
CLIP STUDIO MODELER製品使用許諾契約書

CLIP STUDIO MODELER（以下「本製品」といいます）をインストールまたは使用する前に、本使用許諾契約
書（以下「本契約」といいます）をよくお読みください。本契約は、株式会社セルシス（以下「セルシス」といいます）

とお客様（以下「ユーザー」といいます）との間で締結される、本製品の使用に関する法律上の契約書です。

本契約のすべての条項に同意した場合のみ、ユーザーは本製品をインストール、使用することができます。

ただし、セルシスとの間で別途書面による契約を締結している場合はこの限りではありません。

本製品をインストールすると、CLIP STUDIO（第7条で定義しています）が同時にインストールされます。

1. 定義
本契約で使用する用語の定義は、別段の定義がない限り、以下に定めるとおりとします。

(1) 本製品
「本製品」は、CLIP STUDIO MODELERおよびCLIP STUDIOを含み、また付属する3Dデータおよび画像等
の電子データ（以下総称して、「本素材」といい、セルシスが追加的に提供したものを含みます）、関連資料、サ

ンプル、ドキュメント、およびソフトウェアの最新バージョンのアップデート、バグフィックス、修正などを含むすべ

てのデータを含みます。

(2) ドキュメント
「ドキュメント」は、本製品に関するすべてのユーザー向けドキュメント、マニュアル、資料、その他セルシスが提

供する情報をいいます。

2. 許諾
1. 本製品の著作権その他一切の知的財産権は、セルシスまたはセルシスに対し適正に許諾を与えた権利者に
帰属します。セルシスは、以下の各条件をすべて満たす場合に限り、ユーザーが本契約に明示的に定められた

通りに本製品を使用することを許諾します。

(1) セルシスが認めた正規の方法で本製品を取得した場合。
(2) セルシスがユーザーが使用する本製品を正規の製品と認めた場合。

2. 本契約で許諾した権利以外の本製品に関する権利について付与するものではありません。

3. 使用条件
本契約に基づいて、セルシスは本製品を使用する限定的かつ非独占的な以下の権利をユーザーに許諾しま

す。

1. 本製品について、ユーザー自身(法人その他の団体の場合、特定の従業員 1 名)だけが、 自ら占有、管理す
るコンピューター(以下「メインコンピューター」といいます)1 台のみ で使用できます。ただし、以下の各条件をす
べて満たす場合に限り、ユーザーは自己の作業を補助する者(以下「作業補助者」といいます)を指定して本製
品を使用させることが できます。

(1) 本製品をメインコンピューターの 1 台にのみインストールしていること。
(2) 第 4 条各号に規定された禁止事項に反しないように本製品を使用させること。

2. 本製品について、ユーザーは、メインコンピューターのみインストールできます。ただ し、以下の各条件をす
べて満たす場合に限り、ユーザーは自ら占有、管理する他のコンピューター(以下「サブコンピューター」といいま
す)の 1 台に限り、本製品をインストールできます。すなわち、当該条件のもと、ユーザーは本製品をメインコン
ピューター、サブコンピューター合わせて 2 台までインストールすることができます。
(1) 本製品の使用者をユーザー自身(法人その他の団体の場合、特定の従業員 1 名)とユーザーが指定する作
業補助者 1 名に限定していること。
(2) 本製品を同時に使用しないこと。



3. ユーザーは、本製品が独立した複数のソフトウェアで構成される場合においても、その全部または一部を分
離して第三者に使用させることはできません。

4. セルシスは、本製品について、CLIP STUDIOサイト、マニュアル等またはセルシスが運営する本製品に関す
るWebサイト (https://www.clipstudio.net/、 https://ec.clip-studio.com/)に別途使用条件を定める場合があり
ます。この場合、ユーザーは、当該使用条件を遵守するものとします。

4. 禁止事項
ユーザーが以下の行為を行うことを禁止します。

(1) 本製品の全部または一部をセルシスの許諾を得ずに複製する行為。
(2) 本製品の全部または一部を再使用許諾、公衆送信（たとえば、ホームページ等を通じて公表すること、およ
び送信可能化の状態も含みます。以下も同様です）、貸与、レンタル、疑似レンタル等する行為。

