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初⾳ミクNTエンドユーザー使⽤許諾契約書
このエンドユーザー使⽤許諾契約書（以下「本契約」といいます）は、本製品（第1条第2号に定義します）に関してエンドユーザー（以下「ユーザー」といいます）と
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（以下「当社」といいます）との間で締結される契約内容を定めるものです。

ユーザーは、本契約の定めを遵守して、本製品を使⽤するものとします。

ユーザーは、本製品を開梱、ダウンロード、インストール⼜は使⽤した時点で、本契約のすべての条項に同意したとみなされ、法的に拘束されます。ユーザーが未成年者
である場合には、必ずユーザーの法定代理⼈（親権者等）とともに本契約を確認し、事前に法定代理⼈の同意を得てください。

ただし、本製品の全部または⼀部に関連するアップグレード版や修正版に対して、本契約書ではなく別の契約書が存在する場合には、当該契約書に本契約を優先させる旨
の記載の無い限り、当該契約書が本契約に優先します。

ご使⽤される前に、以下の本契約の内容を必ずお読み下さい。

第１条（定義）
本契約において使⽤する⽤語の意味は、以下の各号で定義されるものとします。
（１） 「ユーザー」とは、本契約において、個⼈または法⼈のいずれかであるかを問わず、本製品を正規に新品として購⼊し、当社にユーザー登録された⽅をいいます。
（２） 「本製品」とは、「初⾳ミクNT」を構成するコンポーネントの全部をいいます。なお、「初⾳ミク」は当社の登録商標です。
（３） 「本ライブラリ」とは、本製品に含まれる⾳声ライブラリ（関連するあらゆるアップグレード版や修正版等も含む）をいいます。
（４） 「エディター」とは、本ライブラリを参照しながら、歌唱・発話の合成を⾏うソフトウェア（関連するあらゆるアップグレード版や修正版、拡張機能等も含む）

をいいます。
（５） 「合成⾳声」とは、本ライブラリを使⽤することによって⽣成される、あらゆるオーディオ出⼒をいいます。
（６） 「本製品の使⽤」とは、本製品を構成するコンポーネントの全部または⼀部がコンピューターまたはデバイスの⼀時的なメモリに読み込まれていること、または

メモリにインストールされていることをいいます。
（７） 「キャラクター」とは、本製品のパッケージに描かれた絵画「初⾳ミク」の著作物およびその題号、ならびにその他の要素によって、「初⾳ミク」と認識される

外観・呼称・⾳声、動作等の表現によって特徴づけられた抽象的概念およびその派⽣的概念をいいます。キャラクターの著作物の利⽤については、法令、ならび
に「キャラクター利⽤のガイドライン」（https://piapro.jp/license/character_guideline）に従ってください。

（８） 「バーチャル・シンガー」とは、「本ライブラリ」「エディター」「合成⾳声」および「キャラクター」によって構成される当社の知的財産およびブランドをい
います。

（９） 「ユーザー作品」とは、ユーザーがバーチャル・シンガーを使⽤して制作した作品をいいます。

第２条（使⽤許諾）
１．当社は、ユーザーに対し、本契約および「キャラクター利⽤のガイドライン」ならびにその他の法令を遵守することを条件として、バーチャル・シンガーの⾮商⽤⽬
的での使⽤を⾮独占的に許諾します。

２．ユーザーは、本製品を⼀台のコンピューターに限り、使⽤することができます。
３．本製品に含まれるコンポーネントに関する別途のエンドユーザー使⽤許諾契約が存在する場合、ユーザーはこれに同意して当該コンポーネントを使⽤するものとしま
す。このときにおいて、当該エンドユーザー使⽤許諾契約に本契約の定めと異なる内容があるときは、その異なる範囲において、当該エンドユーザー使⽤許諾契約の
内容が本契約に優先して適⽤されるものとします。

４．ユーザーは、ユーザー作品の公表に際し、本製品もしくはバーチャル・シンガーの名称「初⾳ミクNT」・「初⾳ミク」、またはその⽇本語以外での表記
（「Hatsune Miku」「初⾳未来」等）を明⺬するものとします。ただし、以下の各号に⺬すときはその限りではありません。なお、キャラクターの著作物を利⽤す
る場合は、「キャラクター利⽤のガイドライン」を優先して適⽤します。
（１） 個⼈のユーザーが、⾮営利⽬的で使⽤するとき
（２） バーチャル・シンガーの名称を明⺬することが不可能または著しく困難であると当社が認める合理的な理由があるとき
（３） その他、当社がバーチャル・シンガーの名称の明⺬を免除することを個別に承認したとき

