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本書について
ご使用の前に、本書を必ずお読みください。rekordboxを使用する前にご理解いただくべき重要項目が含まれ

ています。

• 本書では、rekordbox画面内に表示されているボタン名やメニュー名などを、[ ]で囲んで記載しています。

（例：[BPM]、[コレクション]画面）

• 本書で説明している手順については、OSのバージョン、ウェブブラウザーの設定などにより記載の動作

と異なる場合がありますが、ご了承ください。

• 本書で説明しているrekordboxの画面の言語が、実際の画面の言語と異なる場合がありますが、ご了承く

ださい。

• 本書は、rekordbox ver. 6.0以降の機能や操作方法を記載しています。ver. 6.0より以前のバージョンをご

使用の場合は、rekordboxサイトのFAQよりダウンロードしてください。

• rekordboxの仕様、デザイン等は改良のため予告なく変更することがあり、本書の説明と異なる場合があ

ります。
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はじめに

rekordboxは、楽曲管理とDJプレイができる複合ソフトウェアです。

音楽管理ソフトウェアrekordboxを使って、コンピューターやモバイルデバイス内の音楽ファイルを管理

（解析、設定、作成、履歴保存）できます。rekordboxで管理された音楽ファイルをPioneer DJのDJ機器と

組み合わせて使うことによって、優れたDJプレイを実現できます。

サブスクリプションプランについて
サブスクリプションプランを契約することにより、より多くの機能を使ったDJプレイをお楽しみいただけま

す。

各プランで使用できる機能については、rekordbox.comをご覧ください。

rekordbox.com/ja/plan/

画面右上の[MY PAGE]をクリックすると[MY PAGE]ウィンドウが表示され、[PLAN]タブをクリックする

と、契約中のプランを確認・変更することができます。詳しくは、「契約したプランでコンピューターをアク

ティベートする」（12 ページ）をご覧ください。

ヒント
• 同一のPioneer DJアカウントであれば、1つのPioneer DJアカウントで複数台のコンピューターやモバイルデバイス
をアクティベートすることができます。各プランでのアクティベートできる台数については、rekordbox.comをご覧
ください。

• プランを契約しなくても、対象機器を接続することで、より多くの機能が使えるようになります。詳しくは、「ハード
ウェアによる認証について（Hardware Unlock）」（11 ページ）をご覧ください。

https://rekordbox.com/ja/plan/
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rekordboxを準備する

rekordboxを使用する際に必要なインストールやPioneer DJアカウントの登録などについて説明します。

ご注意
•  rekordbox ver. 6.0以降では、Pioneer DJのDJ機器に付属されている「rekordbox djライセンスカード」は使用しま
せん。
（rekordbox ver. 5以前でrekordbox dj（PERFORMANCEモード）をアクティベートするために使用します。）
また、特定のDJ機器をコンピューターに接続するだけで、PERFORMANCEモードでの制限された機能を使えるよう
になります。詳しくは、11 ページをご覧ください。

rekordboxをインストールする
rekordboxをインストールする前に、「ソフトウェア使用許諾契約書」（25 ページ）をよくお読みください。

rekordboxをお使いになるお客様は、本書に従ってインストールしてください。

rekordboxをインストール、アンインストールするには、コンピューターの管理者権限が必要です。 コン

ピューターの管理者に設定されているユーザーでログインしてからインストールしてください。

1 コンピューターでウェブブラウザーを起動し、rekordboxサイト（rekordbox.com）にア
クセスして、rekordboxのダウンロードページを開く。

rekordboxのダウンロードおよび機能のご利用方法についての案内が表示されます。

2 ダウンロードボタンをクリックする。

3 ソフトウェア使用許諾契約の内容をよく読み、同意するときは[同意する]にチェックを入
れる。

4 [Download]をクリックする。

ダウンロードが開始されます。

5 ダウンロードしたファイルを解凍する。

6 解凍したファイルをダブルクリックして、インストーラーを起動させる。

7 画面の指示に従ってrekordboxをインストールする。
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rekordboxを準備する

rekordboxを起動する
コンピューターの管理者に設定されているユーザーでログイン（またはログオン）してからrekordboxをお

使いください。

はじめてrekordboxを起動する際や、以前のバージョンのrekordboxでユーザー登録していない場合は、ユー

ザー登録とPioneer DJアカウント設定の画面が表示されます。その場合は、コンピューターがインターネッ

トに接続されている状態でrekordboxを起動し、画面に従って以下の操作をします。

以前のバージョンのrekordboxをインストール済の場合、以前使用していたライブラリを使用するには、ラ

イブラリを変換する必要があります。詳しくは、「以前のバージョンのrekordboxライブラリを変換する」（9 

ページ）をご覧ください。

ヒント
• コンピューターがインターネットに接続されていれば、rekordboxの[ヘルプ]メニューから本書やrekordboxサイトに
アクセスできます。

Macのとき

Finderで[アプリケーション]を選び、[rekordbox 6*]フォルダをクリックしたあと、[rekordbox.app]をダブ

ルクリックする。

* バージョンを意味します。

Windows のとき

デスクトップ上の[rekordbox]アイコン（ショートカット）をダブルクリックする。
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rekordboxを準備する

