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1. 総則

1.1 本 EULA はお客 様（「ライセンシー」、「ユーザー」、または「お客 様」）と
PreSonus Audio Electronics Inc.、PreSonus Europa Limited、および / ま
たは PreSonus Software Limited およびその代理店および関連会社（総称し
て「PreSonus」または「弊社」）の間の、（a）情報、データ、文書、画像、写真、
グラフィック、オーディオ、ビデオ、ウェブ放送、（b）関連メディア、文書（プロブ
ラム　説明または取扱説明書など）、および PreSonus により製造されたその他
のあらゆる文書およびマテリアル（「製品」）を含むライセンス供与されたソフトウ
エア（下で定義）を含む（がそれに限定されない）PreSonus の製品の使用に関
する契約上の諸条件（「規約」）を既定するものです。

1.2 PreSonus はその独自の裁量によりこれらの規約をいつでも変更、修正、追
加、または削除する権利を留保します。変更についてこれらの規約を定期的に確
認するのは、お客様の責任となります。変更を知った後もお客様が製品を継続
して使用することは、変更を受け入れ同意したものとみなされます。PreSonus
は、本規約の現行 バージョンを www.presonus.com/eula （「サイト」）に公
開します。お客様による製品の使用は、使用時の最新バージョンの規約に基づ
きます。本サイトの使用は本エンドユーザー使用許諾契約（「EULA」）に準拠し、
PreSonus の使用条件は www.presonus.com/Terms-of-Use にてご覧いた
だけます。

2. 登録 / アクティベーション

2.1 お客様のコンピューターでお客様による製品の使用を可能にするアクティベー
ションキーを取得するには、お客様は製品を登録する必要があります。アクティベー
トされていない PreSonus の製品を使用することはできません。

2.2 登録には、お客様は氏名、メールアドレス、住所を入力する必要があります。
お客様のアカウント情報（下に定義）は、PreSonus シリアルナンバーとともに
弊社登録データベースに保存されます。PreSonus は、お客様のデータのウェブ
への転送に現行のセキュリティ基準を満たす 128 ビット暗号化による安全な SSL
接続を使用しています。PreSonus の個人データの取り扱いについて詳しくは、 
www.presonus.com/Privacy-Policy をご覧ください。

3. 規約の承諾



3.1 お客様のコンピューターに製品をインストールおよび登録することにより、お
客様はこれらの規約に同意したことになります。これらの規約に同意しない場合、
製品をインストールしないでください。

3.2 お客様は、（a）製品の受領または使用がお客様に対して法律により禁止され
ている場合、（b）お客様が法定年齢に達していないおよび / または立証可能な
親権者の同意を得ていない場合など、PreSonus と拘束力のある契約を締結す
る完全な能力または適性がない場合、製品を使用できません。特に、これらの
規約を承諾することにより、お客様は、お客様が 13 歳以上であることを確約し、
製品が 13 歳未満の子供による使用を意図していないことを承認するものとしま
す。

3.3 PreSonus は、製品またはサービスのさらなる使用が許可される前に、更新
された規約への同意をお客様から得る必要がある場合があります。それ以外の
場合、製品、サイト、サービスのお客様による継続的な使用により、お客様は変
更を承諾したものとみなされます。

4. 定義

特に定義されない限り、これらの規約に含まれる表現の定義は次のとおりです。

4.1 「アカウント情報」とは、お客様がサイトにて製品を登録する際に PreSonus
に提供する情報（PreSonus ID およびログイン情報を含む）を意味します。

4.2 「バンドル」とは、オンラインストアまたは小売店を通じて、PreSonus また
は他の当事者（他の当事者によるブランドパッケージで）によりエンドユーザーに
対して製品化および販売される製品を意味し、使用許諾された特定のソフトウェ
アを含みます。

4.3 「知的財産権」とは、著作権、著作者人格権、商標、トレードドレス、特許、
企業秘密、不正競争、およびその他のあらゆる知的財産権または所有権を意味
します。

4.4 「法」とは、適用法、規制、またはアメリカ合衆国またはその他の適用国か
らまたはアメリカ合衆国またはその他の適用国へのデータまたはソフトウェアの輸
出に関する法規などのあらゆる適用管轄において一般的に受け入れられている慣
行または指針を意味します。

