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エンドユーザー使用許諾契約書
ライセンスポリシー

• すべてのライセンスはクロスプラットフォーム ( PC/MAC ) です。
• 1ライセンスは1ユーザーに対して登録されます。
• ライセンスを他人と共有することはできません。

その他規約∕条件∕サービス

• TONE2製品を注文すると、当社から無料の個別サポートを受けることができます。
• TONE2製品を注文すると、弊社フォーラムにアクセスすることができます。
• TONE2ソフトウェアを紛失された場合、無料で再配送します。
• TONE2製品を注文すると、当社の「アップデートとニュースサービス」に参加することができ、製品のアップデートやニュース、

特別価格による販売情報もお知らせします。このサービスは無料で、いつでも簡単にオプトアウトすることができます。
• 有名アーティストの購入品は、参考として紹介させていただく場合があります (同意いただけた場合に限ります )。
• TONE2はお客様のプライバシーを尊重し、お客様の個人情報を他社に販売したり譲渡することはありません。

ライセンスの譲渡

• TONE2より直接購入されたライセンスは、1回に限り譲渡可能です。
• NFR ( 再販不可品 )、割引販売品、Best Service社などの販売店で購入した製品、使用期間が6ヶ月未満の製品、フリーソフトウェア

のライセンスを譲渡することはできません。
• ライセンス譲渡後、新しいユーザーは自分の名前に紐付いたシリアルナンバーを取得します。
• 新しいユーザーには、将来のアップデートが提供されます。
• 新しいユーザーは、完全なサービスとサポートを受けることができます。
• 電子メールアドレスは、データベースで更新されます。
• 手数料は、移管したい製品1つにつき19.99ユーロです。これは、サポートとメンテナンスの追加コストにあたります。

ライセンス譲渡の手順

• ソフトウェアおよび製品のキーファイル( *.t2k )とインストーラーをコンピュータから完全にアンインストールします。
• こちらのリンク ( http://www.shareit.com/product.html?productid=300108371 ) から手数料を支払ってください。
• support@tone2.comに次の内容を記したメールを書きます：

• メールタイトル：License transfer
• 譲渡する製品名、旧ユーザーのEメールとお名前、新ユーザーのEメールとお名前、お使いのパソコンからソフトウェアを完全に

削除したことの報告。
• TONE2は新しいユーザーに製品と新しいキーファイルを配信します。

注: 日本国内の販売店より購入された場合、ライセンスの譲渡を行えない場合があります。
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ライセンス契約
本ソフトウェアをインストールすると表示される使用許諾契約書です。インストーラによって文面が異なる場合があります。

これは、エンドユーザー (以下「ユーザー」 )であるお客様とTone2 Audio softwareとの間の法的契約です。このソフトウェアプログラム (以
下「本ソフトウェア」 )は、本ライセンスに基づき、ここに記載された条件下でのみ使用できます。本使用許諾契約書をよくお読みください。
本ソフトウェアをインストールすることにより、お客様は本使用許諾契約に同意したものとみなされます。

製品登録されたソフトウェアのライセンス

本ソフトウェアのフルバージョンは、登録されたユーザーのみが使用できます。本ソフトウェアを複製し、他のユーザーに配布してはいけま
せん。本ソフトウェアを無断で配布したユーザーに対し、当社は法的措置をとります。

未登録のソフトウェアのライセンス

本ソフトウェアの評価版 ( 以下「デモ版」 ) は、ユーザが評価目的で使用することができ、自由に複製して他のユーザーへ配布し、評価するこ
とができます。

使用許諾

お客様は、お客様の制作環境にて使用されるコンピュータにおいて、本製品を1つだけ使用する権利があります。

著作権について

本ソフトウェアは、TONE2 が所有し、ドイツの著作権法および国際条約の規定により保護されています。本ソフトウェアのインストーラーに
含まれるすべてのデータ、すべての TONE2 キーファイル ( *.t2k ) 、および TONE2 製品のシリアルナンバーは TONE2 の所有物です。書面によ
る許可なく、これらを配布または変更することはできません。

プライバシー

TONE2 は、技術的に必要なデータ、または TONE2 の知的財産であるデータのみを処理します。本ソフトウェアは、TONE2 の所有物であるフ
ァイル、またはソフトウェアの正常な動作およびコピープロテクトを許可するために技術的に必要なファイルのみを読み取り、書き込み、変
更します。