1 rekordboxを起動する。

Pioneer DJアカウント登録画面が表示されます。

以前のバージョンのrekordboxでアカウント情報を登録済みの場合、この画面は表示されません。そのま
まrekordboxをお使いいただけます。

2 [アカウント作成]をクリックする。

Pioneer DJアカウントを登録する
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rekordboxを準備する
3 氏名、メールアドレス、パスワード、国名を入力する。

Pioneer DJニュースのメール配信をご希望の場合、チェックボックスをクリックして、チェックマーク
を付けます。

4 利用規約を確認し、同意いただける場合は、チェックボックスをクリックして、チェック
マークを付ける。

同意いただけない場合、rekordboxは使用できません。

5 [Join Pioneer DJ]をクリックする。

入力したメールアドレス宛に、登録に必要な情報が送信されます。

もしメールが届かない場合、メールソフトウェアの迷惑フォルダに振り分けられていないか確認してく
ださい。

6 メールの内容に従い、手続きを完了する。

7 rekordboxに戻り、アカウント名とパスワードを入力して、[登録]をクリックする。

[OK]をクリックすると、rekordbox が使用可能になります。

Macではパスワード入力を求められるので、管理者のパスワードを入力します。Windowsでは、「rbinit.exe」

というプログラムにコンピューターの変更を許可するか尋ねられるので、「はい」をクリックします。

管理者パスワードの入力（Mac）/ユーザーアカウント制御の許可
（Windows）
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rekordboxを準備する

以前のバージョンのrekordboxライブラリを引き継いで使用する場合は、ライブラリを変換する必要があり

ます。（以前のバージョンのライブラリを使用せず、空のライブラリを作ることもできます。）

rekordboxを起動したとき、アンケートを画面に従って回答すると、以下の画面が表示されます。

1 [NEXT]をクリックする。

2 [START]をクリックする。

ライブラリの変換が始まります。

以前のバージョンのrekordboxライブラリを使用しない場合は、[NEXT]をクリックします。

ヒント
• ライブラリの変換を中止するには、[CANCEL]をクリックします。再度ライブラリの変換をする必要があります。
• ライブラリの変換を中止または実行しなかった際に、後から変換を実行することができます。画面上部の[ファイル]
メニュー内の[ライブラリ]から[ver. 5以前のライブラリを引き継ぐ]を選びます。

ご注意
• コンピューターのドライブの空き容量が足りない場合、エラー画面が表示されます。空き容量を確認の上、[リトラ
イ]をクリックすると変換を再度実行します。

• ライブラリの変換には、時間がかかる場合があります。変換が終了するまで、rekordboxをご利用いただけません。

以前のバージョンのrekordboxライブラリを変換する
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rekordboxを準備する

[プランを選択する]をクリックするとrekordboxサイト（rekordbox.com）が開き、プランを契約することが

できます。プランについて詳しくは、rekordbox.comの「プラン比較」をご覧ください。

既にプランを契約済またはプランを契約しない場合は、[先に進みたい方はこちら]をクリックします。

ご注意
• 上記画面の情報は例です。実際の金額や対象サービスは、rekordboxサイトでご確認ください。

[プランの選択]画面が表示されたときは
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rekordboxを準備する

rekordboxを設定する
•「ハードウェアによる認証について（Hardware Unlock）」（11 ページ）

•「契約したプランでコンピューターをアクティベートする」（12 ページ）

•「KUVOを設定する」（13 ページ）

•「オーディオドライバをインストールする」（14 ページ）

•「オーディオの出力先を設定する」（14 ページ）

Pioneer DJのDJ機器によっては、rekordboxをインストールしたコンピューターに接続するだけで、サブス

クリプションプランに契約していなくてもPERFORMANCEモードでの録音やDVS機能など制限されていた

機能が使えるようになります。対象機器について詳しくは、rekordbox.comをご覧ください。

rekordbox.com/ja/support/faq/v6/#faq-q1525

また、接続するDJ機器の取扱説明書もご覧ください。

ハードウェアによる認証について（Hardware Unlock）

https://rekordbox.com/ja/support/faq/v6/#faq-q1525
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rekordboxを準備する

