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ソフトウェアライセンス契約

重要： 新たなLINE 6 製品（以下「ソフトウェア」）と共に提供された、もしくは組み込
まれているソフトウェアのいずれかの部分を受諾、インストール、使用することにより、
本ソフトウェアライセンス契約に記載されている全ての契約条件に合意し、本契約の
当事者として本契約の制約を受けることに同意したものと見なされます。本契約に記
載されている全ての契約条件に合意しない、もしくは順守できない場合はインストー
ルプロセスを中止するものとし、本ソフトウェアを使用する権利はないものとします。

本契約に基づいて使用権利を付与するLINE 6の意思は、他のいかなる条件も除外し、
本契約に記載されている全ての契約条件にユーザーが合意するという条件に明示的
に基づいています。これらの契約条件がLINE 6からの申し出であると見なされる場合、
その受諾は本契約条件に明示的に制限されるものとします。

契約条件
1.ライセンス許諾
本契約書に記載されている契約条件に従い、Line 6, Inc.（以下「Line 6」）は、ソフトウェ
ア一本（1）をオブジェクトコードフォームにおいてのみ、かつ適用されるエンドユー
ザードキュメント（「ライセンス」）がある場合にはそれに従って使用する、個人使用の、
単一の、サブライセンス不可能な、非独占のライセンスを付与します。ユーザーは直
接的にも間接的にも以下を行うことはできません：リバースエンジニアリング、逆コ
ンパイル、逆アセンブル、その他ソースコードや基本アイディア、アルゴリズムを発
見するよう試みること、本ソフトウェアの改変、翻訳、本ソフトウェアに基づいた派
生品の作成、本ソフトウェアの複製（保管目的を除く）、レンタル、リース、譲渡、領布、
その他ソフトウェア権限の委譲、ソフトウェアの共同使用（タイムシェアリング）、サー
ビスビューロー目的での使用、第三者の利益のための使用、登録商標や著作権表示
やラベルをソフトウェアから除去すること。当事者間において、ユーザーはLine 6お
よびそのライセンサーがソフトウェアのあらゆる部分および複製品の所有権を世界中
において保持していることを認識するものとします。いかなる理由であれ、本契約が
終了した場合には、ライセンスおよび本契約下において付与された全ての権利がなく
なるため、ユーザーは本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェアを破壊するも
のとします。本ソフトウェアが組み込まれているハードウェアデバイスを永久的に販

売もしくは譲渡し、受取人が本契約の諸条件により拘束されることに合意した場合に
おいてのみ、本契約下にて付与された権利を永久的に委譲することができるものとし
ます。本ソフトウェアは、以下に記載されている免責事項および賠償責任の制限に従
い、現状のまま提供されるものとします。

2. 「ベータ」版
ユーザーは、「ベータ」版であると認定されているソフトウェアにはバグや欠陥がある
可能性があるほか、機能が限定的である可能性があり、かかる「ベータ」版のソフトウェ
アを提供する主な目的はそのパフォーマンスに関するフィードバックを取得し欠陥を
認識するためであることを認識し、また同意するものとします。また「ベータ」版は完
全にテストされておらず、Line 6によりサポートされていない開発中の機能や特徴が
含まれている可能性があり、以下のセクション4が適用されないことを認識し、かつ
同意するものとします。「ベータ」版のソフトウェアを使用する際には予め重要なデー
タを保存・保護し、慎重に作業を進めることが推奨されます。また「ベータ」版のソフ
トウェアおよび関連機材が正しく機能および動作するであろうと期待しないものとし
ます。Line 6よりソフトウェアの製品版がリリースされた場合には、かかるソフトウェ
アの「ベータ」版を返却もしくは破棄することに同意するものとします。

3. 使用制限
ユーザーは、本ソフトウェアを法的に認められた目的のためにのみ、適用される全て
の法律に従って使用するものとします。本契約書に基づき、ユーザーはソフトウェア
を非合法・違法に使用した結果として生じた全ての申し立てにおいて、Line 6を弁護
し補償することに合意するものとします。

4. サポート
契約条件に基づき、Line 6は本ソフトウェアに関して電話および eメールでのサポー
トサービスを提供します。いかなる状況においても、Line 6は本ソフトウェアに関す
る紙ベースでのドキュメント（ハードコピー）、アップグレード、拡張、修正、通話料
無料での電話サポートサービスを提供する義務を負うものではありません。

5. 契約の終了
本契約は契約が終了するまで有効です。いずれの当事者も、書面でもう一方の当事者



にその旨を通知することで契約を終了することができます。またユーザーが本契約に
記載されている契約条件に違反した場合、Line 6は事前に通知することなく、かつ法
的責任を負うことなく、直ちに本契約を終了することができます。本契約のうち、そ
の性質上契約終了後も存続する条項に関しては、免責事項および賠償責任の制限を
含むがこれらに限定されることなく、契約終了後も有効であるものとします。

