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TOONTRACK MUSIC エンドユーザー使用許諾契約書
これは、TOONTRACK MUSIC『NY STUDIO LEGACY SERIES VOL.1』サウンドライブラリのライセンスに関する契約書です。

重要： 本製品をインストールまたは使用する前に、以下の使用許諾契約書を必ずお読みください。

本使用許諾契約書（以下、「本契約書」と言います）は、本 TOONTRACK MUSIC 社製品（製品を構成する全てのソフトウェア、サウンド、関連メディア、印刷物、
オンライン上または電子的に提供されるドキュメントを含みます）（以下、総称して「本製品」と言います）に対して、オリジナル・エンドユーザーであるお客様個人（以
下、「お客様」と言います）とTOONTRACK MUSIC 社との間に締結される法的な契約書です。パッケージを開封し、本製品をインストールまたはハードディスク
ドライブにコピーする、もしくは本製品を使用することにより、お客様は本契約書の諸条項に同意したものとみなされます。本契約書に同意できない場合は、パッケー
ジを開封せず、本製品をインストールまたはご使用にならないで下さい。

本製品を構成する主ソフトウェア及びサウンド素材：

『NY STUDIO LEGACY SERIES VOL.1』サウンドライブラリは、「Superior Drummer 2.0」ソフトウェアに収録されているサウンド素材です。 

ライセンスの許諾：TOONTRACK MUSIC 社は、お客様が本契約書の諸条項に従うことを前提として、以下の非独占的かつ恒久の権利をお客様に許諾します。

1. インストール

お客様個人（１ユーザー）は、本製品を一台のコンピュータにインストールして使用することができます。ただし、複数のコンピュータで一つの制作環境を形成し
ている場合、またはお客様が２箇所の現場で作業する必要がある場合は、使用するコンピュータがすべてお客様の所有であり、尚且つお客様以外が本製品を使用
しないことを条件に、本製品を1台以上のコンピュータにインストールして使用することができる事とします。ただし、インストールの総回数は、TOONTRACK 
MUSIC 社 Web サイトにおける「Superior Drummer 2.0」のオーソライゼーションの仕様によって制限されるものとし、その仕様は予告無く変更となる場合があ
ります。

2. レンタルの禁止

お客様が本製品を賃貸、販売、リース、貸与することは禁止されています。お客様が本製品の一部または全体を元に派生物を作成する、または改変することは禁止
されています。お客様がタイムシェアリングやサービス機関などを利用し、本製品の機能を第三者が使用して恩恵を受けられるようにすることは禁止されています。

3. 移動／譲渡

お客様は、本契約書の条項1に従ってであれば、本製品を最初にインストールしたコンピュータからお客様が所有する別のコンピュータへ移動することができます。
お客様は、本製品または本契約書を第三者へ譲渡することはできません。ただし、お客様が特定の第三者に本製品と本契約書の譲渡を行う前に、譲渡を希望する
旨をTOONTRACK MUSIC社へ打診し、TOONTRACK MUSIC社がこれを承諾した場合のみ、追加料金を支払うことで例外的に譲渡が認められる場合があります。

4. NFR（Not For Resale）製品

「NFR」、「Nor For Resale」、「Evaluation Copy（検証用）」、「Demo（デモ）」と言う意味が記載されている製品は、本製品をデモンストレーション、検証、評価
する以外の目的で使用することはできません。 

5. 使用条件

お客様は、楽曲の制作やライブ演奏を行う目的においてのみ本製品を使用することができます。

6. リバース・エンジニアリング／逆コンパイル／分解／複製の制限

お客様が本製品をリバース・エンジニアリング、逆コンパイル、分解、複製することは禁止されています。

7. 解約

お客様が本契約の諸条項に違反した場合、TOONTRACK MUSIC 社は、他の如何なる権利を害する事なく本契約を解除することができます。また、この場合、お
客様は本製品のコピー及び構成部分を全て破棄しなければなりません。

8. 個人情報使用の承認

お客様は、TOONTRACK MUSIC 社及びその代理店が、本製品に関するサポート／サービスをお客様に提供する一環として、または本製品の登録やオーソライズ
を行う過程において、お客様より提供された個人情報（名前、住所、Email アドレス、購入履歴、コンピュータ情報などを含む）を収集、保管、及び使用することを
了承しているものとします。