プランを契約すると、１つのPioneer DJアカウントでログインした複数台のコンピューターでrekordboxを

使用したり、制限されていた機能が使えるようになります。画面右上の[MY PAGE]をクリックして[MY 

PAGE]ウィンドウを開きます。[PLAN]タブをクリックして、コンピューターをアクティベートさせます。

1. 契約中のプラン

2. 契約中のプランの次回支払日

3. 契約履歴

4. アクティベートのオン／オフ

5. 契約中のプランの有効期限

6. クリックすると、以下を選べます。

[プラン変更・解約]：プランを変更したり解約したりすることができます。

[サブスクリプションプランを契約する]：プランを契約します。

[アクティベート中のデバイスを確認]：他のコンピューターやモバイルデバイスなどでのアクティベー
ト状況を確認します。

契約更新についての詳細やご注意は、rekordbox.comのFAQをご覧ください。

ヒント
• 同一のPioneer DJアカウントであれば、1つのプラン契約で複数台のコンピューターやモバイルデバイスをアクティ
ベートすることができます。ご契約のプランによりアクティベートできる台数に限りがあるため、コンピューターを
買い替えた場合などは、古いコンピューターをディアクティベートしてください。

契約したプランでコンピューターをアクティベートする

3

2

1
4

5

6
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rekordboxを準備する

演奏情報を公開する／非公開にすることができます。画面右上の[MY PAGE]をクリックして[MY PAGE]

ウィンドウを開きます。[KUVO]タブをクリックすると、設定することができます。

KUVOへのファイルの共有のしかたについては、rekordboxサイトの「rekordbox操作説明書」をご覧くださ

い。

1. KUVOのプロフィール名（KUVO配信の際のDJ名）

2. KUVOサイトを開いてプロフィール名を変更します。

3. すべてのトラックの演奏情報公開のオン／オフ

|KUVOを利用するには
KUVOのシステム構築ガイドをご覧ください。

http://kuvo.com/kuvoweb/docs/configulation_guide/ConfigurationGuide.pdf

KUVOを設定する

3

21
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rekordboxを準備する

Pioneer DJのDJ機器を接続した場合、ドライバーのインストール画面が表示されます。画面に従ってイン

ストールしてください。詳しくは、DJ機器の取扱説明書をご覧ください。

[

画面右上の をクリックして[環境設定]ウィンドウを開き、[オーディオ]タブの[オーディオ]で出力す

るスピーカーを選びます。

オーディオドライバをインストールする

オーディオの出力先を設定する
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rekordboxを準備する

[MY PAGE]について
画面右上の[MY PAGE]をクリックして、[MY PAGE]ウィンドウを開きます。

画面右上にログイン中のPioneer DJアカウント名が表示されます。Pioneer DJアカウントを切替えることが

できます。

1. rekordbox.comからのお知らせを表示します。

画面下の[新しい情報がある時のみ、起動時に表示する]にチェックを入れると、新しいお知らせがない
ときはrekordbox起動時にお知らせ画面が表示されないように設定することができます。

2. ご契約のプランの確認や変更などができます。（12 ページ）

3. Cloud Library Sync機能を設定します。

詳しくは、rekordboxサイトの「Cloud Library Sync操作ガイド」をご覧ください。

4. KUVOの公開／非公開を設定します。（13 ページ）

5. Pioneer DJアカウントを表示します。

クリックして[アカウント変更]を選ぶと、Pioneer DJアカウントを切替えることができます。

クリックして[プロフィール変更]を選ぶと、Pioneer DJアカウントのプロフィールを変更できます。

6. [MY PAGE]ウィンドウを閉じます。 

4

5

6

1 2 3
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EXPORTモードとPERFORMANCEモードにつ
いて

rekordboxではDJプレイの用途に応じた2種類のモードを用意しています。

画面左上でEXPORTモードとPERFORMANCEモードを切替えます。

EXPORTモードについて
CDJ/XDJシリーズで行うDJプレイでは、演奏する音楽ファイルをあらかじめ解析しておくことで、波形表

示、キュー、ループ、ビートシンクなどを使ったDJプレイをサポートします。

コンピューターやUSBストレージデバイスなどに入れた音楽ファイルをrekordboxの[コレクション]に追

加、管理しておくことで、PRO DJ LINKを使った多彩なDJプレイを可能にします。

PRO DJ LINKには、管理している音楽ファイルやプレイリストのライブラリをUSBストレージデバイスや

SDメモリーカードへエクスポートし、そのUSBストレージデバイスやSDメモリーカードをDJプレーヤー

に挿入して演奏するUSB EXPORTと、直接コンピューターをDJプレーヤーに接続するLINK EXPORTがあ

り、どちらもネットワーク内のDJ機器間でファイルやプレイリスト等を共有することができます。PRO DJ 

LINKについての詳細は、rekordboxサイトの「rekordbox操作説明書」の「DJ機器と使う（PRO DJ LINK）」

をご覧ください。

* LINK EXPORTは、EXPORTモードでのみ行うことができます。

また、2プレーヤーを使った簡易的なDJミックスができます。
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EXPORTモードとPERFORMANCEモードについて

