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Wallander Instruments エンドユーザー使用許諾契約書
本製品の購入、ダウンロード、インストール、使用のいずれかを行う前に、以下を必ずお読み下さい。

Copyright (c) 2007-2008 by Arne Wallander. All rights reserved.

本書類は、Arne Wallander または Wallander Instruments 社が製造・開発もしくは著作権を所有しているすべての " 正規版（Professional Edition）" ソフトウェア製
品に付属するエンドユーザー使用許諾契約書（以下「本契約書」といいます）です。別途専用の契約書が付属している場合を除き、本契約書は Arne Wallander または
Wallander Instruments 社のすべてのソフトウェア製品（以下「本ソフトウェア」といいます）に適用されます。

本ソフトウェアの購入、ダウンロード、インストール、使用のいずれかを行うことにより、お客様は本契約書（本契約書に改訂があった場合は改訂版を含む）の諸条項に従
うことに同意したものと見なされます。

本ソフトウェアにアクセスしようとするすべてのユーザーは、本契約書を読み、本契約書に従わなければならないものとします。最初に本ソフトウェアのダウンロード、コピー、
インストールのいずれかを行ったユーザーが「オリジナル・エンドユーザー」となり、オリジナル・エンドユーザーは、オリジナル・エンドユーザーが購入、ダウンロード、コピー、
インストールのいずれかを行った本ソフトウェアまたはそのコピーに他のユーザーがアクセスして契約違反を犯した場合でも、当該ユーザーと共同で責任を負うことに同意
するものとします。

1. 著作権

(a)  本ソフトウェア、及びそれに関連して本ソフトウェアの開発元およびその正規販売代理店より提供されるファイル、パッチ、アップデート、印刷物（オンライン書類を含む）、
可視／不可視コンテンツ（画像、サウンド、データ測定値を含む）は、すべて Arne Wallander の著作物です。

(b)  「Wallander Instruments」及び「Visual」インストゥルメント・シリーズは Arne Wallander の登録商標であり、すべての権利は Arne Wallander が保有しています。

2. 定義

(a)  「ライセンシー」とは、本ソフトウェアの正規ユーザーライセンスを所有しているオリジナル・エンドユーザーの事です。正規ユーザーライセンスは、本ソフトウェアの著
作権保有者または正規販売代理店からのみ購入することができます。他の方法により本ソフトウェアを入手した場合は、正規ユーザーライセンスを獲得したことにはな
りません。

3. 許諾事項と禁止事項

(a)  正規ユーザーライセンスを得る事無く本ソフトウェアを使用することは禁止されています。

(b)  本ソフトウェアを正規に購入したお客様に対して、1 ユーザーが本ソフトウェアを使用する事ができる非独占的権利（＝正規ユーザーライセンスのことであり、以下「本ラ
イセンス」といいます）が許諾されます。ライセンシーは本ソフトウェアを使用することが許されている唯一のユーザーであり、本ライセンスを他のユーザーと共有する
ことはできません。

(c) ライセンシーは本ソフトウェアを複数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が、この場合、本ソフトウェアにアクセスできるユーザーはライセンシー
のみである事を条件とします。ライセンシーには他のユーザーが本ソフトウェアにアクセスすることを防止する責任があり、万が一 他のユーザーがライセンシーの購入し
た（あるいはライセンシーにライセンスされている）本ソフトウェアまたはそのコピーにアクセスして契約違反を犯した場合、当該ユーザーと共同で責任を負うことにな
ります。また、他のユーザーがアクセスする可能性のある場合は、本ソフトウェアを共有コンピュータ上にインストールすることはできません。

(d)  ライセンシーが、本ソフトウェアまたは本ライセンスを譲渡すること、またはそれに等しい行為（再販売、貸与、賃貸、サブライセンスなど）をすることは禁止されています。

(e)  本ソフトウェアの複製が容易である事やダウンロード製品という性質上、一旦購入された本ライセンスや本ソフトウェアは一切の返品不可および返金不可となります。[ そ
の代わり、本ソフトウェアには別途 " 試用版（Trial Edition）" が用意されており、購入を決定する前の一定期間試用や動作確認を行う事ができるようになっています。]

(f)  本ソフトウェアの " 試用版（Trial Edition）" の使用に対しては、本契約書の規定は適用されません。

(g)  ライセンシーは本ソフトウェアを使用して生成したサウンドを楽曲という形態にしてであれば配布することができますが、サンプリング・インストゥルメントやサンプリ
ング・ライブラリのサウンドに使用して配布することはできません。

(h)  ライセンシーは本ソフトウェアを使用して生成したサウンドをライセンシーが公式に作曲、制作、編曲した楽曲、もしくはライセンシーが一部または全著作権を有する楽
曲に対してのみ使用することができます。ただし、主作曲者が既に亡くなっている楽曲に対しては、本制限は適用となりません。また、公有財産（パブリック・ドメイン）
となっている楽曲に対しても、本制限は適用となりません。ライブ演奏においてライセンシーが楽器として本ソフトウェアを使用する場合も、本制限は適用となりません。

(i)  ライセンシーが遠隔アクセス或いはサービスを介して、手動或いは自動で本ソフトウェアのコンテンツに間接的にアクセスする場合、本ソフトウェアはそのようなバーチャ
ル・スタジオまたはオーディオ・シンセサイザーとして機能することは保証されていません。