TOONTRACK MUSIC 社は、業界の慣習的な措置にのっとって、TOONTRACK MUSIC 社のデータベースに保管されているお客様の個人情報並びにお客様のコ
ンピュータ情報をお客様やお客様のコンピュータを特定する目的以外に使用しないことを約束します。尚、TOONTRACK MUSIC 社は、支払い手続き、受発注業
務、マーケティング・プログラム、カスタマーサービスなどを行うにあたり、他の企業や個人（以下、「下請業者」と言います）にそれら業務を依頼している場合があ
り、この場合、TOONTRACK MUSIC 社は下請業者とお客様の情報を共有することがあります。また、TOONTRACK MUSIC 社または本製品の流通部門が第三
者によって買収された場合、TOONTRACK MUSIC 社はお客様の情報を当該第三者へ譲渡することがあります。以上、お客様の個人情報の収集、使用、譲渡に関
する詳細、及び上記サポート／サービスからの除外または停止方法について詳しくは、TOONTRACK MUSIC 社 Web サイト (http://www.toontrack.com) に記
載しております TOONTRACK MUSIC 社プライバシー・ポリシーをお読み下さい。
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9. アップグレード／追加ソフトウェア／コンポーネントのライセンス

本契約書は、TOONTRACK MUSIC 社が提供する本製品のアップグレード／アップデート／追補物にも適用されます。（ただし、それらアップグレード／アップデー
ト／追補物に TOONTRACK MUSIC 社から専用の条件や契約書が別途付属されている場合を除きます。）また、本製品のアップグレード／アップデート／追補物の
中は、別途に使用許諾契約書が付属したコンポーネントを収録している場合があります。この場合、これらコンポーネント使用許諾契約書の諸条件は、本契約の一
部として組み込まれるものとします。また、本契約書とコンポーネント使用許諾契約書の内容に矛盾が生じる場合は、本契約書を優先させるものとします。

10. 著作権／知的所有権

本製品は、著作権法及びその他あらゆる知的所有権法や条約によって保護されています。本製品に関する権利所有権、著作権、その他の知的所有権は、
TOONTRACK MUSIC 社もしくはその代理店が所有しています。本製品のコピーには、オリジナルと同様の著作権表示／所有権記号が付属するものとし、また、
付属させなければならないものとします。

11. 限定保証

TOONTRACK MUSIC 社は、本製品が購入された日から 90 日の期間内において付属ドキュメントのとおり実質的に動作することを保証致します。

12. 救済措置

前項の限定保証（以下、「本限定保証」と言います）が不履行となった場合、TOONTRACK MUSIC 社及びその代理店が負う全責任及びお客様への唯一の救済措
置は、次の 3 つの中からTOONTRACK MUSIC 社が選択したものとします；i) 本製品購入代金の全額払い戻し。ii) 本製品が収録されている不具合メディアの交換。
iii) 本製品の修理もしくは交換。この場合、お客様はコンピュータから本製品をすべて削除した上で、購入レシートのコピーと共に本製品を TOONTRACK MUSIC
社またはその代理店へ返送しなくてはならないものとします。お客様は TOONTRACK MUSIC 社が選択した救済措置を無償で受けることができますが、製品を返
送する際の送料はお客様のご負担となります。交換後の製品の保証期間は、元の保証期間の残存日数もしくは 30日間のいずれか長い期間とします。尚、本製品の
不具合が事故、乱用、誤用、不適切な使用、ウィルスに起因する場合は、本限定保証は無効となります。また、正規販売代理店から本製品を購入したという証明書
が無い限り、お客様は TOONTRACK MUSIC 社が提供するこれら救済措置や製品サポート・サービスは受けることができません。救済措置を希望する場合の主要
連絡先： TOONTRACK MUSIC AB（住所 : Tranbarsvagen 6, 904 34 Umea, SWEDEN）

