
© クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
ZERO-G製品共通

エンドユーザー使用許諾契約書 1/2

Zero-G Limited ソフトウェア・エンドユーザー使用許諾契約書

本エンドユーザー使用許諾契約書（以下「本契約書」といいます）は、本契約書が付属している Zero-G Limited 製品（コンピューターソフトウェア本体、
および関連する付属資料／電子資料などを含み、以下、総称して「本ソフトウェア」といいます）に関して、本ソフトウェアを正規に購入されたお客様（以下、

「エンドユーザー」と言います）と Zero-G Limited ( 以下「ZERO-G」といいます ) との間で締結される法的な契約書です。本ソフトウェアのインス
トール／コピー／使用のいずれかを行った時点で、エンドユーザーは本契約書の諸条件に従うことに同意したものとみなされます。エンドユーザーが本
契約書の諸条件に同意されない場合は、本ソフトウェアを使用する事はできません。

本ソフトウェアは、著作権法、国際著作権条約、その他あらゆる知的所有権に関する法律および条約によって保護されています。エンドユーザーは本
契約書に同意することにより「本ソフトウェアを使用する権利（＝ライセンス）」を取得する事になりますが、本ソフトウェア自体を取得した事にはなり
ません。

1. ライセンス

本ソフトウェア（本ソフトウェアに使用または収録されている画像、写真、動画、ビデオ、オーディオ、音楽、文章なども含みますがそれを限りとしません）
は、そのコピーも含め、すべて ZERO-G の著作物です。
エンドユーザーは、製品収録サウンドを、映画、テレビ、CM、WEB サイト、ビデオゲームなどのメディア制作に、追加料金なしで、永続的かつ非独
占的に、ライセンスフリーで使用することができます。
エンドユーザーが本ソフトウェア、あるいは本ソフトウェアの一部または全部を、を、転売、賃貸、リース、譲渡、頒布、改変、担保、ネットワーク
上に格納する、あるいは電子的に転送や配信することは禁止されています。エンドユーザーは、本ソフトウェアの収録サウンドを、収録されている
形のままあるいはフォーマットを変更した形（マルチ・サンプル、サウンド素材、プログラム、パッチ、プレイバック・ユニット、WEB サイト、CD、
DVD、コンピュータなどを含み、これに限りません。）の如何を問わず「配布」することはできません。また、制作物から容易に収録サウンドが抽出
できるような形で使用したり、ハードウェアで使用する目的でチップや ROM に収録することはできません。
エンドユーザーが、サウンドの中に埋め込まれたウォーターマークや、通常使用している範囲では感知できない識別子等の「電子透かし」を変更した
り削除することは認められていません。
エンドユーザーは、本ソフトウェアのサウンドが不正に使用されていたり、配布されていることに気づいたら、E メールにて、ZERO-G Limited（info@
zero-g.co.uk）もしくは代理店（mpsupport@crypton.co.jp）へ通知する義務があります。

2. 免責
エンドユーザーは、本ソフトウェアを使用したことにより発生する一切のクレームや訴訟（弁護費用や経費を含む）から ZERO-G Limited を補償し、
危害を及ぼすことなく、かつ擁護するものとします。

3. 賠償請求
「1. ライセンス」に記載された範囲をこえた使用、または製品、及び製品収録サウンド、サンプルの配布は固く禁じられており、ZERO-G　Limited
はそれらの違法行為に対して損害賠償や使用の差し止めを請求することができます。また、エンドユーザーが本契約に違反したことが発覚した場合、
Zero-G Limited は、法の定める最大限の範囲をもって本ソフトウェアの使用を即時に差し止める権利を有します。

4. 保証の放棄
ZERO-G Limited は、本ソフトウェアの内容がエンドユーザーの特定の目的へ適合すること、第三者の権利の非侵害性、品質、性能、商品性につい
て、明示的にも黙示的にも一切保証いたしません。

5. 責任の制限
如何なる理由のあるなしを問わず、ZERO-G Limited が本ソフトウェアに関してエンドユーザーに対して発生する賠償責任は、エンドユーザーが本
ソフトウェアを購入する際に支払った金額を超えない事とします。

6. 一般条項
本契約書は英国法に準拠します。

7. 完全合意
本契約書は、ZERO-G Limited とエンドユーザーの完全合意のもと成り立つものです。

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。
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Licensing Agreement
1. Use of Sounds.

All sounds included in this sample library ("Sounds") are licensed, not sold, to You by Zero-G Limited. Zero-G 
Limited is either the owner or licensee of the Sounds.

The payment You make to download the Sounds gives You the perpetual, non-exclusive right to incorporate these 
Sounds in any audiovisual production ("Production"), such as a film, television show, advertisement, website, 
videogame, or other media production, without paying any additional royalties, license fees, or any other fees to 
Zero-G Limited or third parties.

You may not distribute, sell, rent, lease, sublicense, assign, or otherwise transfer any of the Sounds except as 
incorporated in a Production. You may not distribute the Sounds independently of a Production, or with any 
directions or instructions as to how the Sounds may be extracted from a Production, or with any invitation, 
suggestion or authorization that the Sounds may be extracted from a Production.

You may not alter or delete any "watermark" or other ordinarily imperceptible identifier embedded within the 
Sounds.

You may not distribute the Sounds, either in native format or reformatted, filtered, resynthesized or otherwise 
edited, for use as sounds, multi-sounds, samples, multi-samples, programs or patches in a sampler, sample playback 
unit, website, compact disc, DVD or computer.

The Sounds cannot be used as source playback from ROM or chip sets or embedded in any chip set.

You will exercise due diligence and maintain strict safeguards on all Sounds included in the Zero-G sample library 
downloaded and received by You, to prevent unauthorized use or distribution thereof. If You become aware of any 
unauthorized use or distribution of the Sounds, You shall immediately notify Zero-G Limited via email at info@zero-g.
co.uk or via the contact page provided at the Zero-G website (http://www.zero-g.co.uk).

2. Indemnification.

You will indemnify, save, hold harmless and defend Zero-G Limited from and against any and all claims, demands, 
suits, damages, liabilities and all reasonable expenses, including attorneys' fees, against or suffered by Zero-G 
Limited with respect to any matter that arises as a result of a breach of this Agreement by You.

3. Injunctive Relief.

You acknowledge that Zero-G Limited has a proprietary interest in the Sounds and that any use by You that intends 
to frustrate the purpose of this Agreement, including but not limited to selling, renting, or otherwise distributing 
the Sounds independently of a Production would cause irreparable injury to Zero-G Limited in way that could not be 
adequately compensated by damages.

You agree that, in the event of such improper use, Zero-G Limited shall be entitled to an immediate injunction (to 
the fullest extent permissible by law).

4. Disclaimer of Warranties.

Zero-G Limited expressly disclaims all warranties of conditions of any kind, express or implied, including without 
limitation, the implied warranty of title, noninfringement, merchantability and fitness for a particular purpose.

5. Limitation of Liability.

You agree that Zero-G Limited's cumulative liability with respect to any claims made in relation to or arising out of 
this agreement on any theory or basis will not exceed the license fee paid by You for the Sounds.

6. Choice of Laws; Jurisdiction.

This License Agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of England.

7. Entire Agreement.

This License Agreement constitutes the entire agreement between Zero-G Limited and You with respect to the 
Sounds.


