and destroy all copies of Software.

This License shall be governed by and construed in accordance with the laws of the United Kingdom. If any portion 
is found to be void or unenforceable, the remaining provisions of this License shall remain in full force and effect. 
This License constitutes the entire License between the parties with respect to the use of the Software.