(3) 本製品の一部を譲渡する行為。
(4) 本製品に含まれるコンピュータープログラムの改変およびリバースエンジニアリング等の本製品を解析する
行為。

(5) 第三者に対し、ネットワーク（インターネットを含みますが、これに限られません）を経由して、本製品を使用さ
せるまたは本製品の機能を利用した処理、サービスを提供する行為。

(6) セルシスがユーザーや本製品を識別するためにユーザーに提供したシリアルナンバー等の情報を、第三者
に開示、提供する行為。

(7) 複数の者の間で、本製品を同時に使用する行為。
(8) 共有可能なシステムにおいて本製品を使用する行為。
(9) 本製品を第三者に有償で使用させる行為または本製品を商用サービスに組み込む行為。
(10) 権利保護等を目的として本製品に予め設定された技術的な制限を解除、無効化する行為、当該行為の方
法を公開する行為または設定された技術的な制限を解除、無効化することにより本製品を複製、改変（加工、変

形等を含みますが、これらに限りません。以下「改変等」といいます）、再使用許諾、公衆送信、譲渡、貸与、使

用等する行為。

(11) 本製品を公序良俗または法令に違反する目的で使用する行為。
(12) その他、セルシスもしくは第三者の知的財産権その他の権利を侵害する、または侵害する可能性のある行
為。

5. 譲渡
1. ユーザーは、第2条、第3条、および第4条に違反しない限りにおいて、本製品(本ソフトウェアを使用する権利
を含みます)を第三者に譲渡することができます。

2. 本製品の譲受人は、本製品に対しユーザーがセルシスから許諾されている権利および義務のすべてを承継
するものとします。セルシスは、本製品の譲受人に対し、本契約に同意の上で譲受人が本製品を使用すること

を許諾します。

3. 本製品の譲渡は、すべて当事者間の責任で行うものとします。セルシスは当該譲渡には一切関与せず、また
一切責任を負いません。

6. 保証
1. セルシスは、本製品が個々のユーザーのハードウェア・ソフトウェア等の環境に基づく特定の使用目的に適
合するものであることを保証しません。本製品の導入について、ユーザーは、自らの責任で判断するものとしま

す。

2. ユーザーは、本製品が種類、品質、または数量に関して契約の内容に適合しない場合（動作保証対象外の
特定のハードウェアまたはソフトウェアに起因する本製品の動作不具合を除きます）、 セルシスの判断に基づ
き、その不適合の程度に応じて交換もしくは修補プログラム等の提供、解決方法の案内または過去に支払われ

た代金の返還等を受けることができます。



3. 本契約に基づきセルシスが負う責任の範囲は、ユーザーが本製品を購入、利用するために実際に支払った
金額（月額利用プラン製品、期限付きライセンスの場合、ユーザーが本製品を使用するために過去1年間に実
際に支払った金額）を超えないものとします。ただし、 セルシスに故意または重過失がある場合は、この限りで
はありません。

4. セルシスは、本製品の機能に付随して利用できる各種情報、ソフトウェアおよびサービスをインターネット経
由でユーザーに提供することがあります。セルシスは、このような情報、ソフトウェアおよびサービスについて、

完全性、正確性、有用性およびインターネットの安全性、通信の安定性を含む一切の保証を行いません。セル

シスは、ユーザーの承諾なくこれらの提供を中断または終了できます。

また、セルシスは本製品のサポート、メンテナンス、アップデート、修正および新規リリースを行う義務を負いま

せん。

5. 本条第1項から第4項に定める保証はセルシスが本製品について行う唯一の保証であり、その他には、明示
的であるか黙示的であるかを問わず、一切保証しません。セルシスは、商品としての有用性、ユーザーが満足

いく品質であること、特定の目的に適合すること、または権利を侵害していないことに関して、明示的であるか黙

示的であるかを問わず、一切保証しません。本契約に適用される法律が禁止していない限り、本製品は、明示

的であるか黙示的であるかを問わず、商品性、性能、安全性、満足のいく品質、第三者の権利を侵害していな

いこと、特定の目的への適合性を含むがこれらに限定されない一切の保証はなく、現状のままでユーザーに使

用許諾されます。

ユーザーは、本製品が

(i)すべてのユーザーの要件を満たしていない可能性があること
(ii)欠陥がある可能性があること
(iii)動作の中断またはエラーがある可能性があること
を認識・認容するものとします。