4.5 「ライセンスキー」とは、ライセンスの種 類を識 別し、ライセンスソフト



ウェアをアンロックまたはライセンスソフトウェアの特定の機能を有効にする、
PreSonus により提供される一意のコードを意味します。

4.6 「ライセンスソフトウェア」とは、各製品に対するコンピューターソフトウェア
のオブジェクトコードバージョンおよび関連文書を意味し、PreSonus によりお客
様に提供されるあらゆる変更または追加を含みます（がそれらに限定されません）。

4.7 「利用可能にする」とは、メール、郵便、送信、アップロード、または製品の
お客様による使用を通じたそれ以外の手段で利用可能にすることを意味します。

4.8 「マーク」とは、製品および関連文書に表示される商標、ロゴ、およびサー
ビスマークを意味します。

4.9 「サービス」とは、リモートアクセスサポートおよび電話サポートを含む（がそ
れに限定されない）PreSonus によりユーザーに対して提供されるすべての種類
の技術サポートサービスを意味します。

4.10 「共有コンテンツ」とは、利用可能にすることをお客様またはその他の人が
選択したコンテンツを意味します。

4.11 「ユーザー」とは、製品の使用者を意味します。

4.12 「ユーザーコンテンツ」とは、（a）ライセンシーコンテンツ、および（b）他のユー
ザーによりアップロードされた共有コンテンツを意味します。

4.13 「お客様のコンテンツ」とは、製品のお客様による使用およびサイトを通じ
てお客様が利用可能にするあらゆるユーザーコンテンツを意味します。

5. 使用 / ライセンスの範囲

お客様が本 EULA の規約に従うという条件で、PreSonus は、製品にアクセスお
よび製品を使用する非独占的、譲渡不能、取り消し可能な権利を、下記の条件
に従い、お客様に授与します。

5.1 PreSonus の製品は法律により保護されています。製品の知的財産権は
PreSonus に帰属します。製品の複製、逆コンパイル、リバースエンジニアリン
グはできません。（a）製品のデザイン、レイアウト、またはルック & フィールの
全体または一部の複写、複製、または模写、（b）製品または製品の使用と製品
へのアクセスの権利のリース、ライセンス供与、賃借、売却、または（c）製品に



含まれるあらゆるテキスト、著作権表示、または 所有権表示の削除、隠蔽、修
正、変更はできません。お客様は、お客様自身の被雇用者を含む第三者が製品
を不正に使用することができないよう、適切および正当な手段を講じなければな
りません。お客様は、このような状況におけるあらゆる滅失または毀損について
PreSonus に対して責任を負います。

MPEG Layer-3 を含むすべての製品：本製品の供給はライセンスを譲渡せず、収
益を創出するブロードキャストシステム（地上波、衛星、ケーブル、および / また
はその他の配布経路）で本製品を使って作成した MPEG Layer-3 準拠のコンテ
ンツ、アプリケーションの配布（インターネット、イントラネット、および / または
その他のネットワークを介して）、その他のコンテンツ配布システム（ペイオーディ
オまたはオーディオオンデマンドアプリケーションなど）、または物理メディア上

（CD、DVD、半導体チップ、ハードドライブ、メモリカードなど）への配布権利を
暗示することもありません。そのような使用には個別のライセンスが必要です。詳
細については、 http://mp3licensing.com を参照してください。

MPEG Layer-3 オ ー ディ オ コ ー ディン グ 技 術 は、Fraunhofer IIS お よ び
Thomson Licensing から使用許諾を得ています。

5.2 STUDIO ONE 製品ラインのライセンスソフトウェアについて

（a）ライセンシーは、一度に 1 台のコンピューターにライセンスソフトウェアを（1）
ライセンスインストールして使用することができます。ライセンシーは、ソフトウェ
アを別のコンピューターにインストールして使用することができますが、追加ライ
センスを購入することなく、一度に 2 台以上のコンピューターでソフトウェアを使
用することはできません。ライセンシーが単体のコンピューター上のアクティベー
ションの使用を失った場  合、ライセンシーは、追加（4）回のアクティベーション
が可能です。Studio One の使用に対して提供されたアクティベーションは、製
造者の使用許諾と使用条件に準ずるサードパーティ製ソフトウェアには適用され
ません。ライセンシーのコンピューター / ハードウェアに大きな変更がなされた場
合（RAM、ハードディスク、またはオペレーティングシステムへの変更など）、すべ
ての Studio One ソフトウェアは再びアクティベートされる必要があります。ソフ
トウェアおよびコンテンツの完全なデジタルバックアップは、お客様の PreSonus
アカウントを通じてオンラインで入手できます。ライセンスソフトウェアの複製をお
客様が保有しない場合に限り、お客様は、ライセンスソフトウェアのライセンスを
他の当事者に恒久的に譲渡することを認められます。他の当事者は、譲渡と同時
に、自動的に本 EULA の規約の拘束を受けます。ライセンスソフトウェアをお客
様がアップグレードして いる場合、元のライセンスソフトウェアとアップグレードさ
れたライセンスソフトウェアを別々に譲渡することはできません。お客様は、保管
目的でライセンスソフトウェアのバックアップコピーを作成することができます。