５．前項の定めは、当社が有する商標権の許諾をユーザーに対して⾏ったことを意味するものではありません。
６．個⼈のユーザーが営利⽬的で、または法⼈のユーザーが、演奏・上演・上映・公衆送信・頒布・譲渡・貸与等の態様でユーザー作品を公表する場合は、事前に当社ま
でお問い合わせください。使⽤形態によっては、ライセンス料を含め、追加の使⽤許諾契約をさせていただく場合があります。

７．ユーザーは、ユーザー作品を、法⼈または営利⽬的でそれを利⽤する個⼈に利⽤許諾（商⽤CD等への楽曲の供給や、配信販売を⽬的とする楽曲の供給を含み、これ
らに限りません）するときは、利⽤許諾を⾏う前に、当該第三者に対し当社まで問い合わせるようお伝えください。

第３条（禁⽌事項）
本製品またはバーチャル・シンガーの使⽤にあたり、以下の各号の⾏為は禁⽌されています。
（１） ユーザーが公序良俗に反する歌詞を含む合成⾳声を公表し、または頒布すること。
（２） 本ライブラリに⾳声を提供した歌⼿・声優等の本⼈に限らない、第三者の名誉・声望・イメージ等を毀損し、その他権利を侵害する合成⾳声を公表し、または配

布すること。
（３） キャラクターを法令または「キャラクター利⽤のガイドライン」に違反した態様で使⽤した表現（映像、画像、⽴体的造形等の別を問わず、これらに限りません）

において合成⾳声を使⽤し、または公表すること。
（４） 本製品の全部または⼀部を、ユーザーまたは第三者のソフトウェアのコンポーネントとして使⽤し、または配布すること。
（５） 本製品の全部または⼀部をエミュレートし、または逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、その他読解可能な形式に変換する⼿段を⽤いて解

析すること。
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（６） 本製品の全部または⼀部を、複製（ディスクに収録されている形式、他製品⽤・再販売⽤にフォーマットを変換した形式、ミキシング、フィルタリング、リシンセ
サイズした形式、第三者が⼊⼿可能な形式その他形式の如何を問わない。ただし、本契約に基づく本製品のインストール⼜はバックアップ⽬的での複製を除く）、
公衆送信（公開掲⺬板やFTPサイト、WEBサイト、ストレージサイト、P2Pネットワーク上等で送信可能な状態にすること、インターネット上で第三者へ電⼦
的に転送や配信すること、不特定多数のユーザーがアクセス可能なネットワーク・コンピューター／サンプラー上に格納すること、その他公衆送信すること）、譲
渡、貸与、頒布、改変、または翻案等の⾏為をすること。

（７） 本製品を第三者が操作可能な状態で放置すること。
（８） 本製品またはバーチャル・シンガーに記載されているコピーライト表記、名称、商標を、削除、変更、または不明確にすること。
（９） 当社による事前の許可なくレコーディング・スタジオやレンタル会社その他のサービスの⼀環として、クライアントのために本製品またはバーチャル・シンガー

を使⽤し、またはクライアントに本製品またはバーチャル・シンガーを提供し、もしくは使⽤させること。
（１０）本製品を使⽤して当社の知的財産およびブランドと無関係なバーチャル・シンガーを作ること。または、そのようなキャラクターに合成⾳声を⽤いること。
（１１）本契約に違反すること。

第４条（本製品の権利および譲渡禁⽌）
１．本製品の知的財産権は、当社および当社と提携する第三者に帰属し、著作権法その他の知的財産権法によって保護されています。
２．本契約により、当社および提携する第三者に帰属している権利の全部または⼀部が、ユーザーに移転するものではありません。また、本契約による使⽤許諾は、ユー
ザー本⼈に与えられるものであり、ユーザーは、本契約上の地位または本契約に基づく許諾もしくは義務を第三者に譲渡または再許諾することはできません。

３．本製品の使⽤許諾は、本製品を新品として購⼊したユーザーに対して与えられ、中古品として譲渡を受けたユーザーには与えられません。

第５条（限定保証）
１．当社は、本製品、バーチャル・シンガー、その他当社が提供するあらゆるコンテンツや情報について、如何なる⽬的に対しても、その適合性を保証するものではあり
ません。本製品は、現状有姿のまま提供されるものであり、当社は、第三者の権利の⾮侵害性、品質、性能、商品性、特定の⽬的に対する適合性について、明⺬的に
も黙⺬的にも⼀切保証いたしません。

