
本製品のご利用にあたってのガイドライン
本ガイドラインは、お客様がご購入された製品（以下「本製品」といいま
す）に組込まれている株式会社コルグ、ヤマハ株式会社およびクリプト
ン・フューチャー・メディア株式会社（以下、「当社ら」といいます）が提供
するソフトウェアおよびこれに関わる印刷物、電子ファイル（以下「本ソ
フトウェア」といいます）をお客さまがご利用するにあたっての利用条件
ならびに注意事項を規定するものです。
本製品のご利用の前に、本ガイドラインをお読みください。

1. 著作権および使用許諾
当社らはお客様に対し、本ソフトウェアを構成するプログラム、データ
ファイル及び今後お客様に一定の条件付きで提供され得るそれらのバー
ジョンアッププログラム、データファイル（以下「許諾プログラム」といい
ます）を使用するための譲渡不能なライセンスを供与します。これらの許
諾プログラムの使用から得られるデータの権利はお客様にありますが、
著作権を含む許諾プログラムに関する権利は、当社らおよび当社らのラ
イセンサーが有します。

2. 使用制限
本ソフトウェアを利用して、以下の内容を行うことは許されません。
(1) 公序良俗に反する歌詞を含む内容を含んだコンテンツを、公開または
配布すること。
(2) 第三者の名誉・声望その他の人格権その他の権利を侵害する内容を含
んだコンテンツを、公開または配布すること
(3) 当社らの許諾なしに以下の内容を含んだコンテンツの公開を行うこと

① 商品・役務における表示
"VOCALOID(TM)（ボーカロイド、ボカロを含みます）"、初音ミク、ま
たはその他これらに類する表示（以下「契約表示」といいます）を以下
のような商品・役務において記載する場合

(a) 歌手名、アーティスト名、楽器名、その他何らかの形でクレジッ
トが表記され、且つ契約表示が記載されている商品・役務
(b) その包装や宣伝物等一切の宣伝広告行為において、契約表示が
使用されている商品・役務
(c) 映像作品のオープニングやエンドロール等に、消費者が認識で
きる形態で、契約表示がされている商品・役務

②商用カラオケでの使用 
商用カラオケソフトウェア、カラオケハードウェア、インターネット
を使用したカラオケシステムその他の商用カラオケ製品、またはカラ
オケサービス（オンライン、オフラインおよびその他あらゆる形態を
含みます）での使用
③電話／携帯電話着信音等の商用目的での使用 
電話機（携帯電話を含みます）および電話用機器（併せて以下「電話機
等」といいます）の呼び出し音、警告音等（着うた等、専ら音楽として娯
楽の用に供する目的で販売される音源を着信音として使用する態様
は含みません）での商用目的での使用
④ 機器への組込みその他の音源としての使用 
これまでに定めるものの他、家電、ロボット、パチンコ等のアミュー
ズメント機器、カーナビ等車載用機器、電子楽器、DTM 含む PC ソフ
ト、スマートフォン用アプリ、タブレット用アプリ等の電子計算機端
末用アプリ、またはゲーム等の音源での商用目的での使用
⑤商用映像作品での使用 
人物やキャラクターが歌ったりパフォーマンスしたりしていると取
れるような態様の表現に合わせた商用映像作品（アニメーション、コ
マーシャルフィルム、ゲーム等を含みこれらに限りません）での使用
⑥法人による商用 CD 等での使用 
法人によって製作（自ら録音物を制作する場合と、第三者から録音物
の提供を受ける場合とを問いません）され商業的に使用される CD、
レコード、録音テープ、MD、ハードディスク、フラッシュメモリー、
IC メモリーカード、およびその他の録音物（併せて以下「商用 CD 等」
といいます）での使用

3. 終了
利用条件はお客様が許諾プログラムをお受け取りになった日に発効しま
す。利用条件による使用許諾は、お客様が著作権法または利用条件の条
項に1つでも違反されたときは、当社らからの終了通知がなくても自動
的に終了するものとします。その場合には、ただちに許諾プログラムの
使用を中止しなければなりません。

4. 保証の否認
お客様は許諾プログラムを利用するリスクは全てお客様のご負担となる

ことを理解し明示的に同意するものとします。許諾プログラムおよび付
帯文書は保証なしに「現状のまま」提供されます。当社らは明示、黙示、法
定にかかわらず、品質保証、性能、権利の不侵害、商品性、特定目的への適
合性を含め、本ソフトウェアに関する一切の保証や表明をいたしません。
特に、許諾プログラムがお客様の要望に合うこと、許諾プログラムに中断
や遅延がないこと、安全、正確、完全であること、エラーがないこと、およ
び欠陥の修整などについても表明や保証を行いません。

5. 責任の制限
当社らの責任は利用条件で定める許諾を供与することのみに限定される
ものとします。当社らは、許諾プログラムの使用、またはそれを使用で
きなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害

（データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失など
による損害を含む）については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、た
とえそのような損害の発生や第三者からの賠償請求の可能性があること
について予め知らされた場合でも、一切責任を負いません。