PERFORMANCEモードについて
rekordboxでDJミックスをする場合に使用します。最大４個のデッキ、16個のサンプラーや様々なエフェク

トなどを使って、本格的なDJプレイが可能です。

ご契約のプランによっては、ご使用いただけない機能があります。

プランについて詳しくは、rekordbox.comの「プラン比較」をご覧ください。

rekordbox.com/ja/plan

サンプルパックをダウンロードしてインストールするには

rekordboxのサンプラーで使用可能な音源ファイル「サンプルパック」をダウンロードできます。画面上部の

[ファイル]メニューより[サンプルパック]を選び、[サンプルパックをダウンロード]をクリックして、ダウ

ンロードします。ダウンロード後、[サンプルパックをインポート]をクリックして、ダウンロードしたファ

イルを指定すると、rekordboxにインポートします。インポート後、音源ファイルをサンプラーで使用できる

ようになります。

https://rekordbox.com/ja/plan
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その他

動作環境
rekordboxをインストールする前に「ソフトウェア使用許諾契約書」（25 ページ）をよくお読みください。

|対応OS
rekordboxの最新情報（対応OSや動作環境など）については、rekordboxサイトをご覧ください。

rekordbox.com/ja/download/#system

|必要なシステム（最低動作環境）
インストールをする前に、お使いになっているコンピューターが下記の動作環境を満たしているかご確認く

ださい。最新情報は、rekordbox.comをご覧ください。

video機能を使用する場合の動作環境については、rekordboxサイトをご覧ください。

• CPU：2.5 GHz dual-core IntelⓇ processor CoreTM i5

• 必要メモリー：8 GB以上のRAM

• ハードディスク/SSDの空き容量：2 GB以上（音楽ファイルなどの保存に要する容量を除く）

• ディスプレイ解像度：1 280×768以上

• サウンド：スピーカーやヘッドホンなどへのオーディオ出力（内蔵または外付け）

• インターネット接続：アカウント登録およびお問い合わせの際には、128ビットSSLに対応したウェブブ

ラウザをお使いください（Safari 10以上またはInternet Explorer 11 以上など）。

• USBポート：DJコントローラーを接続して使用する場合や、USBストレージデバイス（フラッシュメモ

リーやハードディスクなど）に音楽ファイルを転送するときは、USBポートが必要です。

• LANポート：PRO DJ LINKに対応したCDJ/XDJシリーズなどに音楽ファイルを転送するときは、DJプ

レーヤーと通信するためのイーサネットLANアダプター（RJ45ポート）が必要です。詳しくは、当社製

品の取扱説明書などでご確認ください。

ご注意
• 上記の動作環境を満たしているすべてのコンピューターにおける動作を保証するものではありません。 
• 上記の動作環境に記載されている必要メモリー容量を搭載していても、以下のような場合ではメモリー不足によって
rekordboxの機能性能が発揮できないことがあります。このようなときは、十分な空きメモリーを確保してください。
安定した動作をさせるにはメモリーの増設をお勧めします。 
‒ rekordboxのライブラリ内で管理されている音楽ファイルの数が多いとき
‒ 常駐プログラムやサービスが動作しているとき

https://rekordbox.com/ja/download/#system
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その他
• コンピューターの省電力設定などの状態によっては、CPUやハードディスクの処理能力を十分に発揮できないことが
あります。特にノート型コンピューターをお使いのときは、AC電源を接続するなどして、常に高パフォーマンス状態
のセッティングでrekordboxをお使いください。

• お客様がお使いになっている他のアプリケーションとの組み合わせによっては、rekordboxの動作に不具合が発生する
ことがあります。
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その他

コンピューターの通信環境（プログラム／OS／ネットワーク）
コンピューターで使用しているセキュリティソフトやOSの設定によっては、DJ機器やモバイルデバイスと

の通信が遮断されてしまうことがあります。この場合は、遮断されているプログラム（以下の7つ）の設定

を解除する必要があります。プログラムの拡張子はお使いのコンピューターのOSにより異なります。Mac

の場合「.app」、Windowsの場合「.exe」となります。

rekordbox

PSvNFSd

PSvLinkSysMgr

edb_streamd

ls-unity-rekordbox-win

rbhttpserver

rbcloudagent.exe

コンピューターのインターネット接続の共有を有効にすると、LANに接続されている他のコンピューターや

DJ機器の通信に障害が発生することがあります。コンピューターをLANに接続する前に、コンピューター

のインターネット接続の共有を無効に戻してください。

• Mac：[システム環境設定]を開き、[共有]の[インターネット共有]のチェックを外す。

• Windows：[ローカルエリア接続のプロパティ ]を開き、[共有]にある[インターネット接続の共有]の[

ネットワークのほかのユーザーに、このコンピューターのインターネット接続をとおしての接続を許可す

る]のチェックを外す。

また、ルーターなどの通信機器によってネットワーク (IPアドレスやポート番号) が制限されている場合も、

DJ機器やモバイルデバイスとの通信が遮断されてしまうことがあります。

ご使用の通信機器、セキュリティソフト、OSの設定方法については、各メーカーまたは販売代理店へご確認

ください。
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読み込みおよび再生が可能なファイル形式
rekordboxで読み込みおよび再生できるファイルは、以下のとおりです。