２．本製品の、使⽤または動作に起因する損害の責任は、全てユーザー⾃⾝が負うものとします。当社は、本製品またはその付属⽂書の使⽤によってユーザーが被る可能
性のある結果について、⼀切保証いたしません。

３．本条項の規定は、制定法、慣習法、慣習、取引の慣習、取引の過程、およびその他によって明⺬的または黙⺬的に定義されている全ての保証、条件、条項、約束、責
任に代わるものであり、法が許す最⼤限の範囲内において、それら全ては本契約上において除外されるものとします。

第６条（責任の制限）
１．当社（本条では、当社のサプライヤー、ディーラー、販売店、および代理店を含みます）、および当社従業員は、以下の各号に関する責任を⼀切負いません。
（１） ユーザーによる本製品の使⽤、またはユーザー作品の公表もしくは配布に起因して⽣じた如何なるクレーム、訴訟および損害（通常損害、特別損害、直接的損

害、派⽣的・間接的・付随的・偶発的損害、逸失利益、その他あらゆる種類の損害を含みます。当社がこのような損害が起こる可能性を知り得たかどうかに関
わりません）を賠償する責任

（２） 第三者からの権利侵害、損害賠償その他の請求または申⽴てに関する責任
２．当社に故意または重過失がある場合、または本契約が消費者契約法（平成12年法律第61号）第2条第3項の消費者契約に該当する場合には、前項の規定は適⽤
されないものとします。

３．当社がユーザーに発⽣した損害について、債務不履⾏⼜は不法⾏為に基づく損害賠償責任を負うときは（前項の場合を除きます）、当社は、本製品の購⼊代⾦相当額
を上限として賠償責任を負うものとします。なお、本条に関わらず、提供された本製品が、種類、品質⼜は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合には、
当社は本製品の修補、代替物との交換⼜は不⾜分の引渡しをおこなうものとします。

第７条（契約終了）
１．本契約は、以下の各号の⼀に該当した場合、⾃動的に終了します。
（１） ユーザーが、本契約の条項に違反した場合

この場合、当社は、当該ユーザーに対し損害賠償請求その他の法的措置を講じることを、妨げられません。
（２） 当社が、いかなる時点でも、ユーザーへ本契約を終了する旨の告知をした場合
（３） ユーザーが、いかなる時点でも、⾃らが所持する本製品およびその複製物の全てを破棄、抹消およびアンインストールした場合

２．本契約が終了した場合、ユーザーは、⾃⼰の保有する本製品およびその複製物の全てを破棄しなければなりません。
３．本契約が終了した場合でも、本契約中の第３条から第９条の効⼒は有効に存続するものとします。

第８条（準拠法）
本契約は、⽇本法に準拠し、⽇本法によって解釈されるものとします。本契約に強⾏法規と抵触する規定がある場合には、当該規定は当該部分に限って無効となり、当該
規定は強⾏法規に合致する範囲内で当該規定に最も近い内容に修正されるものとします。

第９条（管轄）
本契約に関する⼀切の紛争は、札幌地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

第１０条（契約の変更）
１．当社は、以下の場合に本契約の内容を変更できるものとします。
（１） 本契約の変更が、ユーザーの⼀般の利益に適合するとき。
（２） 本契約の変更が、本契約をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであ

るとき。
２．前項に基づく変更後の契約の効⼒は、事前に当社がユーザーに変更の事実、および変更箇所、ならびに効⼒発⽣⽇を通知しまたはウェブサイト上でこれらを告知し、
それに対してユーザーが同意、または当該効⼒発⽣⽇以降に本製品またはバーチャル・シンガーを使⽤したときから、発⽣するものとします。
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END-USER LICENSE AGREEMENT
THIS END-USER LICENSEAGREEMENT ("AGREEMENT") ISALEGALAGREEMENTBETWEEN THE END-USER (“USER“, YOU”, or “YOUR”)AND
CRYPTON FUTUREMEDIA, INC. ("COMPANY", “WE”, “OUR”, or “US”), REGARDINGYOURUSEOF THE PRODUCT (AS DEFINED BELOW).
YOU SHALL ENSURE THE PRODUCT IS USED IN COMPLIANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT.
BY DOWNLOADING, INSTALLING, OR OTHERWISE USING THE PRODUCT, YOU SHALL BE DEEMED TO HAVE READ, UNDERSTOOD, AND AGREED TO BE
BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, YOU
ARE NOT AUTHORIZED TO INSTALL OR OTHERWISE USE THE PRODUCT. IF YOU ARE UNDER THE LEGAL AGE OF MAJORITY IN YOUR JUDISDICTION, YOU
SHALL OBTAIN THE APPROVAL AND/OR CONSENT OF YOUR LEGAL REPRESENTATIVE (SUCH AS A PARENT OR LEGAL GUARDIAN) PRIOR TO ENTER INTO
THIS AGREEMENT.
IN THE EVENT THAT THERE ARE TERMS AND CONDITIONS PROVIDED IN A SEPARATE AGREEMENT REGARDING ANY UPDATES AND UPGRADES OF THE
PRODUCT OR A COMPONENT OF THE PRODUCT, THE SEPARATE AGREEMENT SHALL TAKE PRECEDENCE OVER THIS AGREEMENT UNLESS OTHERWISE
STATED IN SUCH SEPARATE AGREEMENT.
PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT.