TONE2は、ユーザーの個人情報を送信、提出、配布、販売しません。

サードパーティ製品

ユーザーは、TONE2の書面による許可なく、本製品をベースとした商用サードパーティ製品を公開または販売することはできません。

サンプリング

本製品は音楽制作、レコード制作、リミックス、コマーシャル、ジングル、映画、演劇、ミュージカル、コンピュータゲームのサウンドトラ
ックに使用することができます。音楽ライブラリーやサウンドクリップその他のサンプルベース製品としてライセンス∕販売される音楽やサ
ウンドの制作には使用できません。本製品で作成されたサウンドや波形を、当社の書面による許可なくサンプリングしたり、ダンプしたりす
ることは禁止されています。特に、他のシンセサイザー、サンプルパック、ロンプラー、オーディオデバイスのための商用コンテンツの作成
には使用しないでください。

ライセンスの譲渡 (フルバージョンのみ )

本製品のライセンスは、TONE2 の書面による許可がある場合のみ、新しいユーザーに譲渡することができます。譲渡が完了したら、旧ユーザ
ーは自分のコンピュータからこのプログラムを完全に削除しなければなりません。旧ユーザーのライセンスは取り消されます。
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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。

コピープロテクト

本製品はコピープロテクトされています。ユーザーは、TONE2 製品のコピープロテクトを回避するための技術∕知識を適用したり頒布するこ
とはできません。コピープロテクトを回避するための技術(クラックなど)が適用された場合、TONE2製品は動作を拒否することがあります。
本製品は、TONE2製品のコピーガードを回避する技術を検出し、解除し得ます。

著作権侵害∕不正使用

TONE2の知的財産を含む製品は、著作権侵害から保護するための技術を使用しています。TONE2はこれに基づいてライセンスを取り消すこと
ができます。

リバースエンジニアリング

TONE2 の知的財産を許可なく変更することは違法です。 本ソフトウェアは、 リバースエンジニアリングから保護されています。 違法な改造
によって生じたデータ、 ハードウェア、 音楽機器、 あるいは健康やビジネス上の利益の損害または損失について、 TONE2 は責任を負いませ
ん。

分離可能性

本契約のいずれかの条項が、いずれかの法域において違法、無効または執行不能となった場合であっても、下記の項目に影響を及ぼすことは
ありません。

1. 本契約の他の条項の当該管轄区域における有効性または執行可能性
2. 他の管轄区域における当該条項または本契約の他の条項の有効性または執行可能性

本使用許諾契約の受諾

本ソフトウェアをダウンロードおよび∕またはインストールすることにより、お客様は本ライセンスの条項に同意したものとみなされます。

保証および免責

本ソフトウェアおよび付属のファイルは、いかなる種類の保証もなく現状有姿で提供されます。適用法で認められる最大限の範囲におい
て、TONE2 は、性能、商品性、特定目的への適合性、および非侵害の黙示保証を含むがこれに限定されない、明示または黙示のすべての保証
を放棄します。適用法が許す最大限の範囲において、いかなる場合においても、TONE2 は、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じる
直接的、間接的、派生的または付随的損害 ( 事業利益の損失、事業の中断または事業情報の損失に対する損害を含むがこれに限定されません )
に対して責任を負わないものとします。TONE2 は、お客様のハードウェア、音楽機器、データ、ソフトウェアあるいは健康に対する損害また
は損失について責任を負いません。お客様は、ご自身の責任において本ソフトウェアを使用するものとします。
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End User License Agreement (EULA)
TONE2 license policy:

• All licenses are cross platform (PC/MAC).
• One license is registered to a single user
• You are not allowed to share your license with other people

Further Terms, conditions and services:

• With an order from TONE2 you will receive free and personal support from our company.
• With an order from TONE2 you will get access to our company forum.
• If you should have lost your TONE2 software we will redeliver it to you for free.
• With an order from TONE2 you will join our 'update and news service'. The service is for free and can be quit easily at any time.

With joining the service you will receive an email from us as soon as an update for a product is available. Furthermore, we will
inform you about news and offer special discounts on our products.

• Purchases of famous artists might be mentioned as a reference. If you do not agree with this, TONE2 will not publish the
information.

• TONE2 respects your privacy and does not sell or give your private data to other companies.

License transfers

• Licenses, which have been bought directly from TONE2 can be transferred for a single time.
• It is not possible to transfer these licenses: NFR (not for resale), discounts, products from resellers like Best Service, products less

than 6 months old, free software
• After the license transfer, the new user gets a new serial with his name.
• The new user will receive future updates.
• The new user will get full service and support.
• The e-mail address is updated in the database.
• The service fee is €19,99 for each single product you want to transfer. It covers our additional costs for support andmaintenance.

