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エンドユーザー使用許諾契約書
このエンドユーザーライセンス契約 ( 以下「EULA」 ) は、当社の特定製品のソフトウェア、ソフトウェアプログラム、サウン
ドライブラリ、MIDI パック、プリセットおよびファイル、およびそれらのすべての部分 ( あらゆるコード、サウンド、サウン
ドファイル、プリセットファイル、関連メディア、印刷資料およびオンライン∕電子文書など ) ( 以下、総称として「製品」と
する ) に関してお客様 ( 個人または一企業 ) と TOONTRACK MUSIC AB ( 以下「Toontrack Music」または「当社」 ) との間で、
適用する法的契約書です。お客様は、本製品またはその一部をインストール、コピー、またはその他の方法で使用することに
より、本 EULA の条件に拘束されることに同意するものとします。本契約に同意されない場合は、製品またはその一部をイン
ストール、使用しないでください。

製品 : Toontrack Music は幅広い製品を提供しており、本 EULA とその条件は当社のすべての製品に適用されます。各製品の
説明および機能は、当社ウェブサイトや製品のパッケージ、製品に付属する文書に記載されています。本契約におけ
る「製品」とは、ソフトウェア、ソフトウェアプログラム、ソフトウェアツール、プラグイン、サウンド、サウンド
コレクション、サウンドアレンジメント、サウンドライブラリ、MIDI ファイル、MIDI パック、プリセット、プリセッ
トファイル、ドキュメント、画像∕その他のコンテンツ全体、コレクションまたは単一のファイルとして使用される
場合があります。

1. ライセンスの付与

ToontrackMusicは、お客様が本EULAの全条件を遵守することを条件に、以下の非独占的かつ永続的な権利を許諾するものと
します。

2. インストール

お客様は 1 台のコンピュータ、またはお客様の管理し単一の制作環境を形成する複数台のコンピュータ ( ワークステーション )
に本製品をインストールして使用できます。本製品のインストール可能回数は、当社ウェブサイト上の規定または承認プロセ
ス、あるいは本製品に含まれるコピー防止システムによって制限されています。本製品にコピー防止システムがない場合、同
時インストールは2つまで許可されます。このインストール可能回数は予告なく変更される場合があります。

3. 変更の禁止

第 6条 (使用条件 )に定める場合を除き、お客様は、本製品の一部または全部をもとに、全体または部分的に修正して派生物を
作成してはいけません。お客様は、タイムシェアリング、サービスビューロー、その他の設備を利用して、本製品またはその
一部の使用または機能を通じて利益を得ることを第三者に許可してはいけません。

4. 譲渡

お客様は、本 EULA の規定に従うことを条件に、当該製品が最初にインストールされたコンピュータ以外の、お客様が所有す
るコンピュータに本製品を移動することができます。お客様は本製品を売却する際、その旨を当社に通知し、 (i) 当社製品の名
称、(ii) 当社製品のシリアル番号、および (iii) 新しい所有者の名前と電子メールアドレスを提出する必要があります。また、お
客様のコンピュータ、サーバー、その他のバックアップ装置またはサービスから本製品のコピーを削除し、またはその他の方
法で使用不能にする必要があります。お客様は、本製品の一部を販売することはできません ( お客様のライセンスが複数のユ
ーザーに使用を許可するものである場合、当該ユーザーのライセンスを含めて売却することになります ) 。お客様が本製品の
売却について当社に通知しなかった場合、新しい所有者は本製品を使用することができず、当社のサポートサービスにアクセ
スしたり、製品の無償アップデートを受けたりできなくなる可能性があります。本製品の新しい所有者は、本 EULA の適用を
受けることになるため、購入された当社製品およびライセンスが引き続き本 EULA に従うことをお客様は新しい所有者に通知
する必要があります。お客様は、本製品または本製品の一部をレンタルまたはサブライセンスすることはできません。
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5. 非再販用ソフトウェアについて