Section 1. DEFINITIONS
The following terms shall be defined as such within this Agreement:
(1) "User" refers to any individual or legal entity that has purchased a legitimate brand-new Product through authorized vendors, and has created a user

account on the Company's website.
(2) "Product" means all components of "Hatsune Miku NT". "Hatsune Miku" is a registered trademark of the Company.
(3) "Library" refers to the voice data library contained within the Product (including any and all future upgrades and updates to the Product)
(4) "Editor" refers to any software (including any and all updates, upgrades, and add-ons) which synthesizes singing or speech voices using the Library.
(5) "Synthesized Voice" refers to any audio output generated by utilizing the Library.
(6) "Use of the Product" means all or part of the components of the Product loaded into the temporary memory or installed in the permanent memory of

your computer or storage device.
(7) "Character" means an abstract concept or a derivative concept characterized by any expression of the copyrighted artwork depicted on the package of

this Product as well as its title and the other elements that can be identified as "Hatsune Miku" such as its appearance, name, voice, and movements. For
the use of any copyrighted artwork of the Character, the User shall comply with the “Character Usage Guidelines (https://piapro.net/intl/
en_for_creators.html)" as well as any applicable laws and regulations.

(8) "Virtual Singer" refers to the Company's intellectual property and brand consisting of the Library, the Editor, the Synthesized Voice and the Character.
(9) "User Work" refers to any work created by the User utilizing the Virtual Singer.

Section 2. GRANT OF LICENSEAND COPYRIGHT
1. Subject to the terms and the conditions of this Agreement, the Character Usage Guidelines and all applicable laws and regulations, the Company hereby

grants to the User a non-exclusive license to use the Virtual Singer for non-commercial purposes.
2. The User may use the Product on only one computer at a time.
3. Notwithstanding the foregoing, if any component of the Product having a separate end-user license agreement, the User must agree to it in order to

use such component. In this case, if there is a discrepancy between such separate end-user license agreement and this Agreement, the former shall
prevail to the extent of such discrepancy.

4. On the publication of any User Work, the User shall expressly attribute it to the name of the Product or the name of the Virtual Singer that is "初音ミク
NT" or "初音ミク" in Japanese, or in any other languages ("Hatsune Miku", "初音未来" etc.);
provided, however, that the foregoing shall not apply in the following circumstances:
(1) when the User uses the Product for non-commercial purposes, if the User is an individual.
(2) when the Company acknowledges that the User has a reasonable grounds to prove that it is impossible or extremely difficult to credit or publicize

the name of the Virtual Singer in relation to the User Work.
(3) when the Company individually approves that the User is exempted from the obligation to credit the name of the Virtual Singer.
For clarity, when using a copyrighted artwork of our Character, the Character Usage Guidelines shall prevail. "

5. Nothing in the provisions of the above paragraph shall be construed as granting the User permission to use the Company's trademark.
6. If the User, whether an individual or a legal entity, wishes to publish any User Work in a way of performing, screening, publicly transmitting, distributing,

transferring, loaning, etc. for commercial purposes, please contact the Company beforehand. Depending on the manner of the usage, the User may be
required to enter into a separate additional license agreement with the Company, including an additional license fee.

7. If the User wishes to grant a license to use any User Work to any third party which is a legal entity or which is an individual using it for commercial
purposes (including, but not limited to, publishing User Works with the Synthesized Voice via CDs/DVDs or streaming services), the User shall, in advance
to grant such license, ensure that such third party shall contact the Company.