6．キャラクターの利用
本ソフトウェアを利用して、クリプトン・フューチャー・メディア株式
会社が著作権その他の権利を有するキャラクターを含む表現物を制作
し公開するときは、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が定
める「キャラクター利用のガイドライン」（http://piapro.jp/license/
character_guideline）に従ってください。

7. 第三者のソフトウェア
当社らは、許諾プログラムとともに、第三者のプログラム、データファイ
ルおよび関連文書（以下「第三者ソフトウェア」といいます）を提供する場
合があります。当社らが第三者ソフトウェアであることを示した場合、
お客様はその第三者ソフトウェアに付随する契約条項に拘束され、第三
者ソフトウェアの提供者が全ての保証その他の責任を負うことを理解し
同意するものとします。当社らは第三者ソフトウェアに関する一切の責
任を負いません。当社らは、第三者ソフトウェアの商品性、および特定目
的に対する適合性の保証その他一切の保証を、明示であると黙示である
とを問わず、一切いたしません。第三者ソフトウェアの使用もしくは機
能から生じるすべての危険は、お客様が負担しなければなりません。当
社らは、第三者ソフトウェアに関しての操作方法、瑕疵その他に関してア
フターサービスを提供するものではありません。当社らは、第三者ソフ
卜ウェアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接
的、派生的、付随的または間接的損害（データの破損、営業上の利益の損
失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む）については、通
常もしくは特別の損害に拘わらず、たとえそのような損害の発生がある
ことについて予め知らされた場合でも、一切責任を負いません。

8. 一般事項
利用条件は、日本法（法の抵触に関する原則を除く）の適用を受け、日本法
に基づいて解釈されるものとします。また、当社らとお客様との間で問
題が生じた場合には、当社らとユーザーが誠意をもって協議し、協議して
も解決しない場合は、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。利用
条件の規定のいずれか、または、ある規定の一部分が管轄権を有する裁判
所または行政機関によって不法、無効、執行不可能とみなされた場合や、
当該の規定（または規定の一部分）が規約全体の基本的性質に合致しない
と判断された場合も、残りの規約（該当する規定が含まれる条項の残りの
部分も含む）の合法性、妥当性、法的効力は影響を受けません。お客様は、
アメリカ合衆国の通商禁止国、アメリカ合衆国財務省の特別指定国リス
ト上の国家に住居を定めていないこと、およびアメリカ合衆国商務省の
拒否人名リストに該当する者ではないことを表明および保証するものと
します。お客様からの全ての法的通知は書面でなされるものとし、下記
に記載の住所まで書留郵便で送付されるものとします。
〒206-0812　東京都稲城市矢野口4015-2　株式会社コルグ

9. 完全合意
この規約の契約条件は、お客様と当社らの間の完全な合意から成るもの
で、この件に関する従前のすべての認識や合意に取って代わるものとし
ます。利用条件の改訂および変更は、当該改訂および変更が書面により
なされ、かつ当社らが署名した場合を除き、拘束力を有しません。

10．ガイドラインの変更
当社らは、本ガイドラインの内容を変更できるものとします。変更後は、
当社らがユーザーに変更の事実と変更箇所を通知しまたはウェブサイト
上で変更の事実と変更箇所を告知するものとします。
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Guidelines for Using the Product
These Guidelines establish the usage conditions and cautions for 
the customer when using software and any printed materials and 
electronic files (“the Software”) provided by Korg, Yamaha and 
Crypton Future Media (“the Companies”) included with the 
product purchased thereby (“the Product”).
Please read these Guidelines before using the Product.

1. Copyrights and License
The Companies grant a nontransferable license to the customer 
for the use of programs and data files contained in the Software 
as well as upgrades and data files that may be provided thereto 
under certain conditions (“Licensed Programs”). Although the 
customer has the right to any data obtained from the use of 
Licensed Programs, any rights relating to the Licensed Programs 
including copyrights belongs to the Companies and their 
licensors.

2. Usage Restrictions
The following is prohibited with regard to the use of the Software:
(1) publicize or distribute content contained in lyrics that violate 
public order and standards of decency;
(2) publicize or distribute content that violates the reputation, 
fame, moral rights or any other rights of a third party;
(3) publicize content contained in the following without the 
permission of the Companies:

(a) Representations on products or services
When representing VOCALOID™ (including VOCALO), HATSUNE 
MIKU or the like (“Contract Representation”) in products or 
services such as the following.

i. Products or services with credits such as the name of 
singers, artists, instruments or otherwise and with Contract 
Representation.
ii. Products or services with Contract Representation on its 
package, promotional materials or any other advertising.
iii. Movies with Contract Representation in opening credits, 
closing credits or otherwise displayed in a way that all 
consumers can recognize.