（b）PreSonus 以外から取得したライセンスキーを用いたライセンスソフトウェア
の使用は、明示的および厳重に禁止されています。PreSonus は、PreSonus



がその独自の裁量により違法なライセンスキーを用いたライセンスソフトウェアの
使用からの保護、監視、コントロールに必要とみなされるあらゆるおよびすべて
の措置を取る権利を留保します。

5.3 STUDIO ONE EXCHANGE サ ー ビ ス 使 用 に つ い て は、PreSonus の
Exchange 使用条件を StudioOne.PreSonus.com にてご覧ください。

5.4 STUDIO ONE PRIME 製品ラインのライセンスソフトウェアについて

（a）ライセンシーは、任意数のコンピューターでライセンスソフトウェアをインス
トールおよび使用することができます。ユーザーは、STUDIO ONE PRIME を複
製し共有するよう奨励されます。お客様は、さまざまな複数のコンピューターで
ライセンスソフトウェアをインストールおよび使用することができます。お客様は、
保管目的でライセンスソフトウェアのバックアップコピーを作成することができま
す。STUDIO ONE PRIME を OEM 使用許諾契約なしに別の商品に追加したり
や頒布したりすることはできません。すべての STUDIO ONE PRIME ユーザーは
本 EULA の規約に従います。PreSonus は STUDIO ONE PRIME に対してサポー
トサービスを提供しません。STUDIO ONE PRIME ライセンスを他の当事者に恒
久的に譲渡することはできません。

5.5 NOTION 製品ラインのライセンスソフトウェアについて

（a）ライセンシーは、一度に 1 台のコンピューターにライセンスソフトウェアを（1）
ライセンスインストールして使用することができます。ライセンシーは、ソフトウェ
アを別のコンピューターにインストールして使用することができますが、追加ライ
センスを購入することなく、一度に 2 台以上のコンピューターでソフトウェアを使
用することはできません。ライセンシーが単体のコンピューター上のアクティベー
ションの使用を失った場合、ライセンシーは、追加（4）回のアクティベーション
が可能です。お客様は、保管目的でライセンスソフトウェアのバックアップコピー
を作成することができます。

（b）インストールの過程の一部として含まれる特定のサウンドまたは音楽サンプル
および特定のタイプフェイスを含む製品のコンポーネントの権利はサードパーティ
が所有し、その製品と共に使用する場合にのみライセンスが供与されます。これ
らのコンポーネントをサブライセンス、配布、あるいはその他の目的での使用は、
製品と一緒に使用する場合を除いて本 EULA の違反にあたります。エンドユーザー
が Notion を使用して作成したレコーディングにライセンシーはロンドン・シンフォ
ニー・オーケストラにより録音されたことを示すことや暗示をしないことに同意し
ます。 

（d）ライセンシーは Notion を使用して作成された音楽の録音に伴うクレジット
またはライナーノーツに次の通知を表記してロンドン・シンフォニー・オーケストラ



をクレジットすることに同意します：「本録音にはロンドン・シンフォニー・オーケス
トラにより録音されたオーケストラル・サンプルを使用しています。」

5.6 バンドル製品に含まれるライセンスソフトウェアについて

（a） PreSonus の特定の製品には、下記が適用されます。バンドル（ソフトウェ
アがバンドルされているハードウェアから構成される）ソフトウェアは登録済み
所有者にのみライセンス付与されます。お客様が使用済み PreSonus ハードウェ
ア製品を購入または販売する場合、バンドルされているソフトウェアは次のハー
ドウェア所有者に自動的にバンドルされません。ソフトウェアとハードウェアは本
製品内の別個の存在とみなされます。ただし、ソフトウェアが譲渡可能な場合、
PreSonus ソフトウェアライセンスを譲渡することができます。 