「非再販用」「NFR」「評価版」「デモ」またはその他の類似の識別名で示される製品および無償で提供される製品を、ここ
では総称して「デモソフトウェア」と呼びます。お客様は、お客様が購入し、本契約の全条項を遵守した本製品に関しての
み、本契約に定める保証および救済を付与されるものとします。本契約の規定の如何にかかわらず、デモソフトウェアは、以
下のとおりとします。

(i) 本製品のデモ、テストまたは評価以外のいかなる目的にも使用することはできません ( 他の第三者の製品にバンドル
されている本製品、または本項 (i) に定める制限が適用されないことを当社が明示的に規定する場合を除きます )。

(ii) 購入された本製品のすべての機能または特徴を有していない可能性があります。
(iii) 本契約第13条項(限定保証)に限らず、いかなる申し立てまたは保証も行われず、「現状有姿」のみで提供されます。
(iv) いかなるサポートまたはメンテナンスも提供されず、お客様は、デモソフトウェアのアップグレード、アップデート
または追補を受け取ることはできません。

お客様は、いかなる個人または法人に対しても、デモソフトウェアを販売、贈与、またはその他の方法で譲渡する権利を有し
ません。さらに、本契約の規定の如何にかかわらず、お客様に提供されたデモソフトウェアに関して、金銭的または交換的な
救済を受ける権利をお客様は有しません。デモソフトウェアは、完全に登録された製品または有償の製品のようなすべての権
利を有するわけではありませんが、それでもお客様は各製品に関して、本契約の義務および確認事項に拘束されます。

6. 使用条件

お客様は、本製品または本製品の一部 (プリセットまたはサウンドライブラリの一部を含む )を、編曲、録音およびライブ演奏
に関連してのみ使用することができます。お客様は、次の行為を行なってはいけません。

(a) 本製品から単一のプリセット、サウンド、MIDI ファイル、プリセット、サウンド、MIDI ファイルといった部品を再販、商
品化、その他の配布方式の目的で抽出、コピー、その他の方法で作成したり、プリセット、サウンド、MIDI ファイルを取
り集めること。

(b) ループとして知られているソロの集合体を、再販または他の配布方式用に組み立てること。
(c) 製品内の単一の音やファイル、その他の部分を含むコンテンツの派生物を再販または他の配布方式用に作成すること。
(d) 当社の書面による明示的な許諾なしに、本製品の音声 ( またはその派生物 ) をソフトウェア、プログラム、アプリケーショ
ンで使用すること。

7. サポート

Toontrack Music は、お客様が代金を支払った当該製品に限り、当社のウェブサイトに記載されたサポートを除き、製品に関
するサポート提供の義務を負わないものとします。当社がサポートを有料とする場合は、当社ウェブサイトに記載されます。

8. リバースエンジニアリング、逆コンパイル、複製および分解の制限

ソフトウェアのコーディングは、Toontrack Music の知財および機密情報です。お客様は、第 6 条 ( 使用条件 ) に定める場合を
除き、製品または製品のソフトウェア、ファイル、その他の部分をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、コピー、逆ア
センブル、または変更することはできません。

9. 解除

お客様が本契約の条件に従わない場合、当社は本EULAおよび本EULAに基づいて許諾された使用権を終了させることができ、
その場合、お客様は本製品およびその構成する部品のすべての複製物を破棄しなければなりません。
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10.個人情報使用の承認