• 著作権が保護されているファイルは、読み込みおよび再生できないことがあります。

• Pioneer DJのDJプレーヤーで読み込みおよび再生できる音楽ファイル （ファイル形式） については、各

DJプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

|音楽ファイル

音楽
ファイル

対応フォー
マット

エンコード
方式

ビット処理 ビットレート
サンプリング
周波数

ファイル
拡張子

MP3

MPEG-1 
AUDIO 
LAYER-3

CBR, VBR 16 bit
32 kbps ～ 
320 kbps

32 kHz

.mp344.1 kHz

48 kHz

MPEG-2 
AUDIO 
LAYER-3

CBR, VBR 16 bit
16 kbps ～ 
160 kbps

16 kHz

.mp322.05 kHz

24 kHz

AAC
MPEG-4 
AAC LC

CBR, VBR 16 bit
8 kbps ～ 
320 kbps

16 kHz

.m4a

.mp4

22.05 kHz

24 kHz

32 kHz

44.1 kHz

48 kHz

WAVE 非圧縮 PCM
16 bit
24 bit

－

44.1 kHz

.wav

48 kHz

88.2 kHz

96 kHz

192 kHz
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|ビデオファイル
• ファイル拡張子：mpg、mp4、m4v、avi（Windows）、qtz（Mac）

• 動画：形式

‒ コーデック：h.264、mpeg-4、mpeg-2
‒ 解像度1 920×1 080まで

• オーディオ形式：LPCM（aiff）、aac、mp3

|イメージファイル
• ファイル拡張子：jpeg、png、gif（gifアニメーションは非サポート）

* OSおよびコンピューターの環境によっては、インポートや再生できない場合があります。

AIFF 非圧縮 PCM
16 bit
24 bit

－

44.1 kHz

.aif

.aiff

48 kHz

88.2 kHz

96 kHz

192 kHz

Apple 
Lossless

圧縮 PCM
16 bit
24 bit

－

44.1 kHz

.m4a

48 kHz

88.2 kHz

96 kHz

192 kHz

FLAC 圧縮 PCM
16 bit
24 bit

－

44.1 kHz

.flac

.fla

48 kHz

88.2 kHz

96 kHz

192 kHz

音楽
ファイル

対応フォー
マット

エンコード
方式

ビット処理 ビットレート
サンプリング
周波数

ファイル
拡張子
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書き込みが可能な記録媒体（ファイルシステム）
rekordboxで書き込みできるSDメモリーカードおよびUSBストレージデバイス（フラッシュメモリーまたは

ハードディスク）は以下のとおりです。

• exFATに対応しているDJ機器については以下のFAQをご覧ください。

rekordbox.com/ja/support/faq/v6/#faq-q600156

• DJ機器で使えるSDメモリーカードおよびUSBストレージデバイス(フラッシュメモリーまたはハード

ディスク)については、Pioneer DJのサポートページより最新情報をご覧ください。

pioneerdj.com/support/

• HFS+はMacで利用可能です。

オンラインサポートのご利用について
rekordboxの操作方法や技術的な質問をお問い合わせいただく前に、本書をお読みいただくとともに

rekordboxサイト（rekordbox.com）に掲載されているFAQをご確認ください。

• AlphaTheta株式会社（以下「当社」といいます）では、以下の使用目的のためにお客様の個人情報を収集

しています。

1. お買い上げいただいた商品のアフターサービスを提供するため

2. 商品に関する重要な情報やイベント情報を電子メールでお客様にお知らせするため

3. お客様より収集したアンケートの調査結果を商品企画に反映するため

‒ お客様から収集する個人情報は当社が定める個人情報保護方針に則って厳重に管理いたします。

‒ 当社の個人情報保護方針はrekordboxサイトでご覧いただけます。

• お問い合わせの際に、お客様のコンピューターの機種名およびスペックの詳細（CPU、メモリー搭載量、

接続している周辺機器など）、オペレーティングシステムのバージョン、具体的な不具合の症状を必ずご連

絡ください。

‒ コンピューターや周辺機器など、当社の取り扱い製品以外の組み合わせや技術的な質問に関しては、各

メーカーまたは販売代理店へご確認ください。

• 今後、rekordboxの機能・性能向上のためのバージョンアップを予定しています。rekordboxサイトから

アップデートプログラムをダウンロードできます。常に最新バージョンをお使いください。

記憶媒体 FAT16 FAT32 NTFS exFAT HFS HFS+

SD メモリーカード ○ ○ × ○ × ×

USB ストレージデバイ
ス

○ ○ × ○ × ○

https://rekordbox.com/ja/support/faq/v6/#faq-q600156
https://pioneerdj.com/support/
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免責事項について
お客様がrekordboxを使用するにあたっての合法性や道徳性、動作の確実性などについて、当社としては責