6. 免責事項
本ソフトウェアおよび付帯ドキュメントは全て現時点で入手可能なものであり、適用
される法律で定められているあらゆる保証をすることなく提供されるものです。
LINE 6は、口頭および書面で交わされたかどうかに関わらず、また明示あるいは黙示
を問わず、商品性、特定目的への適合性、非侵害の黙示的保証を含むがこれらに限
定されることなく、あらゆる保証を否認します。LINE 6およびそのライセンサーは、
それがLINE 6に起因するものであれユーザーのエラーおよび過失に起因するものであ
れ、エラーもしくはその他の故障により生じたデータ、項目、構成要素の損失を含む
がそれに限定されることなく、ユーザーが被ったいかなる損害についても一切責任を
負いません。LINE 6は、本ソフトウェアがユーザーの要求を満たすものであることを
保証するものではなく、また本ソフトウェアが中断しない、エラーが起きない、およ
び欠陥が修正されることを保証するものではありません。ユーザーは、意図した結果
を得るために本ソフトウェアを選択したこと、および本ソフトウェアの使用によって
得た結果について責任を負うものとします。また、ユーザーは本ソフトウェアの品質
およびパフォーマンスについて全てのリスクを負うものとします。

7. 責任制限
本契約書に記載されている事項に関わらず、ないしは別の方法においても、LINE 6は
あらゆる契約、怠慢、虚偽表示、厳格責任、およびその他の法律上もしくは衡平法上
有効な理論に基づいた本契約の対象について、適用される法律で定められているあ
らゆる付随的、間接的、警告的、懲罰的損害賠償の責任を負うものではありません。
またLINE 6はいかなる場合においても、契約上においても別の方法においても、本ソ
フトウェアに関連してユーザーが被る可能性がある損失について補償する義務を負う
ものではありません。

本ソフトウェアの「ベータ」版の可用性は、Line 6による開発、サポート、修理、販売の

継続に関する義務を生じさせるものではなく、また本ソフトウェアを「ベータ」版で、も
しくはその将来的なバージョンで提供を続ける義務を生じさせるものではありません。

8. 輸出制限
ユーザーは、本ソフトウェアおよびそのいかなる部分も、また本ソフトウェア（前述に
おいて「制限されたコンポーネント」とまとめて呼ばれている）の直接的な産物である
あらゆるプロセスやサービスは米国が起源であることを認識しているものとします。
ユーザーは、米国輸出管理局による規制を含み、これらの産物に適用される全ての国
際法および国内法、米国およびその他の政府により発行されたエンドユーザー、エン
ドユース、目的地に関する制限に従うことに合意するものとします。

9. その他
ここに記載される権利についていずれの当事者による行使が失敗した場合において
も、本契約書に記載されている権利の放棄と見なされるものではありません。本契約
書の条項のうち強制力がないもしくは無効であると判断されたものがある場合、当該
条項は必要最小限に制限もしくは除外されますが、本契約書のそれ以外の部分は完
全に有効であり強制力があるものとします。本契約書は、その条項における抵触法を
問わず米国カリフォルニア州の法律に準拠します。本契約書の双方の当事者は、本契
約が完全であり、当事者間の相互理解に基づいた排他的な契約であること、また以前
に行われた本契約の内容に関する口頭および書面による全ての合意、連絡、その他の
理解に優先するものであり、別途記載がない限り全ての修正は双方の当事者により署
名された書面に記述されている必要があることに合意するものとします。本契約の結
果としていかなる代理店、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、雇用も創出さ
れないものとし、ユーザーはLine 6をいかなる意味でも拘束する権限を持ちません。
本契約書に関する全ての通知は書面にて行われるものとし、手交で渡された場合には
それを受理した時点で、一般的な宅配便業者による翌日配達で送付された場合には
送付された翌日の時点で、書留郵便物受領通知が要求される配達証明書付き郵便も
しくは書留郵便で送付された場合には受理した時点で、正式に受け取ったものと見な
されます。 N222
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互換性
• Mobile In は iPhone 4、iPad、および iPad 2 で使用できます。
• Mobile In は、iOS4.2.1 以降の上記のアップル社製品で CoreAudio を使用

する全てのアプリと互換性があります。
• Mobile In は 一 度 に 一 つ の イ ン プ ッ ト・ ソ ー ス し か 使 用 で き ま せ ん。

GUITAR IN または LINE IN のどちらかのみを使用してください（両方を同
時に使用しないでください）。

最初に
1. まず最初に、ご使用の iPhone および iPad に最新の iOS オペ レーティング・

システムがインストールされている事を確認してください。

2. POD アンプ及びエフェクトを使用するには、当社が提供する無償アプリ、
Mobile POD が必要です。また、このアプリによって Mobile In ハードウェ
アのファームウェア・アップデートを行う事ができます（ファームウェア
とは、Mobile In のマイクロプロセッサー用に組み込まれているソフトウェ
アです。パソコンのソフトウェアと同じように時々アップデートが必要で
す）。

 iPhone および iPad がインターネットに接続されている状態で Mobile In を
接続すると、Mobile POD のダウンロードが促されます。アプリは、あら
かじめダウンロードしておくことを推奨します。App Store 内で名前で検
索し、「無料」ボタンを押してインストールしてください。