お客様は、Toontrack Music およびその関連会社が、登録∕承認プロセスの一環として、また当社製品に関連するサポートサー
ビスを提供するために、お客様の氏名、住所、電子メールアドレス、支払い履歴、およびお客様のコンピューターに関する情報
を収集、保存、使用することに同意するものとします。当社は、お客様およびお客様のコンピュータに関する当社のデータベー
スに保存された情報が、権限のない担当者によってお客様またはお客様のコンピュータを特定するために使用できないように、
業界の慣例に従った措置を行います。当社は、支払い処理、注文処理、マーケティングプログラム、顧客サービス、製品および
関連ソフトウェアの保守‧サポート‧修正などの機能を当社に代わって行うために、他の企業や個人 ( 「下請業者」 ) を雇うこ
とがあります。当社は、これらの機能およびその他の機能を実行するために、お客様の情報をこれらの下請け業者と共有するこ
とがあります。当社または本製品の流通部門が第三者によって買収された場合、当社はお客様の情報を当該第三者へ譲渡するこ
とがあります。お客様は、ご提供いただいた電子メールアドレスに、マーケティングメールを含む当社からの電子メールメッセ
ージを受け取ることがありますが、当社からのそうしたメッセージの受信をオプトアウトする権利があります。お客様が当社に
提供した電子メールアドレスがワイヤレス電子メールアドレスの場合、お客様は、当社からのメッセージの受信が解除されるま
で、当社から当該アドレスでメッセージを受信することに同意するものとします。これらのメッセージには、お客様のワイヤレ
ス通信事業者の標準料金が適用される場合があります。お客様の個人情報の収集、使用、転送に関する詳細情報、および上記の
通信のオプトアウトまたは配信停止方法については、当社ウェブサイト ( http://www.toontrack.com ) に掲載された当社のプラ
イバシーポリシーをお読みください。

11.アップグレード/ソフトウェア/コンポーネントのライセンス

Toontrack Music は、お客様が明示的にアップグレードを注文し、代金を支払わない限り、お客様が購入する製品に含まれる
ソフトウェアまたはその他のファイルのアップグレード、アップデートまたは追補 (総称して「アップグレード」 )をお客様に
提供する義務を負わないものとします。当社がお客様にアップグレードを提供する場合、本 EULA は、アップグレードととも
に他の条件が提供されていない限り、当該アップグレードにも適用されるものとします。このアップグレードには、個別のエ
ンドユーザー使用許諾契約 ( 以下「コンポーネント契約」といいます ) を含む特定のコンポーネント ( 以下「コンポーネント」
といいます ) が含まれることがあり、お客様は、このコンポーネントを使用する前に、これを確認し同意する必要がありま
す。本契約と本コンポーネント契約との間に矛盾がある場合、本契約の条項が優先されます。

12.所有権

各製品は、著作権法、その他の知的財産権に関する法律および条約によって保護されています。Toontrack Musicまたはその代
理店は、各製品の権原、著作権、およびその他の知的財産権を所有します。本製品およびその関連文書のコピーには、お客様
に交付された当該製品および文書の原本に含まれた所有権表示が有されるものと見なされます。お客様は、本製品に関して、
本EULAに従って明示的に付与された使用許諾権のみを有するものとします。

13.限定保証

Toontrack Music は、製品の受領日から90日間、当該製品が、当該製品に関して当社が提供する文書に実質的に動作すること
を保証します。

14.救済措置

前述の限定保証の不履行に対する当社の全責任およびお客様の唯一の救済は、当社の選択により、(i) お客様が支払った製品購
入価格の返却、(ii) 製品が含まれる欠陥メディアの交換、(iii) 製品の修理または交換のいずれかであるものとします。お客様
は、領収書のコピーを添えて欠陥商品のコピーを 当社に返却し、欠陥商品のすべてのコピーをお客様のコンピュータから削除
するか、またはお客様がダウンロードした欠陥商品について当社に通知し、欠陥商品のすべてのコピーをお客様のコンピュー
タから削除する必要があります。お客様は、当社が選択した救済措置を無償で受け取りますが、送料はお客様のご負担となり
ます。本製品の故障が、事故、乱用、誤用、不適切な使用、設定ミス、ウイルスに起因する場合、限定保証は無効となりま
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す。本製品を交換した場合、元の保証期間の残り日数または 30 日間のいずれか長い方の期間、保証されます。これらの救済措
置および当社が提供する製品サポートサービスは、海外の正規販売店からの購入証明書がない場合はご利用いただけません。
救済措置を行使するには info@toontrack.comに連絡してください。