任を負いかねますのであらかじめご了承ください。お客様がお使いになっているコンピューターおよび

rekordboxの動作環境、他のアプリケーションとの組み合わせによっては、rekordboxの動作に不具合が発生

することがあります。

万一、お客様がrekordboxを使用して登録した情報が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を

負いかねますので、あらかじめご了承ください。お客様が登録した内容は、別にメモを取るなどして保管し

てくださるようお願いします。

著作権についてのご注意
rekordboxでは、著作権保護の対象となる音楽コンテンツの再生や複製が制限されています。

• 音楽コンテンツに著作権保護のための暗号データなどが埋め込まれているときは、プログラムが正しく動

作できないことがあります。

• 音楽コンテンツに著作権保護のための暗号データなどが埋め込まれていることを検知したときは、再生や

読み込みなどの処理を中止することがあります。

お客様が録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

• CD などから録音される音楽は、各国の著作権法ならびに国際条約で保護されています。また、録音した

者自身が、それを合法的に使用する上でのすべての責任を負います。

• インターネットなどからダウンロードされる音楽を取り扱う際は、ダウンロードした者自身が、ダウン

ロードサイトとの契約に則ってそれを使用する上でのすべての責任を負います。
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ソフトウェア使用許諾契約書
このソフトウェア使用許諾契約書 (以下「本契約」といいます) は、AlphaTheta株式会社 (以下「当社」といいます) と当社の
DJ機器用ソフトウェア (以下「本ソフトウェア」といいます) の使用をご希望されるお客様との間で、本ソフトウェアの使用
及び本ソフトウェアのサポートに関する文書化された書類（以下「ドキュメント」といいます」に関する事項を定めるもので
す。

本ソフトウェアをインストールし、あるいはご利用になるにあたっては、必ず以下の条項をよくお読み下さい。お客様が本ソ
フトウェアをご利用になった場合は、本契約に同意されたものとします。もし本契約に同意されない場合には、本ソフトウェ
アのインストール及びご使用をおやめ下さい。

（使用許諾）
本契約の内容に従うことを条件として、お客様は、本ソフトウェアをパーソナル・コンピュータ端末（以下「パソコン」とい
います）又は携帯電話端末にインストールして使用することができます。
有料プランのお客様は、アクティベート可能な端末の数に制限があります。
Coreプラン  ：2台
Creativeプラン：4台
Professionalプラン：8台

（ソフトウェアの著作権等）
本ソフトウェア及びドキュメントに関する著作権その他一切の知的財産権は、当社あるいはその関連会社に帰属します。本ソ
フトウェアは、著作権法及び国際条約の規定により保護されています。

（制限付き権利）
当社は、お客様に対し、本契約書に定める条件で、譲渡不可（サブライセンスを含む）の非独占的権利を付与し、本契約の条
項に従ってソフトウェアの使用及び複製をすることができます。お客様は、本ソフトウェアを使用するためにドキュメントを
利用することができ、バックアップ（ただし、本ソフトウェアを復元する目的に限ります）として本ソフトウェアを、1回、
複製することができます。

（制限事項）
本ソフトウェア又はドキュメントの複製の作成は、本契約で明示的に認められている場合を除き、禁じられています。お客様
は、本ソフトウェアをサブライセンス、レンタル、リース又は貸与することはできません。お客様は、第三者のトレーニング
又は商業的利用を目的として本ソフトウェアを使用することはできません。お客様又はいかなる第三者も、適用される法令に
より認められている場合を除き、本ソフトウェア及び派生物の全部または一部の分解、修正、リバースエンジニアリング、逆
アセンブル又は逆コンパイルに係る行為を禁止します。

（歌詞の利用について）
本契約の条件に従った個人的な非営利使用に限定されます。お客様は、理由の如何を問わず（個人的使用を許可された場合を
除く）、提供された如何なる歌詞を、全部又は一部、直接・間接を問わず、公開、発信、配布、一般公開、貸借、及び修整、二
次的著作物の創作、販売又は販売に関与等で活用することはできません。お客様は、いわゆる「カラオケ」または「シングア
ロング」の歌詞の著作権がお客様に付与されていないことに同意するものとし、提供された楽曲に関連する音源からいかなる
音声データを抽出したり抽出を試みたりすることはできません。お客様は、如何なる歌詞も第三者に譲渡、移譲または送信し
ないことに同意するものとします。お客様は、如何なる不正な使用法から歌詞を保護する、如何なる努力を無効化、回避、迂
回する行為を行ったり試みたりしないことに同意するものとします。
お客様は、特に認可されている場合を除き、本条項の定めが歌詞の使用に適用されることに同意するものとします。
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（rekordbox Cloud Unlimited powered by Dropboxについて）
1. 利用の開始
お客様がrekordbox Cloud Unlimited powered by Dropbox（以下「本件クラウドサービス」といいます）を利用される場
合、お客様は、rekordbox.com/ja/cloud-unlimited-setup-guide/ に記載された方法による別途の申し込みが必要です。