13. 保証の放棄

本製品は現状有姿のまま提供されるものであり、上記に規定する本限定保証を除き、TOONTRACK MUSIC 社及びその代理店は本製品の使用や動作に関して一切
の保証を致しません。また、準拠法により除外または制限することができない保証、条件、言明事項である場合を除き、TOONTRACK MUSIC 社は本製品の商品性、
特定の目的への適合性、第三者の権利非侵害性に関して、またそれに限らず（明示黙示、制定法、慣習法、慣習、その他法令上の）一切の保証、条件適応、言明を
致しません。目的の結果を達成するために本製品を選択した責任、および本製品のインストール、使用、使用して得られた結果に対する責任は、すべてお客様にあ
るものとします。以上に限らず、TOONTRACK MUSIC 社は本製品がエラーや中断、不具合の一切起こらない製品であることを保証いたしませんし、お客様の希
望に合致する製品であることも保証いたしません。

14. 限定責任

TOONTRACK MUSIC 社及びその代理店は、お客様または第三者が被った利益の損失、信用の損失、特殊・偶発的・派生的・間接的損害、または（信用の損失、
作業の中断、事業中断、コンピュータの故障や誤動作を含みますがそれを限りとせず）如何なる過失による損害やその他あらゆる損害・損失に対して、いかなる法
的根拠や理由が存在しようとも、またそれが契約規定または不法行為であるなしを問わず、一切の責任を負いません。TOONTRACK MUSIC 社及びその代理店は、
お客様が実際に支払われた本製品の購入代金を上回る損害に対して、たとえTOONTRACK MUSIC 社及びその代理店がこれら損害の起こりえる可能性を知らさ
れていたとしても、一切の責任を負いません。尚、司法管轄区域によっては偶発的または間接的損害の除外や制限を認めていない所があり、これら除外や制限が適
用されない場合があります。また、本契約書は TOONTRACK MUSIC 社が犯した重大な過失や不正行為に対するTOONTRACK MUSIC 社の責任を制限するも
のではありません。

15. 限定責任と限定救済

お客様が被られた損害の理由が如何なるものであろうとも（上記にあげる損害の他に直接的または一般的な損害も含みますがそれを限りとせず）、本契約書におい
て TOONTRACK MUSIC 社及びその代理店が負う全責任及びお客様への唯一の救済措置は、（上記本限定保証の不履行によりTOONTRACK MUSIC 社が選択
した修理または交換という救済措置を除き、）お客様が実際に支払われた本製品の購入代金に限られるものとします。前述の限定責任、免責、及び責任放棄（本契
約書の第11、12、13、14 条項を含みます）は、たとえ救済措置がその目的を果たせなかったとしても、準拠法が許容する最大限の範囲において適用されるもの
とします。

16. 完全合意

本契約書は、本製品に含まれている本契約書への修正や追加文も含み、本製品及びサポート・サービスに対してお客様とTOONTRACK MUSIC 社の完全合意によ
り成り立つものであり、本製品あるいは本契約書において規定されている項目に関する事前または同時期の全ての書面または口頭による了解事項、提言及び説明に
優先するものです。尚、TOONTRACK MUSIC 社の方針やサポート・サービスの規約が本契約書の条項と矛盾する場合は、本契約書の条項に従うものとします。

17. 契約の修正

TOONTRACK MUSIC 社の正当に権限が与えられた代表者が書面による追加文／修正条項を発行した場合を除き、本契約書が変更されることはありません。本契
約書の如何なる条項も、TOONTRACK MUSIC 社の署名が入った書面による権利放棄ではない限り、権利放棄とは見なされません。万が一、本契約書の一部条
項が無効となった場合でも、本契約書の無効となった条項以外は引き続き効力を維持するものとします。

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: licensing@crypton.co.jp) までお問い合わせください。
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TOONTRACK MUSIC END-USER LICENSE AGREEMENT 

USER LICENSE FOR TOONTRACK MUSIC NY STUDIO LEGACY SERIES VOL. 1 SOUND LIBRARY

IMPORTANT READ CAREFULLY: This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (an individual or a single 
entity) and TOONTRACK MUSIC AB ("Toontrack Music") regarding the TOONTRACK products identified above, including all parts of this 
product, including software, sounds, associated media, printed materials and "online" or electronic documentation (collectively referred to as 
"Product"). YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS EULA BY INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE USING THE PRODUCT. 
IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT INSTALL OR USE THE PRODUCT. 

The Product contains the following parts:

The NY Studio Legacy Series Vol. 1 Sound Library is the sound library included in the software Superior Drummer 2.0. 

GRANT OF LICENSE. Toontrack Music grants you the following non-exclusive, perpetual rights provided you comply with all terms and 
conditions of this EULA. 