15.保証免責

各製品は現状有姿で提供され、本書に定める限定保証を除き、当社はその使用または動作についていかなる保証も行いませ
ん。準拠法で除外または制限できない保証、条件、言明事項である場合を除き、当社は、知的財産またはその他の第三者の権
利の非侵害性、商品性、特定目的への適合性に限らぬいかなる事項についても、 ( 明示黙示、制定法、慣習法、習慣、使用法
またはその他の法令上の ) 保証、条件、言明を行いません。目的の結果を得るために製品を選択すること、また各製品のイン
ストール、使用、および各製品から得られる結果についてはお客様が責任を負うものとします。お客様は、本製品を使用して
作成したもの (楽曲またはその他の最終結果 )について、個人または事業体の知的財産権またはその他の権利に対する侵害の主
張その他の責任を明示的に負うものとします。以上に限らず、当社は、製品にエラーがないこと、中断やその他の障害がない
こと、または製品がお客様の要求を満たすことを保証しません。

16.限定責任

Toontrack Music 社およびその代理店は、お客様または第三者が被った利益の損失、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、コンピュータの故障や誤動作に限らず )いか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が存在しようとも、またそれが契約規定または不法行為であるな
しを問わず、一切の責任を負いません。また当社および代理店は、製品に関して支払った価格を上回る損害について、当社お
よび代理店がその損害の可能性を知らされていたとしても、責任を負いません。偶発的または派生的な損害の除外または制限
を認めない法域においては、この制限および除外はお客様に適用されない場合があります。

17.限定救済

お客様が被る可能性のある損害 ( 上記の損害およびすべての直接的または一般的損害に限らず ) の理由の如何を問わず、本
EULA のいかなる条項に基づく当社およびその代理店の全責任および上記すべてに対するお客様の唯一の救済 ( 限定保証の違反
に関して当社が選択した修理または交換の救済を除く ) は、お客様が該当製品のために支払った金額に限定されるものとしま
す。前述の制限、除外および免責 (上記第13, 14, 15、および16条を含む )は、救済措置がその本質的目的を果たさない場合で
も、準拠法が許す最大限の範囲において適用されるものとします。

18.完全合意

本 EULA ( 本製品に付属する本 EULA の補遺または修正を含む ) は、当該製品およびサポートサービスに関するお客様と
Toontrack Music との間の完全な合意であり、当該製品または本 EULA が対象とするその他の事項に関する、口頭または書面に
よる了解事項、提案および説明に優先されます。当社のサポートサービスに関するポリシーまたはプログラムの条件が本EULA
の条件と矛盾する場合、本EULAの条件が優先されます。

19.準拠法および裁判地

Toontrack Music は、スウェーデンの法律に基づいて組織され、スウェーデンに本社を置く企業です。本EULAは、法の抵触に
関する原則に関わりなく、スウェーデンの法律に準拠するものとします。お客様は、スウェーデンの裁判所の対人管轄権に服
することに同意し、本製品および本 EULA に関する紛争は、スウェーデンの裁判所内で審理されることに同意するものとしま
す。お客様は、スウェーデンの裁判所において提起される訴訟について、不便な法廷という性質の異議を放棄するものとしま
す。本EULAが他の言語に翻訳された場合、本EULAの英語版が支配するものとします。
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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。

20.契約の修正

本EULAは、 Toontrack Music の正当に権限が与えられた代表者が発行する書面による修正 (認証された電子メールを通じて行
われる場合があります ) 以外では変更することができません。本契約のいかなる条項も、そのような権利放棄が書面であり、当
社によって署名されていない限り、権利放棄とみなされないものとします ( 認証された電子メールを通じて行われる場合があり
ます )。本EULAのいずれかの条項が無効とされた場合でも、本EULAの残りの部分は完全に効力を持ち続けるものとします。
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TOONTRACKMUSIC AB END-USER LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT READ CAREFULLY: This End-User License Agreement (“EULA”) is a legal agreement between you (an individual
or a single company) and TOONTRACK MUSIC AB (“Toontrack Music”) regarding the Toontrack Music product identified
above, such product’s software, software programs, sound libraries, MIDI packs, presets and files, and all of their parts,
including without limitation any and all code, sounds, sound files, presets, preset files, 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 A PRODUCT OR ANY PART THEREOF. IF YOU DO NOT AGREE,
DO NOT INSTALL OR USE ANY PRODUCT OR ANY PART THEREOF.

