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keilwerth Audio / Vengeance 使用許諾契約書

本製品を使用することによって、ユーザーは以下の条項を理解し、同意するものとします。本使用許諾契約書（以下、「本契約」）は、書面または口頭
による従来の如何なる合意および了解事項に優先するものです。

全てのサウンドセット／サンプル／オーディオデモの著作権は Vengeance Sound にあります。購入された Vengeance Sound 製品の再販は、部
分的（例：単一のサウンド）であっても禁止されており、これに違反した場合は法的に追及されます。Vengeance Sound 製品を注文した時点で、
この契約に同意したこととします。

本契約の条項に同意しない場合、または地域自治体の規制により、「販売後」に使用許諾契約に同意すること、及び限定された免責条項が禁止され
ている場合は、ただちに本製品の使用を中止してください。著作権法はすべての地域条例に優先します。

本契約は、本製品のエンドユーザー（以下「ユーザー」といいます）と、keilwerth Audio / Vengeance（以下、「著作権者」と言います）との間で
締結される法的な契約で、ドイツの法律に準拠します。

権利帰属

本製品を構成する全てのソフトウェア、サウンド、関連メディア、印刷物、オンライン上または電子的に提供されるドキュメント（以下、総称して「本製品」
と言います）の著作権は著作権者が留保しており、米国著作権法、国際条約、その他すべての適用される国内外の法律によって保護されています。
本製品は、書面による事前の同意なく、著作権者から、およびすべての適用法に従って、全体または一部を電子媒体または機械で読み取り可能な形
式に複写、複写、翻訳、または縮小することはできません。この製品の唯一の所有者は著作権者です。

非保証

本製品は現状のままで提供され、いかなる保証も行われません。著作権者は、特定の目的のための市場性および適合性または第三者への非侵害の
暗黙の保証を含め、明示、暗示されているかに関係なくすべての保証を放棄します。本製品の品質、及び性能、そして情報の正確性のリスクについても、
ユーザーがすべての面で受諾するものとします。万一、本製品の情報が不正確だった場合や、期待していた通りの動作をしない場合、ユーザーは必
要なサービス、修理や修正のための費用は負担します。

いかなる場合においても、本製品の使用／使用不能、または情報（第三者によるデータの損失、データの不正確な表示を含み、その限りではない）
から生じた損害、損失、その他偶発的、特別、間接的な損害について、ユーザーが著作権者にそのような損害の可能性を通知した場合でも、著作権
者は一切の責任を負いません。

禁止事項

本契約において明示的に許可されている場合を除き、ユーザーは本製品もしくはそのコピーを使用／複製／改変／翻訳／譲渡することはできません。
また、本製品のコピー防止や認証アルゴリズムのロックを解除したり、バイパスしたりすること、そして著作権表示や、「about」ダイアログやそれが
呼び出される方法を削除したり、変更したりすることは固く禁じられています。

ソフトウェア・ライセンス／サンプル・ライセンスの権利および禁止事項

1. 本契約に含まれる規定に従い、当社はユーザーに対し第 3 項に定める目的のためにのみ、ライセンス対象物対し1 部をダウンロードするための個
人的、取消可能な非独占的ライセンス（以下「ライセンス」といいます）を付与します。これは所有権の移転ではありません。

2. ライセンスに基づき、ユーザーは当社の書面による明示的な許可なく以下の行為を行うことはできず、また行ってはなりません。

• ライセンスを譲渡すること、ライセンス対象物から著作権、またはその他の所有権に関する表記を削除すること。

• ライセンス対象物の配布、サブライセンス、またはその他の方法で第三者にライセンス対象物のコピーまたはアクセスを提供すること。

• ライセンス対象物を第三者に対して質権設定、抵当権設定、譲渡、またはその他の方法で担保に供すること。

• 派生物の作成／リバースエンジニアリング／逆コンパイル／逆アセンブル／改作／翻訳／送信／アレンジ／修正／コピー／バンドル／販売／サブラ
イセンス／輸出／合併／譲渡／適応／貸与／リース／割り当て／共有／アウトソース／ホスト／公開／他者への提供、その他直接的・間接的にラ
イセンス対象物を使用すること。また、当社または当社のライセンサーの所有権を侵害し、またはその他の形で毀損するような行為を許可・許
容または実行すること。