さらに、ネットワークへの侵入や攻撃の新しい技術が継続的に開発されているため、セルシスは本製品に侵入

や攻撃に対する脆弱性がないことを保証するものではありません。

セルシスおよびその役員、従業員、販売店、代理店、代理人が口頭または書面で行った情報やアドバイスは、

上記の保証の範囲を拡大したり、新たな保証をしたりするものではありません。なお、本契約は、ユーザーが本

契約に適用される強行法規に基づく権利により法律に基づく追加の保証の権利を持つ場合がありますが、これ

らの権利が放棄されることはありません。セルシスは法律で認められる範囲を超えるユーザーの保証を制限す

るものではありません。

6. 本契約が他言語版と矛盾する場合、日本語版の本契約が優先されます。

7. CLIP STUDIO
1.「CLIP STUDIO」とは、セルシスがクリエイティブな活動を支援することを目的に提供するアプリのことです。
（詳細は https://www.clipstudio.net/en をご覧ください）

2．本製品のインストールを行うとCLIP STUDIOが同時にインストールされます。CLIP STUDIOは創作活動を
サポートすることを目的としたオンラインサービスを提供し、CLIP STUDIOにも本契約が適用されます。

8. インターネットへの接続、個人情報
1. セルシスが本製品およびCLIP STUDIOにより、ユーザーの個人情報を取得、送信する場合は、ユーザーの
同意を得て行い、送信された個人情報はセルシスの個人情報保護方針 （
https://www.celsys.co.jp/information/privacy/）に従って取り扱います。

2. 本製品およびCLIP STUDIOは、追加の通知を行うことなく、ユーザーのコンピューターをインターネットに接
続し、追加の情報や機能、サービスの提供およびアップデートの有無の確認などの目的のために、 セルシスの
管理するWebサイト、サーバーと通信を行う場合があります。

3. 本製品およびCLIP STUDIOにより、ユーザーがセルシスの管理するWebサイトやWebサービスにアクセス
し、これを利用する場合は、各サイトやサービスの利用規約を遵守するものとします。



4. 本製品、CLIP STUDIOおよびそれらを経由してアクセスするWebサイト、Webサービスは、お客様の利便性
と情報の取得のためにCookieを使用してサービスを改善しています。
Cookie Policy（https://www.clipstudio.net/en/about_cookies）に記載の方法でCookieをオプトアウトすること
ができます。また ブラウザの設定を構成することでCookieを拒否することは可能ですが、 一部の機能が無効
になる場合があります。ブラウザの設定の詳細については、ソフトウェアのヘルプページを参照するか、製造元

にお問い合わせください。Cookieは、サービスの運用サーバーからお客様のブラウザーに 送信される情報を通
じてお客様のコンピューターに記録されます。名前、住所、電話番号などの個人を特定する情報は、記録された

情報には含まれません。また、お客様のコンピューターに悪影響が及ぶことはありま せん。本サイトのCookie
は以下のカテゴリーに分類されます。詳しくはCookie Policy（https://www.clipstudio.net/en/about_cookies）
をご覧ください。

必須クッキー

Webサイトやサービスをご利用いただくための基本的な機能を提供するために必要なものです。

パフォーマンスクッキー

Webサイトの改善や広告パフォーマンスの分析のために、トラッキングを利用してお客様のWebサイトの利用
状況を分析しています。

広告表示クッキー

セルシスやGoogle、Facebookなどのソーシャルメディアサイトなどの関連企業のトラッキング情報に基づい
て、適切な広告を表示するために使用されます。これをオフにすると、ランダムにCLIP STUDIO MODELERの
広告が表示されます。

9. 本契約の解約、解除
1. ユーザーがCLIP STUDIOアカウントを削除したときは、本契約は終了します。それ以外の場合は、ユーザー
は自己の意思により本契約を終了させることができます。

2. セルシスは、ユーザーが以下のいずれかに該当するとき、責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、何ら
の通知催告を要することなく、本契約を解除することができます。なお、本項に基づく解除は、セルシスのユー