The Products:

Toontrack Music offers a wide range of products and this EULA and its terms applies to all of our products. The descriptions
and functionalities of each Product are described on the Toontrack Music website, on the Product packaging and/or in the
documentation that accompanies the Product. The term “Product” as used in this EULA may include software, software
programs, software tools, plug- ins, sounds, sound collections, sound arrangements, sound libraries, MIDI files, MIDI packs,
presets, preset files, documentation, images and/or other content as a whole, as collections or as single files.

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

2. INSTALLATION. You (one user) may install and use a Product on one computer or 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 of a Product is limited by the provisions or
authorization process on the Toontrack Music website or the copy protection system included in a Product. If the
Product does not have a copy protection system, nomore than two concurrent installations are permitted. The number
of permitted concurrent installations are subject to change without notice.

3. NO MODIFICATION. Except as set forth in Section 6 (Terms of Use), you may not modify or create derivative works in
whole or in part based on any one of, or on any part of, a Product. You may not permit third parties to benefit from the
use or functionality of a Product or any part thereof through a timesharing, service bureau or other arrangement.

4. TRANSFER. You may move a Product to a computer or computers which you own other than the computer(s) on which
such Product was originally installed provided you comply with the provisions of this EULA. If you sell a Product, you
must notify us of the sale and provide: (i) the name of the Toontrack product, (ii) the serial number of the Toontrack
product and (iii) the name and email address of the new owner. You must also remove your copy of the Product from
your computer, server and other back-up device or service or otherwise render it unusable. You may not sell partial
Products (that is, if your license allows for multiple users then the sale most include all such user licenses). Your failure
to notify us regarding a sale of a Product may result in the new owner not being able to use the Product and will result
in the new owner not being able to access our support services or receive free Product updates. Subsequent owners of
Products will be subject to this EULA. Accordingly, youmust notify the new owner that the purchased Toontrack product
and license will continue to be subject to this EULA. Youmay not rent or sublicense any Product or any part of a Product.

5. NOT FOR RESALE SOFTWARE. Any Product identified as “Not for Resale”, “NFR”, "Evaluation Copy", “Demo” or some
other similar identification and Products that are provided without charge are collectively referred to herein as “Demo
Software.” You are granted the warranties and remedies set forth herein only with respect to Products that you have
purchased and with respect to which you have complied with all provisions of this EULA. Notwithstanding anything to
the contrary herein, Demo Software:

(i) may not be used for any purpose other than demonstration, test or evaluation of a Product (except with respect to
Products that are bundled with other third-party products or where we expressly provide that the limitations set
forth in this subparagraph (i) do not apply);

(ii) may not have all the functionality or features of a purchased Product;
(iii) is providedwith no representations orwarrantieswhatsoever, includingwithout limitation thewarranties in Section
13 hereof, but is provided solely on an “AS IS, WHERE IS” basis; and

(iv) will not be provided any support ormaintenance, and youwill receive no upgrades, updates or supplements for the
Demo Software.