3. 30ピン・ドック・コネクターを使い、使用するiPhoneおよびiPadにMobile 
Inを接続します。

4. ギターまたはその他のオーディオ・ソースを Mobile In に接続します。
Mobile In は一度に一つのインプット・ソースしか受け付けません。

 GUITAR IN を使用する際：同梱されたアダプター・ケーブルの小さい方の
プラグを Mobile In の GUITAR IN に接続し、その反対側をギターに接続し
てください。

 STEREO LINE IN を使用する際：1/8 ” ステレオ・ケーブルの一方を Mobile 
In の LINE IN インプットに、他方をキーボード、ミキサー、ミュージック
プレイヤー等、使用する機材のライン・レベル・オーディオ・アウトプッ
トに接続してください。

5. Mobile POD や iPad 用 GarageBand 等、お好きなオーディオ・アプリを起
動してください。Mobile In は CoreAudio を使用する全てのアプリと使用
する事が可能です。

Mobile PODアプリを使用する
Mobile POD は、使用する iPhone、iPad 上に、あの伝説的な Line 6 POD のギター・
トーン（もっとも人気のあるオリジナルのアンプやエフェクトのモデリング）を
再現します。Mobile POD 独自のギター・インプット・サーキット設計により、
従来のモバイル・ギター・ソリューションとは比べものにならないほど高品質な、
スタジオ・クオリティの音色を提供します。



注意：使用する iPhone および iPad に Mobile In が接続されていない場合、Mobile 
POD はオーディオの処理を行いません。

1. 上記のように、30 ピン・ドック・コネクターを使ってご使用の iPhone お
よび iPad に Mobile In を接続します。

2. Mobile POD アプリを起動します。

3. 起動画面が表示されたら、お好きな場所をタップして演奏を始めてくださ
い。

• プリセット・ギター・トーンを選択するには、画面上部のネームバーをタッ
プし、使用可能な音色から選んでください。

• コンパクト・エフェクトをオン／オフするには、フットスイッチ部分を
タップしてください。

• アンプやコンパクト・エフェクトのつまみを調整するには、パネルをタッ
プしてください。画面の上半分にパネルのクロースアップが表示され、
つまみを回したりスイッチを入れたりすることができます。

 Mobile POD の 機 能 や 使 用 方 法 の 詳 細 は www.line6.jp/mobilepod/
howtouse をご覧になってください。

iPad用GarageBandを使用する場合
Mobile In は、iPad 用 GarageBand の最高品質のギター及びライン・レベルのイン
プット・アダプターとして使用できます。上述のように Mobile In を接続してか
ら GarageBand を起動し、他のオーディオ・ジャックやアダプターの代わりに
LINE IN や GUITAR IN のインプットを使用してください。外部の音や他の楽器を
録音する際、より良いギターの音色に加え、より高品質なオーディオを楽しむ事
ができます。

他のアプリを使用する場合
Mobile In は、Mobile POD や iPad 用 GarageBand 以外の他の多くのアプリとも使 
用可能です。iOS4.2.1 以降の CoreAudio を使用する全てのアプリと互換性があり
ま す。Mobile In で 使 用 可 能 な 他 の ア プ リ の 情 報 に つ い て は www.line6.jp/
mobilein/apps をご覧ください。

保証
保証については、弊社ウェブサイト（www.line6.jp）を参照してください。

オンラインでのご登録
ご購入製品のオンラインでのご登録は、弊社ウェブサイト（www.line6.jp/account/ 
registergear）で行うことができます。製品のユーザー登録は、テクニカルサポー
トへのお問い合わせや弊社からの特別オファーのご連絡に必要となります。

本製品は米国連邦通信委員会（FCC）により定められた FCC ルールの「分類 15・A
クラス B デジタル機器」に準拠するようテストおよび作成されています。
オペレーションは以下の二つの条件を前提としています：（1）本製品は有害な妨
害を引き起こしてはならない（2）本製品は望ましくないオペレーションを引き起
こすかもしれない干渉を含め、全ての干渉を許容しなければならない。

Line 6 および Mobile In は Line 6, Inc. の登録商標です。無断複写・複製を禁じます。

Apple、iPhone、iPad は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

App Store は、Apple Inc. の商標です。アップルは、本製品の機能および安全および規

格への適合について一切の責任を負いません。