（b） PreSonus の特定の製品には、下記が適用されます。バンドル（ソフトウェア
のみ）は、全体としてのみ譲渡が可能です。ソフトウェアのみのバンドルの各構成
コンポーネントは、参加するサードパーティ製造元が許可する場合を除き、個別
に譲渡することはできません。 

5.7 お客様は、これらの規約および適用法により認められるとおりにのみ製品を
使用することに同意します。

5.8 PreSonus は事前予告あり、またはなしに一時的または永久に製品、サービ
ス、またはその全部または一部を変更または停止することができます。お客様は、
PreSonus がそのようなことを実施する場合、PreSonus はお客様または他の何
人にも責任を負わないことに同意します。

6. プライバシー・ポリシー

6.1 PreSonus のデータ保護と収集に関する情報については、PreSonus プライ
バシーポリシー（「プライバシーポリシー」）をお読みください。プライバシーポリ
シーはサイトに掲載されており、また当該プライバシーポリシーの参照により当該
プライバシーポリシーは本契約の一部となります。お客様は、 www.presonus.
com/Privacy-Policy に記載のプライバシーポリシーに従った PreSonus による
お客様のデータの使用に同意します。

7. 所有権

7.1 製品 



すべての製品、およびその選択とアレンジは、知的財産権により保護されます。
本契約書で明示的に記述されている場合を除き、PreSonus は、製品を使用す
るためのあらゆる明示的または黙示的権利を許諾しません。すべての言語、形態、
およびメディアにおける製品のすべての権利、権原、所有権は現在そして今後も
PreSonus の独占的所有物であり、規約に含まれる何たりとも、いかなるライセ
ンスまたは権利を暗黙、禁反言、またはその他により、著作権またはその他の知
的財産権に基づき、お客様またはその他の第三者に与えると解釈されません 。

7.2 商標 

マークは、PreSonus の所有物です。お客様は、PreSonus の書面による事前の
承諾なくマークを使用することはできません。PreSonus および PreSonus ロゴ
は PreSonus の商標です。PreSonus のマークの現在の一覧については、サイト
に記載の商標情報をご参照ください。

7.3 お客様のコンテンツ

お客様が個人ユーザーである場合、お客様は、お客様のコンテンツに対するすべ
ての権利、権原、所有権を有します。お客様のコンテンツに関連する保証につい
ては、第 9 条および第 10 条をご覧ください。

8. 著作権

8.1 製品は、アメリカ合衆国およびその他の国の著作権法により保護されており、
PreSonus は製品に含まれるすべての知的財産権を留保します。お客様は、製品
コードを単独で公開、売却、市場取引、リース、賃借、サブライセンスすること
はできません。ただし、このライセンスは、許可された図書館および教室での使
用など、著作権法により認められる公正な使用を禁止または制限すると解釈され
るものではありません。

9. お客様の保証、補償の義務、権利放棄

9.1 関連したお客様の使用に即して、または別途規約により認められるとおり、
お客様のコンテンツを使用するための知的財産権をお客様が有することまたはす
べての必要なライセンスおよび許可をお客様が有すること、（b）お客様のコンテ
ンツの配信、公開、公演、および再現を含む、規約に従ったお客様のコンテンツ
の使用の承諾を、お客様のコンテンツで表現されているあらゆるおよびすべての
者からお客様が受領していること、および（c）お客様のコンテンツが、パブリシティ
権またはプライバシー権を含むあらゆる個人、企業または団体、またはその他の
第三者のいかなる知的財産権またはその他の所有権に違反または侵害しないこと
を表明および保証します。



9.2 お客様は、お客様のコンテンツ、製品、サービス、またはサイトのお客様に
よる使用、製品、サービス、またはサイトへのお客様の接続に関連して生じたあ
らゆるクレームおよび要求（妥当な弁護士費用を含む）、他のユーザーの個人情報
のお客様の使用およびアクセス、お客様のグループのいかなるメンバーの行為、
ウェブサイトへのお客様のアクセスまたは使用およびウェブサイトへのお客様の接
続、お客様のコンテンツが他者に生じさせた損害についてのクレーム、製品、サー
ビス、サイトを用いた宣伝または販売促進を行う他者とお客様との間のいかなる
取引、規約のお客様による違反、またはあらゆる知的財産権を含む他者の権利
の侵害について、PreSonus およびその子会社、関連会社、役員、代理店、従
業員、共同ブランド加盟企業またはその他のパートナー、およびライセンサーに
対して補償し責任を問わないことに同意します。