You are not entitled to sell, gift or otherwise transfer Demo Software to any person or entity. Furthermore,
notwithstanding anything to the contrary herein, you are not entitled to any remedies, monetary or replacement, with
respect to Demo Software provided to you. Although the Demo Software does not have all the rights of a fully registered
or paid Product, you nevertheless agree to be bound by the obligations and acknowledgements herein with respect to
each Product.
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6. TERMS OF USE. You may only use a Product, or any part of a Product, including presets or parts of sound libraries, only
in the context of musical arrangements, recordings of arrangements and live performances. You cannot (a) extract, copy
or otherwise produce from a Product any single preset, sound or MIDI file, an assembly of presets, sounds or MIDI files
or assemble presets, sounds or MIDI files for resale, commercialization or any other form of distribution; (b) assemble
solo agglomerates known as a loop for resale or other form of distribution, (c) create derivatives of content, including as
single sounds, files or any other parts of a Product as a whole for resale or other form of distribution or (d) use any sound
from a Product (or a derrivative work thereof) in any software, program or app, in either case set forth above unless you
have our express written permission to do so.

7. SUPPORT. Toontrack Music shall have no obligation to provide you support with respect to any Product except such
support as is described on our website and only if you have paid for such Product. If Toontrack Music charges for
support, it will be stated on our website.

8. LIMITATION ON REVERSE ENGINEERING, DECOMPILING, COPYING AND DISASSEMBLY. The software coding is the
proprietary and confidential information of Toontrack Music. You may NOT reverse engineer, decompile, copy,
disassemble or , except as set forth in Section 6 (Terms of Use), modify any Product or any software, files or other parts
of a Product.

9. TERMINATION. Without prejudice to any other rights or remedies itmay have, ToontrackMusicmay terminate this EULA
and the licenses granted hereunder if you do not abide by the terms and conditions of this EULA, in which case youmust
destroy all copies of the Products and all of its component parts.

10. CONSENT TO USE OF DATA. You agree that Toontrack Music and its affiliates may collect, store and use information
about you, 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 our Products. 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 by unauthorized personnel 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 fulfillment, marketing programs, customer service and maintenance, support and modification of Products and
related software. Toontrack Music may share your information with such subcontractors in order to perform these and
other functions. Toontrack Music also may transfer this information to a third party who purchases Toontrack Music or
the division distributing a Product. You may receive email messages from us, including marketing emails, at the email
address you have provided us, but you have the right to unsubscribe from receiving suchmessages from us. If the email
address that you have provided to us is a wireless email address, you agree to receivemessages at such address from us
until you unsubscribe from receiving such messages from us. Your wireless carrier’s standard rates may apply to these
messages. 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).

11. UPGRADES/ADDITIONAL SOFTWARE/COMPONENT LICENSES. Toontrack Music has no obligation to provide you with
upgrades, updates or supplements to any software or other files included in any Products (collectively, “Upgrades”) you
may buy unless you expressly order and pay for such Upgrades. If Toontrack Music does provide you with any Upgrades,
this EULA shall apply to such Upgrades, unless other terms are provided along with the Upgrade. Such Upgrades 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.

12. OWNERSHIP. Each 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 each Product. Any copy of a Product and
its related documentation youmakemust contain the proprietary notices that are contained in the original copy of such
Product and documentation delivered to you. You have only the license rights expressly granted to you pursuant to this
EULA with respect to any Product.

13. LIMITEDWARRANTY. Toontrack Music warrants that for ninety (90) days from the date of receipt of a Product that such
Product will operate substantially in accordance with the documentation provided by Toontrack Music with respect to
such Product.

14. 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 with a copy of your receipt and remove all copies of the
defective Product from your computers or notify Toontrack Music of any defective Product you have downloaded and
remove all copies of the defective Product from your Computers. Youwill receive the remedy elected by ToontrackMusic
without charge, except that you are responsible for any shipping expenses you may incur. The Limited Warranty is void
if failure of a Product has resulted from an accident, abuse, misapplication, abnormal use, misconfiguration or a virus.
Any replacement Product will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days,
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whichever is longer. Neither these remedies nor any Product support services offered by Toontrack are availablewithout
proof of purchase from an authorized international source. To exercise your remedy, contact: info@toontrack.com to
obtain the physical address for Toontrack Music.