1. INSTALLATION. You (One [1] user) may install and use the Product on more than one computer only if these computers form a single 
production unit or constitute separate workstations necessary for the task at hand and belong to the same owner. The number of concurrent 
installations is limited by the authorization process on the Toontrack Music website and this number may be changed without notice. 

2. NO RENTAL. You may not rent, sell, lease or lend, the Product.  You may not modify or create derivative works based on the Product in 
whole in part. You may not permit third parties to benefit from the use of functionality of the Product through a timesharing, service bureau or 
other arrangement. 

3. TRANSFER. You may move the Product to a computer which you own other than the computer on which the Product was originally 
installed provided the provisions of Item 1 are complied with.  You may not transfer the Product or this EULA to another end user.  Exceptions 
may be granted at our discretion if you request such consent prior to concluding arrangements with the party interested in acquiring the 
Product and EULA. 

4. NOT FOR RESALE SOFTWARE. Product identified as “Not for Resale”, “NFR”, "Evaluation Copy", or “Demo” may not be used for any 
purpose other than demonstration, test or evaluation. 

5. TERMS OF USE. You may only use the Product only for the purpose of composing musical arrangements and giving live performances. 

6. LIMITATION ON REVERSE ENGINEERING, DECOMPILING, COPYING AND DISASSEMBLY. You may NOT reverse engineer, 
decompile, copy or disassemble the Product. 

7. TERMINATION. Without prejudice to any other rights, Toontrack Music may terminate this EULA if you do not abide by the terms and 
conditions of this EULA, in which case you must destroy all copies of the Product and all of its component parts. 

8. CONSENT TO USE OF DATA. You agree that Toontrack Music and its affiliates may collect, store and use information about you as a 
person including your name, address, email address and payment history, and your computer as part of registration and/or authorization 
process and to provide support services related to the Product.  Toontrack Music will take customary industry measures to assure that the 
information stored in Toontrack Music’s database about you and your computer cannot be used to identify you or your computer.  Toontrack 
Music may engage other companies and individuals (“subcontractors”) to perform functions on its behalf, such as payment processing, 
order fulfilment, marketing programs and customer service.  Toontrack Music may share your information with such subcontractors in order 
to perform these and other functions.  We also may transfer this information to a third party who purchases Toontrack Music or the division 
distribution of the Product.  For more detailed information on the collection, use and transfer of your personal information, and for information 
on how to opt out of or unsubscribe from the communications described above, please read the Toontrack Music privacy policy on the 
Toontrack Music website (http://www.toontrack.com). 

9. UPGRADES/ADDITIONAL SOFTWARE/COMPONENT LICENSES. This EULA applies to upgrades, updates or supplements to the 
original Product provided by Toontrack Music, unless other terms are provide along with the upgrade, update or supplement.  Such upgrades, 
updates and supplements may contain certain components  (each, a “Component”) that include a separate end user license agreement (a 
“Component Agreement”) which you must review and agree to before using any such Component.  The terms of any Component Agreement 
are herein incorporated by reference to this EULA; in the event of any inconsistencies between this EULA and any Component Agreement, 
the terms of this EULA shall control. 

10. OWNERSHIP. The Product is protected by copyright and other intellectual property laws and treaties.  Toontrack Music or its suppliers 
own the title, copyright, and other intellectual property rights in the Product, including without limitation the Product’s software.  Any copy 
of the Product you make must contain the same proprietary notices as contains in the original copy delivered to you. 

11. LIMITED WARRANTY. Toontrack Music warrants that for ninety (90) days from the date of receipt the Product will operate substantially 
in accordance with the documentation provided.
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12. CUSTOMER REMEDIES. Toontrack Music’s entire liability and your exclusive remedy for any breach of the foregoing warranty shall be, 
at Toontrack Music’s option, either i) return of the purchase price you paid for the Product, (ii) replacement of the defective media in which 
the Product is contained or (iii) to repair or replace the Product.  You must return a copy of the defective Product to Toontrack Music or its 
suppliers with a copy of your receipt and remove all copies of the defective Product from your Computers.  You will receive the remedy elected 
by Toontrack Music without charge, except that you are responsible for any shipping expenses you may incur.  This Limited Warranty is void 
if failure of the Product has resulted from the accident, abuse, misapplication, abnormal use or a virus.  Any replacement Product will be 
warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is longer.  Neither these remedies nor any Product 
support services offered by Toontrack are available without proof of purchase from an authorized international source.  To exercise your 
remedy, contact:  Toontrack Music AB, Transbarsvagen 6, 904 34 Umea, SWEDEN. 