Section 3. PROHIBITED USES
The following uses of the Product and/or Virtual Singer are prohibited hereunder:
(1) to publish or distribute the Synthesized Voice that includes lyrics which are contrary to public order or morality.
(2) to publish or distribute the Synthesized Voice which might violate the publicity, reputation or other personal rights of any third party including (but not

limited to) any original singer or actor (voice artist) contributing to the Library.
(3) to publish or use the Synthesized Voice in any expressions (including, but not limited to, visual or physical) in which the Character is used in a manner

that violates any laws, regulations or the Character Usage Guidelines.
(4) to use or distribute the Product or any part thereof as a component of the User’s software or any third party's software.
(5) to engage in reverse engineering, disassembling, decompiling, emulating or otherwise deriving a source code form of the Product or any part thereof by

any method whatsoever.
(6) (i) to reproduce or duplicate any part of the Product, regardless of format (whether by recording on disc(s) or by any means of reformatting, mixing,

filtering, re-synthesizing, processing or otherwise editing for use in any other product or for resale, or in any other format in which a copy of the Product
is made available to any third party) except any reproduction by the User for the installing or back-up of the Product under this Agreement;,
(ii) to transmit the Product or any part thereof to the public (including, to make it transmittable on a public bulletin board, ftp site, World Wide Web site,
storage site, Peer to Peer network or otherwise, to electronically transfer or stream it to a third party over the internet, to place it in a computer/sampler
network accessible by many and unspecified persons), or
(iii) to transfer, rent, lease, distribute, modify or adapt the Product in whole or in part or to create derivative works thereof.

(7) to leave the Product unattended and operable by any third party.
(8) to delete, modify, obscure, or in any other way render illegible any copyright notice, name, or trademark appearing on the Product or the Virtual Singer.



- 4 - END-USER LICENSE AGREEMENT

(9) to use the Product or the Virtual Singer for the benefit of any client, or to provide it for or to make it available for the use by any client, as part of
services of recording studios, rental company or other business without prior consent from the Company.

(10) to create any virtual singers that are unrelated to the Company's intellectual property or/and brand by using the Product, or to use the Synthesized
Voice in such characters.

(11) to breach any terms and conditions of this Agreement.

Section 4. COPYRIGHTANDOWNERSHIP
1. Any and all intellectual property rights relating to the Products shall belong to the Company and/or its affiliated third parties, and be protected by

relevant copyright laws, trade secret laws, and other applicable intellectual property laws and international treaties.
2. All rights and interests not expressly granted to you hereunder are reserved by the Company, and nothing in this Agreement shall be construed as

assignment to or transfer to the User of all or any part of the rights, titles or interests belonging to the Company and/or its affiliated third parties. The
license granted hereunder is personal to the User; and the User shall not assign, transfer or sub-license any of the license, the rights and/or obligations
under this Agreement or the status as a party hereto to any third party.

3. The license to use the Product shall be granted only to the User who has purchased the legitimate brand-new Product from the Company's website or
its authorized vendors, and shall not be granted to any individual or legal entity to whom the second-handed Product was transferred.

Section 5. LIMITEDWARRANTY
1. THE COMPANY MAKES NO REPRESENTATIONS NOR WARRANTS ABOUT THE SUITABILITY OF THE PRODUCT, THE VIRTUAL SINGER, OR ANY OTHER

CONTENT OR INFORMATION THAT THE COMPANY PROVIDS FOR ANY PURPOSE. THE PRODUCT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES REGARDING NONINFRINGEMENTOFANYTIHIRD PARTY’S RIGHTS,QUALITY, PERFORMANCE,
MERCHANTABILITY, OR SUITABILITY FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

2. THE USER SHALL ASSUME ALL RESPONSIBILITIES AND LIABILITIES FOR ANY LOSSES AND DAMAGES ARISING OUT OF USE OR PERFORMANCE OF THE
PRODUCT. THE COMPANY DOES NOT AND WILL NOT WARRANT ANY POSSIBLE CONSEQUENCES ON THE PART OF THE USER BY USING THE
PRODUCT OR ANY DOCUMENTATION ATTACHED THERETO.