ザーに対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

(1) 本契約に違反したとき。
(2) セルシス利用規約、その他諸規定に違反したとき。

3. 本契約が終了した場合、ユーザーは本製品の使用を中止し、本製品をインストールしたすべてのデバイスか
ら完全に削除しなければなりません。

10. 本素材の利用
1. 本素材が収録または同梱されている場合、ユーザーは、本素材を複製し、そのまま、または改変等した上で
ユーザー自身の作品の制作に使用し、当該作品を公衆送信、頒布、譲渡、貸与等できます。

2. 本素材について、ユーザーが以下の行為を行うことを禁止します。
(1) 改変等の有無を問わず、本素材を本製品から分離、独立させた状態で公衆送信、頒布、譲渡、貸与等する
行為（本素材を使用した作品の公衆送信、頒布、譲渡、貸与等を除きます）。

(2) 改変等の有無を問わず、本素材の使用について再使用許諾等する行為。
(3) 本素材を使用して制作した作品を、明らかに当該作品から本素材を抽出できる状態で公衆送信、頒布、譲
渡、貸与等する行為。

(4) 本素材を主たる構成要素として商品またはサービス自体のデザインとして使用する行為または商標・ロゴ
マーク・シンボルマーク・イメージキャラクターとして使用、登録する行為。

(5) 権利保護等を目的として本素材に設定される技術的な制限を解除、無効化する行為、当該行為の方法を公
開する行為または設定された技術的な制限を解除、無効化した本素材を使用（複製、改変等、再使用許諾、公

衆送信、頒布、譲渡、貸与等を含みますが、これらに限りません）する行為。



(6) 本素材を公序良俗または法令に違反する表現、作品等に使用する行為。
(7) その他、セルシスが本素材に関して有する一切の知的財産権その他の権利を侵害する、または侵害する可
能性のある行為。

11. 免責事項
ユーザーは、ユーザーによる本製品、ドキュメント、または本素材の使用が違法、または本契約の許諾範囲外

であることに起因した第三者からのあらゆる申立て、損失、責任、損害、および費用（弁護士費用、裁判所およ

びその他の関連費用を含みますが、これらに限定されません）から、その法律構成の如何を問わず、セルシス

およびその関連会社、役員、従業員を免責するものとします。セルシスは、自己の費用で、本契約に基づく補償

の対象となる問題について、単独で防御する権利を有します。本契約のいかなる条項もこれを制限するもので

はありません。

12. 著作権および商標に関する注意事項
本ソフトウェア、ドキュメント、資料、またはその他の文書や資料に記載されているすべてのロゴ、商標、会社

名、製品名は、識別目的でのみ使用されており、各社の商標または登録商標である可能性があります。ここで

使用されている登録商標および商標は、それぞれの所有者の独占的な財産です。未登録の商標（例えば、出

願中の商標）のその法域における権利は、有効に登録されるまで排他的ではない場合があります。ユーザー

は、本ソフトウェア、ドキュメント、資料、および関連するすべての資料の商標、商号、製品名、ロゴ、著作権また

はその他の所有権表示、凡例、シンボルまたはラベルを削除、修正、変更、変更、隠蔽または汚損すること、第

三者に許諾することはできません。本契約は、セルシスおよび/またはそのライセンサーの名称またはそれぞれ
の商標をユーザーが使用することを許諾するものではありません。

13. その他
1. 本契約の解釈は日本法に準拠するものとします。本契約は、国際物品売買契約に関する国際連合条約には
準拠せず、その適用は明示的に除外されます。ユーザーによる本ソフトウェアの使用は、他の国、州、地方、国

内、国際法の対象となる場合があります。何らかの理由で管轄権を有する裁判所がいずれかの条項またはそ

の一部を執行不能と判断した場合も、本契約の残りの部分は完全な効力を有するものとします。

2. ユーザーは、本製品の使用にあたり、著作権法、輸出規制関連法を含む各種関連法令を遵守するものとし
ます。

3. 本契約に関する一切の紛争について、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄
裁判所とします。

4．第4条、第5条、第6条、第10条、第12条の規定は、本契約終了後も効力を有するものとします。

5．セルシスは、必要と判断した場合には、個別にユーザーと合意することなく、本契約の内容を変更することが
できます。この場合、セルシスは、本契約を変更する旨、変更後の本契約の内容および変更後の本契約の効力

発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知します。

改訂日：2021年6月24日
株式会社セルシス URL ： https://www.celsys.co.jp/

https://www.celsys.co.jp/