(b) Use in a commercial Karaoke or similar service/system to 
provide vocals including backing vocals, including use to create 
commercial Karaoke software, Karaoke hardware, and 
internet-based Karaoke products systems and services.
(c) Use commercially as telephone ringtones or as audio alerts 
or signals in telephone or telecommunication equipment, 
except when used in combination with other musical instru-
ments or sounds within a musical composition.
(d) Use as built-in voice or sound for consumer electronics 
products, robots, car navigation system, gambling machines, 
musical instruments, computer software, game software, or 
any other hardware and software products.
(e) Use for persons or characters in commercial motion 
pictures (such as, but not limited to, animation, commercial 
films, video games) as if they sing or perform the Synthesized 
Singing.
(f) Use for commercial CDs, records, audio-tapes, MDs, hard 
discs, flash memory cards, IC memory cards or any other 
recording media (“Records” as a collective term) produced by a 
legal entity (regardless of its own recordings or recordings 
provided by others) and for distribution or distributing the 
contents in Records online. 

3. Termination
Terms and conditions of use shall be in effect on the date that the 
customer acquires the Licensed Programs. The license with 
terms and conditions of use shall automatically terminate 
without notice from the Companies in the event that the 
customer violates any provision of the Copyrights Act or the 
terms and conditions of use. In such a case, use of the Licensed 
Programs must cease immediately.

4. Denial of Guarantee
It is deemed that the customer understands and explicitly agrees 
to bear all risks associated with the use of the Licensed Pro-
grams. The Licensed Programs and attached documents are 
provided in their original condition without a guarantee. The 
Companies do not guarantee or represent the quality, perfor-
mance, non-violation of rights, marketability or applicability for 
any specific purpose of the Software whether explicitly, implicitly 
or statutorily. In particular, the Companies do not represent or 
guarantee that the Licensed Programs meet the desires of the 

customer, that they lack interruptions or postponements, that 
they are safe, accurate and complete, that they do not contain 
errors or with regard to defects or repairs, among others.

5. Limitation of Liability
The liability of the Companies is limited to the supply of the 
license provided for in the terms and conditions of use. The 
Companies are not liable whatsoever for any direct, derived, 
collateral or indirect loss incurred due to the use or failure to use 
the Licensed Programs (including loss of data, loss of profits 
from sales, interruption of operations, loss of sales information, 
etc.) regardless of whether such loss is regular or special and 
even if the occurrence thereof or the possibility of third-party 
claims for indemnification was known in advance.

6. Use of Characters
When using the Software to fabricate and publicize feature 
representations including characters with respect to which 
Crypton Future Media owns copyrights or other rights, please 
refer to the “For Creators” section of “piapro.net”  (http://piapro.
net/en_for_creators.html), the website of Crypton Future Media.

7. Third-party Software
The Companies may provide third-party programs, data files and 
related documents (“Third-party Software”) with the Licensed 
Programs. In the event that the Companies indicate the inclusion 
of Third-party Software, the customer shall be bound by the 
contractual stipulations accompanying such Third-party 
Software and understand and agree that the supplier of 
Third-party Software shall guarantee the same and bear all other 
liability. The Companies do not bear any liability whatsoever with 
regard to Third-party Software, nor do they guarantee, either 
explicitly or implicitly, the marketability of Third-party Software 
or the applicability thereof for any specific purpose. The 
customer must bear all risks associated with the use or functions 
of Third-party Software. The Companies do not provide 
after-sales customer service regarding the operation method, 
defects of other matter regarding Third-party Software. The 
Companies are not liable whatsoever for any direct, derived, 
collateral or indirect loss incurred due to the use or failure to use 
of Third-party Software (including loss of data, loss of profits 
from sales, interruption of operations, loss of sales information, 
etc.) regardless of whether such loss is regular or special and 
even if the occurrence thereof or the possibility of third-party 
claims for indemnification was known in advance.

8. General Terms
The terms and conditions of use shall be applicable to the laws of 
Japan and interpreted based thereon. In the event of a dispute 
arising between the Companies and the customer, if such is not 
resolved after mutual consultation between the parties in good 
faith, the exclusive jurisdictional court shall be the Tokyo District 
Court. In the event that any of the stipulations, in whole or in 
part, of the terms and conditions of use are rendered illegal, 
invalid or unexecutable by a jurisdictional court or government 
body, or it is determined that such stipulation does not corre-
spond to the fundamental nature of the overall agreement, the 
legality, adequacy and legal force of the remaining agreement 
(including the remaining provisions that include such stipula-
tions) shall not be affected. The customer represents and 
guarantees that he or she does not correspond to an embargoed 
country of the United States, or reside in a country on any special 
list of the U.S. State Department or on any individual blacklist of 
the U.S. Department of Commerce. All legal notices from the 
customer shall be in writing sent by registered mail to the 
following address:
Korg Inc.       4015-2 Yanoguchi, Inagi City, Tokyo 206-0812 Japan

9. Entire Agreement
The terms and conditions of this agreement constitute the entire 
agreement between the customer and the Companies and 
replace all acknowledgments and agreements regarding this mat-
ter. Revisions or changes to the terms and conditions of use shall 
not have force unless such are effected in writing and signed by 
the Companies.

10. Change of Guidelines
The Companies may change the content of these Guidelines. 
After a change, the Companies shall notify the facts and details 
of the change to the customer or indicate them on their website.
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