3. THE WARRANTIES GIVEN IN THIS SECTION SHALL BE PROVIDED IN LIEU OF ALL WARRANTIES, CONDITIONS, TERMS, UNDERTAKINGS AND
OBLIGATIONS EXPRESSLY OR IMPLIEDLY DEFINED BY STATUTE, COMMON LAW, CUSTOM, BUSINESS PRACTICES, COURSE OF TRADE OR OTHERWISE,
ALL OF WHICH ARE HEREBY EXCLUDED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

Section 6. LIMITATIONOF LIABILITY
1. NEITHER THE COMPANY (IN THIS SECTION, THE DEFINITION OF THE COMPANY INCLUDES ITS SUPPLIERS, DEALERS, DISTRIBUTORS AND AGENTS)

NOR THEIR RESPECTIVE EMPLOYEES SHALL BE LIABLE FOR:
(1) ANY CLAIM, SUIT OR DAMAGES OF ANY SORT (WHETHER ORDINARY OR SPECIAL, DIRECT OR INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR

ACCIDENTAL DAMAGES, SUCH AS DAMAGES FOR LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOSS OF DATA) ARISING OUT OF THE USE OF THE
PRODUCT OR THE PUBLICATION OR THE DISTRIBUTION OF ANY USER WORK, REGARDLESS OF WHETHER THE COMPANY HAS BEEN NOTIFIED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSS OR DAMAGES), OR

(2) ANY CLAIM OR COMPLAINT BY A THIRD PARTY FOR, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, INFRINGEMENT AND DAMAGES.
2. IN THE EVENT THAT ANY DAMAGE IS INCURRED AS A RESULT OF THE COMPANY’S GROSS NEGLIGENCE OR WILLFUL MISCONDUCT, OR IN THE

EVENT THAT THIS AGREEMENT FALLS WITHIN THE CONSUMER CONTRACT AS DEFINED IN THE CONSUMER CONTRACT ACT (ACT NO. 61 OF 2000, AS
AMENDED) ARTICLE 2, PARAGRAPH 3, THE PROVISIONS OF THE PRECEDING PARAGRAPH SHALL NOT APPLY.

3. IN THE EVENT THAT THE COMPANY IS HELD LIABLE FOR DAMAGES INCURRED BY THE USER DUE TO THE COMPANY’S DEFAULT OR TORT (EXCEPT IN
THE CASES SET FORTH IN THE PRECEDING PARAGRAPH), THE MAXIMUM LIABILITY OF THE COMPANY SHALL NOT EXCEED THE AMOUNT THAT THE
USER HAVE PAID FOR THIS PRODUCT. NOTWITHSTANDING THE PROVISIONS SET FORTH IN THIS SECTION, IF THE PROVIDED PRODUCT DOES NOT
CONFORM WITH THE TERMS AND THE CONDITION OF THIS AGREEMENT IN TERMS OF TYPE, QUALITY OR QUANTITY, THE COMPANY SHALL REPAIR
OR REPLACE THE PRODUCT, OR DELIVER THE SHORTAGES.

Section 7. TERMINATION
1. This Agreement shall terminate automatically upon occurrence of any of the following events:

(1) The User fails to comply with any terms and conditions of this Agreement;
in the event of (1) above, the Company shall not be prevented from taking any legal action against the User, including claims for damages;

(2) The Company at any time delivers notification of termination to the User; or
(3) the User at any time destroy, erase and uninstall the Product and all the copies thereof in its possession.

2. Upon termination of this Agreement. the User shall destroy the Product and all the copies thereof in its possession.
3. The provisions set forth in the Sections 3 to 9 of this Agreement shall survive the termination of this Agreement.

Section 8. GOVERNING LAW
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Japan. If any provision of this Agreement is found illegal, invalid or
unenforceable, such provision shall be amended and interpreted so as to best accomplish the objectives of the original provision to the fullest extent
permitted by law and the remaining provisions of this Agreement shall remain in full force and effect.

Section 9. JURISDICTION
Any dispute arising out of this Agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Sapporo District Court of Japan for the first instance without
reference to conflicts of laws principles.

Section 10. REVISION OF THEAGREEMENT
1. The Company reserves the right to revise any terms and conditions contained in this Agreement in the following cases:

(1) Where the revision of this Agreement conforms to the general interests of Users.
(2) Where the revision of this Agreement is not contrary to the purpose of this Agreement, and the revision is considered to be rational in comparison

with its necessity, reasonableness, substance and other circumstances relating to the revision.
2. The Company may at any time revise this Agreement in accordance with the preceding paragraph by giving a prior notice to the User, or by a prior

announcement on its web site, of such revision, the provisions to be revised and the effective date thereof, and such revision of this Agreement shall be
effective when the User agrees thereto or continues to use the Product or the Virtual Singer on and after such effective date as notified or announced.