How a license transfer works:

• Step 1: Youmust completely uninstall the software from your computer, since you are not longer allowed to use the software. You
must also delete the product's keyfile (*.t2k) and the installers.

• Step 2: Pay the service fee by using this link
• Step 3: Write an e-mail to support@TONE2.com

Topic: License transfer
What product do you want to transfer?
What is the old user's e-mail address and name?
What is the new user's e-mail address and name?
Confirm that you have completely removed the software from your computer(s).

• Step 4: TONE2 will deliver the product and a new key-file to the new user
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License agreement:

This is the license agreement, which can be found when you install the software. The text in the various installers might slightly differ.

"This is a legal agreement between you, the end user (USER), and TONE2 audiosoftware. The enclosed software program (the SOFTWARE) is
licensed by TONE2 for use only on the terms set forth herein. Please read this license agreement. Installing the program indicates that you
accept these terms.

License of registered Software: The full version of the SOFTWARE may be used only by the registered USER. It may not be copied and
distributed to other users. TONE2 can take legal actions against users, who distribute TONE2 Software without permission.

License of unregistered Software: The evaluation version of the SOFTWARE ("DEMO VERSION") may be used by the USER for evaluation
purposes. It may be freely copied and distributed to other users for their evaluation.

Grant of License: You get the right to use one copy of the enclosed SOFTWARE on your computers which are used in the context of one single
project.

Copyright: The SOFTWARE is owned by TONE2 and is protected by German copyright laws and international treaty provisions. All data
enclosed to this software installer, all TONE2 key-files (t2k files) and serials for TONE2 products are property of TONE2. You are not allowed
to distribute or modify themwithout written permission.

Privacy: TONE2 assures to process only data, which is technically necessary or that is intellectual belonging of TONE2. This softwarewill only
read, write or modify files which are property of TONE2 or which are technically necessary to grant a proper operation of the software and
the copy protection.

TONE2 will not send, submit, distribute or sell any personal data from the user.

3rd party products: The user is not allowed to publish or sell commercial 3rd party products which are based on this product without written
permission from TONE2.

Sampling:

This product can be used for music production, making records, remixes, commercials, jingles, soundtracks for film, theatre, musicals and
computer games. The included sounds and this product can NOT be used for makingmusic or sounds that will be licensed or sold as library
music, sound clips or other sample based products. You are not allowed to sample or dump sounds or waveforms created by this product
without our written permission. Especially not for creating commercial content for other synthesizers, sample packs, romplers or audio
devices.

License transfers (full version only): The license for this product can only be transferred to a new user with a written permission from TONE2.
After a finished transfer, the old user must remove this program completely from his computers. The old user's license is withdrawn.

Copy protection: This product is copy-protected. The user is not allowed to apply or distribute technologies or knowledge for circumventing
the copy protection of TONE2 products. TONE2 products can refuse to operate if technologies for circumventing the copy protection (like
cracks) are applied. This product can detect and deactivate technologies for circumventing the copy protection of TONE2 products.

Copyright infringement and abuse: Products which contain intellectual belongings of TONE2 use technology to protect against copyright
infringement. TONE2 can withdraw the license.

Reverse-engineering: It is illegal to modify any intellectual belonging of TONE2 without written permission. This software is protected
against reverse engineering. TONE2 cannot be held responsible for damage or loss of data, hardware, music equipment, health or business
profits which arises through an illegal modification.

Severability clause: If a provision of this Agreement is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any jurisdiction that will not affect:

1. the validity or enforce-ability in that jurisdiction of any other provision of this Agreement; or
2. the validity or enforce-ability in other jurisdictions of that or any other provision of this Agreement.

Acceptance of this license agreement: By downloading and/or installing this SOFTWARE, the USER agrees to the terms of this LICENSE.
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Disclaimer of warranty and liability: THE SOFTWARE AND THE ACCOMPANYING FILES ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, TONE2 DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF PERFORMANCE, MERCHANT-ABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL TONE2 BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF
BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOSS OF BUSINESS INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE
THE SOFTWARE. TONE2 CANNOT BE HELD LIABLE FOR DAMAGE OR LOSS OF YOUR HARDWARE, MUSIC EQUIPMENT, DATA, SOFTWARE OR
HEALTH. YOU USE THIS SOFTWARE ON YOUR OWN RISK."


