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D16ソフトウェアエンドユーザー使用許諾契約書
本エンドユーザーライセンス契約 ( EULA ) は、本EULAに付属するD16製品 (コンピュータソフトウェアおよびオンラインまた
は電子文書 (本ソフトウェア )を含む )について、お客様とD16 Group Audio Software s.c. ( 以下「D16」 )との間で締結される
法的契約書です。本ソフトウェアをインストール、コピー、または使用することにより、お客様は本EULAの条項に拘束される
ことに同意したものとみなされます。本契約の条件に同意されない場合、お客様は本ソフトウェアを使用することができませ
ん。

本ソフトウェアは、著作権法、著作権に関する国際条約、その他の知的財産権に関する法律および条約により保護されていま
す。本ソフトウェアは、使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。

使用許諾
本ソフトウェアのコピー、またはそれに代わる同じOS用の旧バージョンを、1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。本ソフトウェアのデモ版を、商業用として使用することは許可されていません。

制限事項
お客様は、本ソフトウェアを譲渡、変更、レンタル、リース、貸与、再販、頒布、ネットワーク化、電子的送信または結合す
ることはできません。お客様は、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、またはその他
の方法により本ソフトウェアのソースコードの探索を試みてはいけません。お客様は、本ソフトウェアおよび付属文書を複製
してはいけません。

著作権
本ソフトウェア(本ソフトウェアに組み込まれた画像、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキストおよび「アプレ
ット」を含みますが、これらに限定されません)および本ソフトウェアの複製物に関するすべての権利および著作権は、D16が
所有しています。本ソフトウェアは、著作権法および国際条約の規定によって保護されています。本ソフトウェアまたは文書
を無許可で複製または配布することは、民事上および刑事上の罰則の対象となります。

保証の否認
本ソフトウェアは、現状有姿で提供され、いかなる種類の保証もありません。本ソフトウェアの使用または性能に起因するす
べてのリスクは、お客様が負うものとします。D16 は、準拠法が許容する最大限の範囲において、本ソフトウェアおよび付属
のハードウェアに関する明示黙示の保証 ( 商品性および特定目的への適合性の黙示保証を含みますが、これらに限定されませ
ん)を否認するものとします。準拠法が許容する最大限の範囲において、D16は、本契約または本ソフトウェアの使用もしくは
使用不能から生じるいかなる結果的、付随的、直接的、間接的、特別、懲罰的またはその他の損害 ( 事業利益の逸失、事業の
中断、事業情報の喪失またはその他の金銭的損失を含むが、これに限定されない ) に対しても、D16がその可能性について報告
を受けていたとしても、一切責任を負わないものとします。

一般条項
本EULAは、ポーランドの法律に準拠するものとします。本EULAに関してご質問がある場合、または何らかの理由で D16 に連
絡を取る必要がある場合、下記まで書面にてご連絡ください。
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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: mpsales@crypton.co.jp) までお問い合わせください。

D16 Group Audio Software s.c.

ul. Szpitalna 33/4

41-250 Czeladz, Poland

また電子メールでお問い合わせいただく場合は下記のアドレスとなります。

contact@d16.pl
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End User License Agreement for D16 Software
PREFACE

This End-User License Agreement (EULA) is a legal agreement between you and D16 Group Audio Software s.c. (D16) for the
D16 product accompanying this EULA, which includes computer software and online or electronic documentation
(SOFTWARE). By installing, copying, or using the SOFTWARE, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not
agree to the terms of this EULA, youmay not use the SOFTWARE.

The SOFTWARE is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws
and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold.

LICENSE

Youmay install and use a copy of the SOFTWARE, or in its place, any prior version for the same operating system, on a single
computer. The DEMO VERSION of the SOFTWARE is NOT LICENSED FOR COMMERCIAL USE.

RESTRICTIONS

You may not transfer, modify, rent, lease, loan, resell, distribute, network, electronically transmit or merge the SOFTWARE.
You may not reverse engineer, decompile or disassemble the SOFTWARE, or otherwise attempt to discover the SOFTWARE
source code. You are not permitted to copy the SOFTWARE or any of the accompanying documentation.

COPYRIGHTS

All title and copyrights in and to the SOFTWARE (including but not limited to any images, photographs, animations, video,
audio, music, text, and "applets" incorporated into the SOFTWARE ) and any copies of the SOFTWARE are owned by D16. The
SOFTWARE is protected by copyright laws and international treaty provisions. Unauthorized reproduction or distribution of
the SOFTWARE or documentation is subject to civil and criminal penalties.

DISCLAIMER OF WARRANTY

The SOFTWARE is provided "AS IS" and without warranty of any kind. The entire risk arising out of the use or performance of
the SOFTWARE and documentation remains with user. To the maximum extent permitted by applicable law, D16 further
disclaims all warranties, either express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability and
fitness for a particular purpose, with regard to the SOFTWARE, and any accompanying hardware. To the maximum extent
permitted by applicable law, in no event shall D16 be liable for any consequential, incidental, direct, indirect, special,
punitive, or other damages whatsoever (including, without limitation, damages for loss of business profits, business
interruption, loss of business information, or other pecuniary loss) arising out of this EULA or the use of or inability to use the
SOFTWARE, even if D16 has been advised of the possibility of such damages.

MISCELLANEOUS

This EULA is governed by Polish law. Should you have any questions concerning this EULA, or if you wish to contact D16 for
any reason, please write to:

D16 Group Audio Software s.c.

ul. Szpitalna 33/4

41-250 Czeladz, Poland

or email:

contact@d16.pl