• 許諾されたマテリアルで使用されている、または許諾されたマテリアルによって使用されている技術的保護手段、デジタル著作権管理情報、ま
たはその他のコピー防止機構を回避／除去／変更、またはその他の方法で損なわせること。

• 許諾されたライブラリのコンテンツを当社が提供、または許可した以外のバーチャルインストゥルメント、オーディオ・サンプリング・システム、オー
ディオ再生システムなどで、ライブラリに含めたり、使用／再サンプリング／ミックス／加工／分離／埋め込みを行う事。
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• Vengeance Samples または Audio Plugin Libraries の楽曲／メロディ／メロディ・ループ／歌詞／ボーカル・サンプルまたはその一部を商業
的に使用すること。Vengeance Samples または Audio Plugin Libraries に含まれるメロディ、楽曲、歌詞、ボーカル、メロディ・ループに関
するすべての権利は、当社が所有しており、留保されます。

3. 当社は、第 2 項の許諾を行う義務を負わず、当該許諾のために手数料を請求する権利を有します。また、当社の単独かつ自由な裁量により、ユー
ザーに通知することで当該許諾を取り消すことができるものとします。

4. 第 2 項に記載された制限を含む本契約に定められた制限は、適用される法律で禁止されている限定的な範囲には適用されないものとします。

5. 当社は、ユーザーの単独の費用負担で、本契約に含まれる制限および誓約を検査および執行する権利を有します。ユーザーはかかる制限の違反が
判明した場合には、速やかに当社に通知することに同意します。

6. ユーザーは、許諾されたマテリアルを、電子的または物理的な形態での無許可の使用／複製／配布または公表から保護することに同意します。

7. 本契約の締結後、当社は、本契約に基づいてユーザーが使用するために、ライセンス対象物のコピーをダウンロードすることをユーザーに許可します。
また、当社が必要と判断した場合には、ライセンス対象ソフトウェアのアップデートをダウンロードすることをユーザーに許可します。当社は、許
諾されたソフトウェアのアップデートを提供する義務を負いません。

使用許諾

1. ユーザーは、ライセンス対象物を個人的な使用目的でのみ使用することができます。

2. ユーザーは、許諾されたソフトウェアがインストールされた機器、または許諾されたライブラリーにアクセスできる機器を他者に貸与する場合、貸
与を明示的に許可する書面によるレンタルライセンスを当社から取得しなければいけません。当社は、レンタルライセンスの料金を請求する権利
を留保します。

3. ユーザーは、個人使用のために必要な数のデバイスに許諾ソフトウェアをインストールすることができますが、当該デバイスはユーザーのみが使用
するものとします。

4. ライセンス対象物のオンライン・アクティベーションが必要な場合（VPS Avenger）。

• CodeMeter DRM ソフトウェアをインストールする必要があります。

• ライセンス対象物を少なくとも 90 日に 1 回、当社サーバーに接続する必要があります。

• ユーザーは。3 台のコンピュータ上でライセンス対象物をアクティベートすることができます。

5. 新しいライセンス対象マテリアルにアップグレードするためのライセンスが使用される場合、ユーザーは元のライセンス対象マテリアルのライセン
スをいかなる方法でも販売または譲渡することはできません。ユーザーのオリジナルのライセンスを譲渡すると、アップグレードされたライセンス
対象マテリアルのライセンスが終了することがあります。

6. 当社は、ライセンス対象物を「トライアル」、「評価」、「非再販」またはこれらに類する表示（以下「NFR バージョン」といいます）にすることがで
きます。ユーザーは、当社が NFR バージョンを提供する際に記載された期間および目的のためにのみ、NFR バージョンをインストールして使用
することができます。ユーザーは、NFR 版を使用して作成した素材をいかなる商業目的にも使用してはなりません。

7. 本サービスがオンラインストレージを提供している場合、ユーザーはコンテンツを他の場所に定期的にバックアップすることをお勧めします。当社
は、ファイルサイズ／保存スペース／処理能力／その他の技術的な制限について合理的な制限を設けることができます。当社は、ユーザーアカウン
トに関連するストレージスペースの制限内に収まるまで、本サービスを停止することがあります。当社は、ユーザーのコンテンツを削除する権利を
有します。