2. Dropbox利用規約
本件クラウドサービスの利用にあたり、お客様は、www.dropbox.com/terms に掲載された各規約等を遵守するものとしま
す。

3. 制限事項
(1) 本件クラウドサービスは、当社が管理権限を持つDropboxストレージをお客様へ提供するサービスです。容量を独占す
るなど他のお客様のご迷惑になるような行為は禁止します。本ソフトウェアまたは本件クラウドサービスの悪用（クラ
ウドデータサーバー、CPU時間、メモリ、ディスク空間、セッション時間の独占などを含み、これらを独占して使用す
ることは禁止されています。）は、ネットワーク環境を阻害又は過大な資産又は費用を使用せざるを得なくなることとな
ります。当社は、管理者として、本サービスを提供し、又は、本契約の権利の行使又は義務の履行をするために、お客
様のファイルを使用、保管、又はこれにアクセスする場合があり、お客様は、当社に対してこれらの行為に必要な許諾
を与えるものとします。本契約を遵守しているかを確認するため、当社は、お客様のアクティビティおよびコンテンツ
を調査する権限を有します。当社は、本件クラウドサービスをご利用いただくお客様が投稿又はシェアしたコンテンツ
に関する責任を一切負いません。

(2) 本件クラウドサービスは、お客様ご自身によるDJ活動のために必要な素材のストレージの場所の提供を目的とするもの
です。お客様が、お客様以外の第三者に本件クラウドサービスのアカウント（以下「本件クラウドサービスアカウント」
といいます）を使用させることは禁止されています。

(3) お客様が、本契約（「第三者の著作権の侵害の禁止」を含みますがこれに限定されません）に違反していた場合、本件ク
ラウドサービスアカウントの無断使用があった場合又はDropbox各種規約違反に違反していた場合、以後のサービスの
利用をお断りする場合があります。

4.サービスの利用停止
お客様は、本件クラウドサービスの利用をいつでも停止できます。なお、お客様がDropboxにアップロードしたデータに関
し、当社は、一切責任を負いません。Dropbox各種規約（www.dropbox.com/terms）をご確認の上、必要に応じた対処を
ご自身でお願いいたします。

5.その他
(1) 本件クラウドサービスは、当社からの予告なしに終了される場合があります（当社とDropboxの契約の終了等を含みま
すがこれに限定されません。）。

(2) Dropboxのシステム上の理由により本件クラウドサービスの提供が中断される場合があります。
(3) 本件クラウドサービスの利用に関するサポートサービスの問い合わせ先は以下のとおりです。
【受付窓口】Dropbox Business カスタマーサポート（support@dropbox.com）
www.dropbox.com/support

（第三者のサービス）
お客様は、第三者から提供されるサービスが、当社の管理下にはないことをご理解ください。また、当社は、第三者のサービ
スの使用に関して一切の責任を負いかねます。

（所有権）
本ソフトウェア及びドキュメント並びに派生して作成されたいかなる成果物のあらゆる特許権、著作権、商標、企業秘密及び
その他の知的所有権の権利、権原、利益は、当社又は当社のライセンサーに帰属します。お客様は、明示あるいは黙示を問わ
ず、本契約書に定める制限を超えるいかなる権利も許諾されるものではありません。

https://rekordbox.com/ja/cloud-unlimited-setup-guide/
https://www.dropbox.com/terms
https://www.dropbox.com/terms
mailto:support@dropbox.com
mailto:support@dropbox.com
https://www.dropbox.com/support
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（第三者の著作権の侵害の禁止）
お客様は、本ソフトウェアの利用にあたっては、各国の著作権法及び国際条約の規定を遵守するものとします。お客様は、本
ソフトウェアの利用にあたっては、合法的に入手した音楽データのみを使用するものとします。また、合法的に入手した音楽
データであっても、デジタル著作権管理（ＤＲＭ）を回避する行為は禁止されています。また、お客様は、本ソフトウェアを
用いて、私的利用の範囲を超えて音楽データの複製物を作成し、又は、第三者に譲渡してはなりません。お客様は、音楽デー
タを保存した記録媒体及びクラウドストレージを、第三者と共有し、又は、第三者とシェアする目的で使用しないものとしま
す。お客様が第三者の利用可能な記録媒体及びクラウドストレージに保存する行為並びにライブ配信する行為は、禁止されて
います。