(j)  本ソフトウェアをその一部でも改変、逆アセンブル、逆コンパイル、リバース・エンジニアリング、再配布することは禁止されています。

(k)  本ソフトウェアの購入時または本ソフトウェア内に保存されている個人情報が広まってしまったことによる損害に対しての責任は、ライセンシー自身にあるものとします。
たとえこれら情報が不正使用されてしまったとしても、本ソフトウェアの作者および著作権保有者、開発元、販売元、販売代理店は一切の責任を負いません。

(l)  本ライセンスの不正使用が発覚した場合、本ソフトウェアの開発元または著作権保有者は、その後ライセンシーが購入したソフトウェアのアクティベーションや登録を出
来ないようにする場合があります。

(m)  本契約書に関連して争議あるいは訴訟が起こった場合は、スウェーデン国ストックホルム市の裁判所がそのその訴訟に対する独占的な裁判権を有するものとします。ま
た、本契約書に関する訴訟はすべて英語またはスウェーデン語で執り行われるものとします。

4. 免責事項

本ソフトウェアは「現状有姿のまま」提供され、商品性に対する黙示保証や特定用途への適合性への放棄を含みますがそれを限りとせず、明示黙示を問わず一切の保証は
されておりません。本ソフトウェアの作者および著作権保有者は、本ソフトウェアの使用に起因する直接的、間接的、偶発的、特殊、懲罰的、派生的損害（代替品の調達やサー
ビス、使用不能、データや利益の損失、事業の中断などを含みますがそれを限りとせず）に対して、如何なる原因や責任理論があろうとも、また如何なる（過失の如何を含み）
契約、厳格責任、不法行為にあたろうとも、そしてたとえそのような損害の可能性を知らされていたとしても、一切の責任を負いません。

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: licensing@crypton.co.jp) までお問い合わせください。
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Wallander Instruments END-USER LICENSE AGREEMENT
Please read before purchasing, downloading, installing or using this Software.

Copyright (c) 2007-2008 by Arne Wallander. All rights reserved.

This document is an End-User License Agreement (EULA) applying to all "Professional Edition" software synthesizers produced or copyrighted 
by Arne Wallander or Wallander Instruments. This EULA applies to all software produced by Arne Wallander or Wallander Instruments unless other 
specified.

By purchasing, downloading, installing or using this Software You agree to be bound by the terms of this Agreement and any new versions hereof.

This License Agreement must be read and followed by all users having access to any copy of this Software. By downloading, copying or installing 
this Software You agree to being held co-responsible for any License Agreement violations performed by other users with access to any copy of 
this Software that originates in a copy purchased, downloaded, copied or installed by You.

1. Copyrights

(a)  This Software, and all related files produced by the developer, as well as patches, updates and printed materials such as online documentation 
and hidden or visible contents, such as contained graphics, sound and data measurements, is copyrighted by Arne Wallander.

(b)  "Wallander Instruments", and the "Visual" instruments series are trademarks of Arne Wallander. All rights reserved.

2. Definitions

(a)  THE LICENSEE - The owner of a legitimate user license of this Software. A legitimate user license can only be purchased directly from the 
developer or copyright holder. No other ways of obtaining this Software will grant a legitimate user license.

3. Grants and Restrictions

(a)  Non-licensed usage of this Software is prohibited.

(b)  A legitimate purchase of this Software grants the buyer a non-exclusive single-user license of this Software. The Licensee is the only user 
entitled to use this Software. The license can not be shared with other users.

(c) The Licensee may install and use this Software on multiple computers, provided that the Licensee is the only user accessing the software. The 
Licensee is responsible for preventing other users from accessing the Software, and can be held co-responsible for any License Agreement 
violations conducted by other users gaining access to any copy of this Software that originates in a copy purchased by, or licensed to, the 
Licensee. This Software may not be installed on shared computer accounts.

(d)  You are not allowed to resell, lend, rent, sublicense or in other ways transfer the license or Software. 

(e)  Due to the nature of e-goods and the ease of software duplication, a purchased license or Software cannot be returned or refunded. [For trial 
periods and system compatibility testing of the Software, the developer provides a "Trial Edition" software synthesizer]

(f)  User licensing of the "Trial Edition" software synthesizer provided by the developer is not in any way regulated by this document.

(g)  Sound produced by this Software can only be distributed within a musical context, and not in forms that allow the sounds to be used as sample 
based instruments or sample libraries.

(h)  Sound produced by this Software may only be used for works officially composed, produced or orchestrated by the Licensee, or works for 
which the Licensee own partial or complete copyrights. This restriction does not apply to a specific work if the main composer of that work is 
deceased. This restriction does not apply to musical works in the public domain. This restriction does not apply if the Software is accessed and 
used only by the Licensee as a performance instrument for live performance purposes only.

(i)  The Licensee may not function as a virtual studio or audio synthesizer, where indirect access to the contents of this Software is given through 
the Licensee, either by remote access or through a service, either manually or automatically.

(j)  You are not allowed to modify, disassemble, decompile, reverse engineer or redistribute this Software or any parts of it.

(k)  The Licensee is responsible for any damage caused by an eventual spread of personal information, as provided on purchase or as stored within 
the Software. The author or copyright holder take no responsibility for any eventual abuse of this information, nor does any other affiliated 
distributor or developer of this Software.

(l)  In the case of License abuse, the Licensee may be blocked from activating or registering additional products from the developer or copyright 
holder of the Software.

(m)  In the event of any dispute or action in connection with this Agreement, the exclusive jurisdiction of that action shall take place in the courts of 
Stockholm. Any action brought under this Agreement shall be conducted in the English language, or the Swedish language.

4. Disclaimer

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR 
OR COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE.