13. WARRANTY DISCLAIMER. Except for the limited warranty set forth herein, THE PRODUCT IS PROVIDED “AS IS” AND TOONTRACK 
MUSIC MAKES NO WARRANTY AS TO ITS USE OR PERFORMANCE.  EXCEPT FOR ANY WARRANTY, CONDITION, REPRESENTATION OR 
TERM THE EXTENT TO WHICH CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED BY APPLICABLE LAW, TOONTRACK MUSIC MAKES NO WARRANTY, 
CONDITION, REPRESENTATION, OR TERM (EXPRESS OR IMPLIED, WHETHER BY STATUTE, COMMON LAW, CUSTOM, USAGE OR 
OTHERWISE) AS TO ANY MATTER INCLUDING WITHOUT LIMITATION, NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, MERCHANTABILITY, 
INTEGRATION, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  YOU ASSUME RESPONSIBILITY FOR SELECTING THE PRODUCT TO 
ACHIEVE YOUR INTENDED RESULTS, AND FOR THE INSTALLATION OF, USE OF, AND RESULTS OBTAINED FROM THE PRODUCT.  
WITHOUT LIMITING THE FOREGOING PROVISIONS, TOONTRACK MUSIC MAKES NO WARRANTY THAT THE PRODUCT WILL BE ERROR-
FREE OR FREE FROM INTERRUPTIONS OR OTHER FAILURES OR THAT THE PRODUCT WILL MEET YOUR REQUIREMENTS. 

14. LIMITATION OF LIABILITY. UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT, CONTRACT, 
OR OTHERWISE, SHALL TOONTRACK MUSIC OR A THIRD PARTY SUPPLIER BE LIABLE TO YOU OR TO ANY OTHER PERSON FOR 
LOSS OF PROFITS, LOSS OF GOODWILL, OR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR DAMAGES 
FOR NEGLIGENCE OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, 
BUSINESS INTERRUPTION, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR FOR ANY OTHER DAMAGE OR LOSS.  IN NO EVENT SHALL 
TOONTRACK MUSIC OR A SUPPLIER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES IN EXCESS OF THE PRICE PAID FOR THE PRODUCT, IF ANY, EVEN 
IF TOONTRACK MUSIC OR THE SUPPLIER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  Some jurisdictions do not allow 
the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation and exclusion may not apply to you.  Nothing contained in 
this Agreement limits Toontrack Music’s liability to you for Toontrack Music’s gross negligence or for the tort of fraud. 

15. LIMITATION OF LIABILITY AND REMEDIES. Notwithstanding any damages that you might incur for any reason whatsoever (including, 
without limitation, all damages referenced above and all direct or general damages), the entire liability of Toontrack Music and any of its 
suppliers under any provision of this EULA and your exclusive remedy for all of the foregoing (except for any remedy of repair or replacement 
elected by Toontrack Music with respect to any breach of the Limited Warranty) shall be limited to the amount paid by you for the Product.  
The foregoing limitations, exclusions and disclaimers (including Sections 11, 12, 13 and 14 above) shall apply to the maximum extent 
permitted by applicable law, even if any remedy fails its essential purpose. 

16. ENTIRE AGREEMENT. This EULA, including any addendum or amendment to this EULA which is included with the Product, are the 
entire agreement between you and Toontrack Music relating to the Product and the support services (if any) and they supersede all prior or 
contemporaneous oral or written communications, proposals and representations with respect to the Product or any other subject matter 
covered by this EULA.  To the extent the terms of any Toontrack Music policies or programs for Support Services conflict with the terms of 
this EULA, the terms of this EULA shall control.

17. AMENDMENT. This EULA may not be modified except by a written addendum issued by a duly authorized representative of Toontrack 
Music.  No provision hereof shall be deemed waived unless such waiver shall be in writing and signed by Toontrack Music.  If any provision of 
this EULA is held invalid, the remainder of this EULA shall continue in full force and effect.
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