10. 限定保証

10.1 製品が、お客様のダウンロード日においてサイトの製品仕様に記載されてい
る、または購入日において物理パッケージに記載されている特性および機能、お
よび購入日において製品とともに提供される文書に記載されている特性および機
能を提供することを保証します。

10.2 PreSonus は、製品または製品を使用するお客様の能力が中断されないこ
とまたは誤りがないことを保証しません。PreSonus は、ウイルス、スパイウェア、

「バックドア」エントランス、またはその他のあらゆる有害なコードから製品を保
護するためのすべての合理的な対策を施しています。製品は、お客様の許可を得
ることな  く、パッチ、アップグレード、またはいかなるサードパーティ製品のダウ
ンロードまたはインストールを行いません。製品のあらゆる機能を使用するまたは
お客様のコンテンツにアクセスするお客様の能力を意図的に剥奪しません。

10.3 この製品は「現状渡し」で提供され、特定の目的に対する商品性や適合性
に関する暗示的な保証を含む（がそれに限定されない）いかなる明示的または黙
示的な保証は放棄されます。PreSonus は、製品の使用に起因する直接的損害、
間接的損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害、または二次的損害（代用品
または代用サービスの調達、使用、データ、利益の喪失、または事業の中断を含
むがそれに限定されない）について、原因および責任事由にかかわらず、契約の
記述、厳格責任、または不法行為の有無を問わず、PreSonus が当該損害の可
能性を示唆されていた場合においても、一切の責任を負いません。

10.4 製品のお客様による使用を通じてダウンロード、利用可能、またはその他の
手段で取得されたいかなるソフトウェアまたはコンテンツもお客様の独自の裁量
と責任でアクセスされ、またお客様はこのようなマテリアルをダウンロードしたこ
とによるお客様のコンピューターに対するあらゆる損害またはデータの消失につ
いて単独で責任を負います。PreSonus は、サイトからお客様のコンピューター
へダウンロードされたコンピューターウイルスまたは類似のコードについて一切の



責任を負いません。

11. 責任の制限

11.1 上記の限定的保証におけるお客様の排他的救済は、PreSonus の判断によ
り、購入価格の全額払戻しまたは不具合が認められた製品の修正のいずれかとな
ります。

12. 輸出管理法令

12.1 お客様は、製品およびサービスが（輸出管理規則を含む）アメリカ合衆国輸
出規制および制裁の法令（「輸出管理」）に従い、お客様がこの輸出管理に準拠す
ることを承認します。お客様は、（a）アメリカ合衆国の輸出規制の対象国（キューバ、
イラン、北朝鮮、スーダン、およびシリアを含むがそれに限定されない）、または

（b）アメリカ合衆国輸出取引への参加をアメリカ合衆国の連邦政府関連機関によ
り禁止されているエンドユーザーに対し、直接または間接に製品を輸出、再輸出、
または輸入せず、またはそれらに関連して製品またはサービスを使用しせん。加え
てお客様は、製品またはサービスを輸入、輸出、または使用するお客様の権利に
影響を与える、お客様の裁判管轄におけるあらゆる現地法に準拠する責任を負い
ます。PreSonus が違反が生じたことを知った場合、PreSonus は製品および /
またはサービスの提供を禁止されることがあります。

13. 紛争解決

13.1 裁判地

（a）お客様は、PreSonus に対するお客様の請求および紛争が、両当事者によ
り別段の合意がある場合を除きアメリカ合衆国ルイジアナ州イーストバトンルー
ジュ行政区の裁判所にて、または下記の第 13 条第 2 項に定められたとおりに解
決されることに同意します。お客様は、このような請求または紛争の訴えを起こ
す目的でルイジアナ州法が適用される場合、アメリカ合衆国ルイジアナ州イース
トバトンルージュ行政区の裁判所の対人管轄権に従うことに同意します。

（b）お客様は、このような請求または紛争の訴えを起こす目的でアイルランド国
法が適用される場合、アイルランド国の裁判所の対人管轄権に従うことに同意し
ます。両当事者はとりわけ国際物品売買契約に関する国連条約の請求権を放棄
します。