15. WARRANTY DISCLAIMER. Except for the limited warranty set forth herein, EACH PRODUCT IS PROVIDED “AS IS” AND
TOONTRACKMUSICMAKESNOWARRANTY AS TO ITSUSEORPERFORMANCE. EXCEPT FORANYWARRANTY , CONDITION,
REPRESENTATION OR TERM THE EXTENT OF WHICH CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED BY APPLICABLE LAW,
TOONTRACK MUSIC MAKES NOWARRANTY, CONDITION, REPRESENTATION, OR TERM (EXPRESS OR IMPLIED, WHETHER
BY STATUTE, COMMON LAW, CUSTOM, USAGE OR OTHERWISE) AS TO ANY MATTER INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
NON-INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY OR OTHER THIRD PARTY RIGHTS, MERCHANTABILITY, INTEGRATION,
OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. YOU ASSUME RESPONSIBILITY FOR SELECTING ANY PRODUCT TO ACHIEVE
YOUR INTENDED RESULTS, AND FOR THE INSTALLATION OF, USE OF, AND RESULTS OBTAINED FROM EACH PRODUCT.
YOUEXPRESSLY ASSUMERESPONSIBILITY FORWHAT YOUCREATEUSINGTHEPRODUCT, BE ITMUSICAL COMPOSITIONS
OR OTHER END RESULTS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WITH RESPECT TO ANY CLAIM OF INFRINGEMENT ON ANY
INTELLECTUAL PROPERTY OR OTHER RIGHTS OF ANY PERSON OR ENTITY. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING
PROVISIONS, TOONTRACK MUSIC MAKES NO WARRANTY THA T ANY PRODUCT WILL BE ERROR-FREE OR FREE FROM
INTERRUPTIONS OR OTHER FAILURES OR THAT ANY PRODUCTWILL MEET YOUR REQUIREMENTS.

16. LIMITATIONOFLIABILITY. UNDERNOCIRCUMSTANCESANDUNDERNOLEGAL THEORY,WHETHER IN TORT, CONTRACT,
OR OTHERWISE, SHALL TOONTRACKMUSIC OR A THIRD PARTY SUPPLIER BE LIABLE TO YOUOR TO ANY OTHER PERSON
FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF GOODWILL, DAMAGES, COSTS AND EXPENSES RELATED TO CLAIMS THAT YOUR
MUSICAL COMPOSITIONS INFRINGEON INTELLECTUALPROPERTYOROTHERRIGHTSOFANYPERSONORANY INDIRECT,
SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION,
DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, BUSINESS INTERRUPTION, INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL
PROPERTYOROTHERRIGHTSOF ANY PERSON, COMPUTER FAILUREORMALFUNCTION, OR FOR ANYOTHERDAMAGEOR
LOSS. IN NO EVENT SHALL TOONTRACK MUSIC OR A SUPPLIER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WITH RESPECT TO ANY
PRODUCT IN EXCESSOF THE PRICE PAID FOR SUCHPRODUCT, EVEN IF TOONTRACKMUSIC 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.

17. LIMITATION OF 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 LimitedWarranty)
shall be limited to the amount paid by you for the applicable Product. The foregoing limitations, exclusions and
disclaimers (including Sections 13, 14, 15 and 16 above) shall apply to themaximum extent permitted by applicable law,
even if any remedy fails its essential purpose.

18. ENTIRE AGREEMENT. This EULA, including any addendum or amendment to this EULA which is included with a
Product, are the entire agreement between you and Toontrack Music relating to such Product and the support services
(if any) and they supersede all prior or contemporaneous oral or written communications, proposals and
representations with respect to such 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.

19. GOVERNING LAW; VENUE. Toontrack Music is a company organized under the laws of Sweden with its headquarters in
Sweden. This EULA will be governed by the laws of Sweden, without regard to its conflict of laws principles. You consent
and submit to the personal jurisdiction of the courts of Sweden and agree that disputes regarding a Product and this
EULA may be heard within the courts of Sweden. You waive any objection in the nature of inconvenient forum with
respect to such actions brought in the courts of Sweden. In the event this EULA is translated into any other language, the
English version of this EULA shall control.

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