8. ユーザーの居住国によっては、すべてのサービスまたはサービス機能が利用できない場合があります。本サービスを通じて利用可能なユーザー生
成コンテンツは、ユーザーの居住国では合法ではなく利用できない場合があります。特定の国における特定のサービスへのアクセスは、当社また
は外国政府によってブロックされている可能性があります。ユーザーが本サービスを利用される場所で、本サービスの利用が合法的または利用可
能であることを確認するのはユーザーの責任とします。

9. ユーザーは、ユーザーアカウントを介して発生したすべての活動に責任を負います。ユーザーのアカウントが不正に使用されていることに気付いた
場合は、直ちにサポートチケット／ E メールを送信してください。ユーザーは以下の行為を行うことはできません。

• ユーザーアカウント情報を共有すること。

• 他人のアカウントを使用すること。

• これらの条件に違反した場合、サービスの提供を拒否したり、ユーザーアカウントのすべてのライセンスを停止することがあります。
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補償

ユーザーは、ユーザーによる本契約の違反、または許諾されたマテリアルの使用に関連する、合理的な弁護士費用を含むあらゆる責任、損失、請求
および経費から、当社および当社のパートナー／弁護士／スタッフ／関連会社／後継者および譲受人（以下、総称して「関係者」といいます）を補償・
防御し、損害を与えないことに同意するものとします。

免責事項および責任の制限

1. ライセンス対象物は、「現状のまま」、「利用可能な状態」で提供されており、明示的または黙示的を問わず、すべての保証は放棄されています（商
品性および特定目的への適合性に関する黙示的な保証の放棄を含みますが、これに限定されません）。ライセンス対象物には、バグ／エラー／問
題またはその他の制限が含まれている可能性があります。当社および当社の関連会社は、ユーザーによるこれらの資料の使用についていかなる責
任も負いません。また、当社および関連当事者は、契約違反／保証違反／不法行為（過失を含む）、製造物責任などに基づくかどうかにかかわらず、
間接的／特別的／偶発的、または結果的な損害（事業損失、利益損失、訴訟などによる損害を含む）について、そのような損害の可能性を知らさ
れていたとしても、責任を負いません。上記の損害賠償の否定は、ユーザーと当社との間の取引の基礎となる基本的な要素です。ライセンス対象
物は、このような制限なしには提供されません。

2. ライセンス対象物に起因するいかなる損害（ライセンス対象ソフトウェアに含まれるコンピュータウィルスその他の悪意のあるコードに起因する損
害を含みますが、これに限定されません）についても、一切の責任または賠償責任を負いません。

情報の使用

当社は、ユーザーのライセンス対象物の使用に関するすべての情報、およびユーザーから提供されたすべての情報を、当社のプライバシー・ポリシー
に沿ったあらゆる方法で使用および譲渡する権利を留保し、ユーザーは当社にこれを許諾します。

所有権および知的財産権

1. ライセンス対象ソフトウェア ( 文書、メディア、パッケージ、イラストを含むが、サブライセンス対象ソフトウェアを除く ) の著作権はすべて当社が
所有しています。ユーザーは、本契約に基づいて、許諾されたマテリアルやサブライセンスされたソフトウェアの著作権の所有権を取得することは
ありません。

2. 当社または第三者が所有する特定のロゴ／製品名／トレードマークが、ライセンス対象物、またはライセンスソフトウェアに関連する文書／媒体／
パッケージ／イラストに含まれている場合があります。ユーザーは、本契約に基づき、ロゴや商品名、またはトレードマークの権利を取得すること
はありません。

オペレーティング・ライセンス

ユーザー個人（１ユーザー）には、本製品を 1 台のコンピュータにインストールして使用することができる、非独占的権利が許諾されます。 本製品
が可能な場合、一度に 1 台のコンピュータで、かつ個人使用の範囲で、1 台のコンピュータから別のコンピュータに本製品を物理的に移すことがで
きます。グループプロジェクトなど、複数人で本製品を使用する場合は、そのグループに属する各メンバーは個別に本製品を購入する必要があります。
一度に 1 台のコンピュータで 1 人の人のみが本製品を使用する場合、ローカル・エリア・ネットワーク（同じローカル内）での使用は許可されます。