13.2 裁判外紛争解決



（a）ルイジアナ州法が適用される場合、本契約書の解釈、正当性、法解釈、履
行、不履行、または終了に起因、関連、または関与するあらゆる紛争または論議
は、ルイジアナ州バトンルージュにて執り行われる拘束力のある仲裁にて米国仲
裁協会の規定（「規定」）に従い施行されて解決されるものとします。仲裁人は、
このような紛争または論議に強制命令またはその他の救済命令を出すことができ
ます。仲裁人の決定は、仲裁の当事者にとって最終的で、争う余地がなく、拘束
力のあるものとみなされます。仲裁人の決定に対する判断は、管轄内の任意の裁
判所において下されます。仲裁人は、法規制の対立に関係なく、あらゆる紛争ま
たは要求の理非にルイジアナ州法を適用します。仲裁手続は、州仲裁法に関係な
く、連邦仲裁法および規定に準拠します。お客様はこれにより本 EULA の規約
に起因または関連するあらゆる措置または手続、または当事者が参加者である仲
裁に関連するあらゆる措置または手続について、ルイジアナ州に存在する州およ
び連邦裁判所の対人管轄に同意します。

（b）アイルランド国法が適用される場合、あらゆる紛争は、アイルランドのダブ
リンにて手続を執り行う両当事者が合意した仲裁人（一名）により 2010 年仲裁
法（Arbitration Act 2010）に基づく拘束力のある仲裁により解決されるものと
します。仲裁手続は英語により執り行われ、いずれかの当事者の要請により仲裁
人の決定を立証する事実と法的推論の供述書が提出されます。仲裁人の裁定の
判断は、管轄権を持つあらゆる裁判所において下されます。

14. 総則

14.1 解約適用法が許容する限りにおいて、かつ、その他の権利の既得権を犯す
ことなく、お客様がこれらの規約の重大な違反を犯した場合、PreSonus はお客
様のライセンスを解約することができます。

14.2 PreSonus へ の 通 知 規 約に 従った PreSonus 宛の 通 知 は、 下 記 の 住
所 ま でご 送 付くだ さ い：PreSonus Audio Electronics, Inc., 18011 Grand 
Bay Court, Baton Rouge, LA  70809, Attn: Legal Department。 ま た
PreSonus Software Limited ま た は PreSonus Europe Limited 宛 の 場
合、下記の住 所までご送 付ください：13 Churchview Square, Cavan, Co 
Cavan, Ireland - Attn: Eugene Greenan.

14.3 お客様への通知 PreSonus は、メール、郵便、サイトへの掲載、またはそ
の他の現在知られているまたは今後開発される妥当な手段により、規約への変更
を含む通知をお客様に提供します。

14.4 完全同意本 EULA の規約は、サイト、サービス、および製品へのお客様の
アクセスと使用についての PreSonus とお客様の間の完全合意を構成し、これら
の内容についてお客様と PreSonus の間で行われたあらゆる事前の合意に優先
します。



14.5 譲渡禁止お客様は、PreSonus の書面による承諾なく、規約またはこの規
約に基づくあらゆる権利を譲渡またはその他の方法で移譲することはできません。
規約に基づく PreSonus の権利は、PreSonus により譲渡可能です。

14.6 可分性何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が本規約について執行
不能と判断した場合であっても、その条項に反映される当事者の意図に影響する
よう許容される最大限の範囲において施行され、規約の他の条項または部分は
依然として完全な効力を有するものとします。

14.7 放棄 PreSonus による規約の条項または関連するあらゆる権利の施行また
行使のいかなる不履行は、この条項または権利の放棄を構成しません。

14.8 お客様の義務お客様は、製品、サイト、サービスのいかなる部分へのお客
様の関与または使用を禁止する法規のお客様の熟知および順守について一切の責
任を負います。

14.9 承認お客様は、本 EULA を読み、その条件を理解し、規約による拘束を受
けることに同意します。お客様が購入後 30 日以内に本 EULA に含まれる規約に
同意しない場合、またはお客様が製品に満足していない場合、製品をアンインス
トールし、すべてのコピーを削除し、製品のすべての使用を停止してください。

（以上）

-----------------------------------------

PreSonus End User License Agreement (English)
https://www.presonus.com/eula