（保証及び技術サポートの否認）
本ソフトウェア及びそれに付随する一切のドキュメント等は、あくまで「現状のまま」の形で提供されます。当社は、お客様
や第三者に対して、これらの商品性、特定目的への適合性、他人の権利を侵害しないこと、その他一切の事項について保証せ
ず、また、これらに対する技術サポートを行うこと等も保証しません。なお、国や地域によっては強行法規によってかかる保
証の否認が認められないことがありますので、その場合には、かかる保証の否認は適用されないことがあります。また、お客
様の権利は、国や地域によっても異なり得ます。

（輸出規制法令の遵守）
お客様は、アメリカ合衆国の法令及び本ソフトウェアを取得された国の法令が認めている場合を除き、本ソフトウェアを使用
または輸出もしくは再輸出することはできません。また、お客様は、本ソフトウェアを、次のいずれの者に対しても、輸出ま
たは再輸出することはできません。
（a）アメリカ合衆国の通商禁止国
（b）アメリカ合衆国財務省の禁止顧客リスト（Specially Designated Nationals List）上の一切の者、及びアメリカ合衆国商務

省の禁止顧客リスト（Denied Person’s List or Entity List）上の一切の者
お客様は、本ソフトウェアを使用することにより、上記（a）に該当する国に居住しておらず、また、上記（ｂ）のリストに掲
載されていないことを表明および保証するものとします。また、お客様は、本ソフトウェアをアメリカ合衆国の法令にて禁止
されるいかなる目的（核兵器、ミサイル、化学兵器、または細菌兵器を含みますが、これに限定されません）にも使用しない
ことに同意されたものとします。

（違反に対する救済及び損害賠償）
お客様は、本契約書に定める規定に違反した場合、金銭賠償では回復し難い損害を当社にもたらすことを理解し、同意します。
したがって、当社が他に認められるお客様に対する権利や救済方法に何らの影響を与えることなく、お客様は、本契約違反の
適切な救済として金銭的請求や他の救済策だけではなく、本契約の現実の違反又は違反の恐れを除去するために、当社が、差
止請求、保全措置を講じることがあることに同意します。

（解除）
お客様が、本契約書に定めるいかなる規定であれ違反した場合、当社は、理由の如何を問わずいつでも、本契約を解除するこ
とができます。仮に、当社が、お客様との契約を解除した場合、本契約によってお客様に付与されていた全ての権利は停止さ
れ、お客様は、本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェアがインストールされているお客様のパソコン端末及び携帯電
話端末から本ソフトウェアのコピー及びドキュメントを全て破棄し、その旨を当社に書面で報告する必要があります。本契約
が解除された場合でも、制限事項、所有権、保証および技術サポートの否認、輸出規制法令の遵守、第三者の著作権の侵害の
禁止、違反に対する救済及び損害賠償、解除、責任制限、準拠法の効力は、有効であり続けるものとします。全ての不正の疑
い、アクティビティの違法又は濫用は、本契約の解除原因となり、適切な法執行機関による解決を求めることもあります。
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（責任制限）
お客様が本ソフトウェア及びこれに付随する一切の資料またはサービスを使用したこと又は使用できなかったことから生じる
一切の損害 (利益の逸失、ビジネスの中断、情報の消失・毀損、著作権侵害等に基づく損害賠償による損害を含みますが、こ
れらに限定されません。) に関しては、たとえ当社（当社の子会社または関連会社を含みます。以下本条において同じ。）が、
そのような損害が生じる可能性を通知されていた場合であったとしても、当社が責任を負う損害額は、お客様が本ソフトウェ
アを購入した代金相当額（お客様がサブスクリプションサービスで本ソフトウェアを取得している場合、お客様が本ソフト
ウェアの提供を含むサブスクリプションサービスに支払った料金の１年分）を上限とします。国や地域によっては強行法規に
よって本条の責任の制限が認められないことがありますので、その場合には、かかる責任制限は適用されないことがあります。
かかる保証の否認や責任制限は、お客様と当社との間の取り決めにおける基本的な要素です。

（準拠法）
本契約は、日本国の法令に準拠し、これに基づいて解釈されるものとします。本契約は、本ソフトウェアの使用について、お
客様と当社の取り決めのすべてを記載するものであり、本件に関する従前のあらゆる合意(それが口頭でなされたか文書により
なされたかを問いません)に優先して適用されます。本契約に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管
轄裁判所とします。
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商標、ライセンス文
• rekordbox™は、AlphaTheta株式会社の商標または登録商標です。

• PRO DJ LINK™は、AlphaTheta株式会社の商標または登録商標です。

• Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

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

• IntelⓇは、Intel Corporationの米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

• Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。

• ASIOはSteinberg Media Technologies GmbHの商標です。

• その他記載されている商品名、技術名および会社名などは、各社の商標または登録商標です。

(C) 2020 AlphaTheta株式会社
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