バックアップ

ユーザーは、バックアップの目的に限り、本製品のソフトウェア部分を 1 部コピーすることができます。ユーザーはバックアップ用のコピーに著作権
表示を複製して含める必要があります。

契約期間

本ライセンスは、解除されるまで有効です。ユーザーは本製品とそのすべてのコピーを破棄することで終了することができます。本ライセンスは、ユー
ザーが本契約のいずれかの条件に従わなかった場合にも終了します。ユーザーはこのような場合、本ソフトウェアのすべてのコピーとドキュメンテー
ションを破棄するか、または廃棄のために著者に返却することに同意します。

その他の権利と制限

本契約に明示的に許諾されていないその他の全ての権利と制限は著作権者によって留保されています。
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契約解除

1. 本契約は、理由の有無にかかわらず、当社の独自の自由裁量により、当社が終了するまで有効です。ユーザーが本契約のいずれかの条項に従わな
い場合、当社はユーザーに通知することなく本契約を終了することができます。このような終了は、差止命令およびその他の衡平法上の救済措置
を含む、当社が利用可能な権利および救済措置に加えて、それを損なうものではありません。

2. 本契約の免責事項／責任の制限／所有権／解除／解釈／ユーザーの保証／補償規定は、本契約の終了または失効後も存続するものとします。

3. ユーザーが第 2 項 (2) の制限事項に違反した場合、または違反を幇助した場合、本契約は自動的に終了します。

4. 本契約が終了した場合、ユーザーは電子的、印刷された形式を問わず、保有するライセンス対象物のすべてのコピーを破棄しなければなりません。

その他

1. 本契約は、ドイツのヘッセン州で実行されたものとして取り扱われ、ヘッセン州の法律に準拠して解釈されるものとします（法の抵触に関する原
則は適用されません）。

2. ライセンス対象マテリアルに関するユーザーの訴因は、訴因が生じてから 6 ヶ月以内に提起されなければならず、それに従わなかった場合、永久
に放棄され禁止されます。すべての訴訟は、本契約の第 7 項に定める制限に従うものとします。

3. 本契約の文言は、その公正な意味に基づいて解釈されるものとし、いずれかの当事者に有利または不利になるように厳密に解釈されないものとし
ます。本契約のセクションへの分割および見出しの挿入は、参照の便宜上のものであり、本契約の構成または解釈に影響を与えないものとします。

4. 本契約に起因または関連するすべての法的手続きは、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーでのみ行われるものとします。ユーザーは、同裁判
所の専属管轄権に明示的に服するとともに、国外への送達に同意するものとします。

5. 本契約の一部が無効または執行不能となった場合、その部分は適用法に基づいて解釈され、残りの部分は完全に効力を有するものとします。

6. 当社が本契約のいずれかの条項を執行しなかったとしても、当該条項または当該条項を執行する権利を放棄したとはみなされないものとします。

7. ユーザーは、許諾されたマテリアルをダウンロード、コピー、インストールまたは使用する前に、本契約を確認することに同意します。本契約は、ユー
ザーへの特別な事前通知なしに、当社によって随時変更されることがあります。最新の本契約書は、許諾されたソフトウェアのアップデートととも
に提供されますので、ユーザーは、許諾されたマテリアルを使用する前に、本契約書を確認してください。

8. 本契約は、上記のように随時変更され、参照することにより組み込まれるポリシーを含めて、ユーザーと当社との間の完全かつ唯一の合意を構成し、
ライセンス対象マテリアルに関するすべての事前または同時の合意、表明、保証、および了解事項に優先します。

9. 許諾されたマテリアルに含まれたり、関連するものが本契約と対立、または矛盾する限りにおいて本契約が優先されるものとします。

VENGEANCE SOUND 製品共通 ソフトウェア使用許諾書の原文はこちら（VENGEANCE SOUND 本国ページ）

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。

https://www.vengeance-sound.com/terms.php

