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Audionamix 社ソフトウェア音源製品（製品を構成する全てのソフトウェア、サウンド、関連メディア、印刷物、オンライン上ま
たは電子的に提供されるドキュメントを含みます）
（以下、総称して「本ソフトウェア」と言います）をご使用になる前に、以下
の使用許諾契約書（以下、
「本契約」といいます）の各条項を必ずお読みください。
本ソフトウェアをインストール、コピーまたは使用することによって、お客様は本契約に同意するものとします。本契約の条項
に同意しない場合、本ソフトウェアをインストールしないで下さい。本契約は本ソフトウェアを正規にご購入された個人または
法人組織であるオリジナル・エンド・ユーザー、及び本ソフトウェアを使用する権利を許諾されたユーザー（以下、
「お客様」と
言います）と Audionamix, Inc.（以下、
「Audionamix」と言います）との間に締結される法的な契約で、書面または口頭に
よる従来の如何なる合意および了解事項に優先するものです。未成年が本ソフトウェアを使用することは禁止されています。
1. ライセンス

Audionamix は本契約の各条項に従い、お客様が、お客様の制作のために本ソフトウェアを使用することができる、非独占
的、譲渡不可能かつ永久の権利をお客様に許諾します。本契約においてお客様に許諾されている権利を除き、本ソフトウェア
の知的財産権を含む全ての権利、所有権及び利益は Audionamix が留保しています。本契約ではお客様に一部の権利が許
諾されていますが、これは本ソフトウェアの所有権をお客様に販売、または譲渡するという事ではありません。お客様は本契約、
または随時修正や追加される条項によって拘束されるものとします。
2．デベロッパーの義務

本ソフトウェアは現状有姿のまま無保証で提供されます。ゆえに Audionamix 社、及び本ソフトウェアのプロデューサーまた
はクリエーター ( 以下、
「デベロッパー」と言います ) はお客様に対し、サポートサービスを提供する義務はありません。商品の
サポートが必要な場合は、Audionamix Web サイトで用意しているアプリケーションフォームを使用し問い合わせて下さい。
デベロッパーはお客様に対し、何らかのアップデートや修正を提供する義務はありません。本ソフトウェアの性能仕様の変更や、
調整が必要だとデベロッパーが判断した場合のみ、そのようなアップデート、及び修正をお客様へ提供します。
デベロッパーはお客様に本ソフトウェアの説明書、安全情報、警告または注意事項を提供します。
3. アップデートと旧バージョン

デベロッパーがお客様に対し、ライセンスが前もって許諾されているデータのアップデートを本契約に従い提供した場合、前もっ
て許諾されているデータを「旧バージョン」とします。アップデートをインストールしてから９０日以内に、お客様に許諾されて
いる旧バージョンの全てのライセンスは無効になります。この期間中に、お客様は速やかに旧バージョンの使用を中止し、９０
日以降において、お客様が旧バージョンを使用した場合、それは契約違反とみなされます。ライセンスが無効になる前に、お
客様は旧バージョンの全ての構成データを削除、またはデベロッパーに返却することに同意するものとします。デベロッパーは、
ご使用のコンピューターから本ソフトウェアの旧バージョンのコピーやデータが削除されたことを証明するよう、お客様に対し
請求する権利を保持しています（デベロッパーより書面において、旧バージョンの使用が許諾されているお客様を除きます）。
デベロッパーは随時、本ソフトウェアの動作の見直しを行いますが、その際お客様に対し、なんらかのアップデートを提供する
義務は一切ありません。また、それらのアップデートはデベロッパー独自の判断によってお客様に提供されるものとします。
アップデートには２つの種類があります。
「メジャーアップデート」とは、マイナーアップデートよりも提供量が多い、本ソフトウェ
アに関する追加の修正データ、パッチ、サービスパックなどの本ソフトウェアのアップデートを指します。お客様はメジャーアッ
プデートを、料金を支払うことにより取得可能です。
「マイナーアップデート」とは本ソフトウェアに関する、メジャーアップデー
トよりも提供量が少ない、追加の修正データ、パッチ、サービスパックなどの本ソフトウェアのアップデートを指します。お客
様はマイナーアップデートを無料で取得することができます。以降、メジャーアップデートとマイナーアップデートを総称してアッ
プデートといいます。
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3.1. 追加の条項

デベロッパーがお客様へ提供するアップデートの内容に、本契約に対し追加の条項、または相違する条項が含まれる場合、お
客様はそのアップデートに含まれる新規の条項に従うものとします。追加の条項、または相違する条項がない場合、お客様は
本契約、またはその他の優先される条項及び、最新の条項に従うものとします。
4. お客様の義務

お客様は以下の義務に同意します。
(a) 本ソフトウェアを改造、コピー、再送をしない。
(b) 本ソフトウェアを公共で公開、サブライセンス、割り当て、リース、貸付、共有、出版、第三者への譲渡をしない。
(c) 本ソフトウェアの所有権通知、またはテキストによる通知を、改変、隠蔽、破棄をしない。
(d) 知的財産法で保護されているデベロッパーの本ソフトウェアの外観、操作感、プロセス、ワークフロー、レイアウト、デザ
インの模倣やコピーをしない。
(e) 本契約で定められている範囲外、または準拠法外で本ソフトウェアを使用しない。
(f) デベロッパーはお客様へ通知、または通知なしで、本ソフトウェア及びその一部を改変、または一時的、もしくは永久的に
使用を不可にする、または廃盤にする場合がありますが、その際、返金等一切の責任を負いません。
(g) 本ソフトウェア使用に際し発生したインターネット代、電話サービス、アクセサリー、ケーブリングなどの雑費の支払いはお
客様の負担となります。デベロッパーが一般に公開している本ソフトウェアに関する動作状態、適合性、安全性が実際にそ
のレベルまで満たされない可能性もあります。お客様はデベロッパーが本ソフトウェアの使用に関していかなる陳情も保障
もしないことに同意するものとします。お客様は本ソフトウェアの使用に際し、適切なバックアップをする責任があり、そし
てお客様はデベロッパーに対し、本ソフトウェアのデータ紛失、再起動時間、不正確なインプット、作業の送れ、遺失利益
に対し、いかなる苦言も呈さないことに同意するものとします。
(h) お客様が著作権を保持する、または書面での許諾がある、またはパブリックドメインであると認められるオーディオ、オー
ディオビジュアルソフトウェア、データに接続することでのみ、お客様は本ソフトウェアを使用することができます。
お客様は次のことに同意しているものとします (i) 本契約の条項に反する行為により、お客様はアメリカ合衆国 1976 年著
作権法やその他の適用する法律に基づく金銭的な損害、弁護士費用負担、または救済措置の対象になることがあります (ii)
上記損害がお客様の責任とみなされた場合、デベロッパーは一切の責任を負いません (iii) 条項８への追加として、本条項
4(h) において述べられている、お客様による本契約条項違反に起因する、デベロッパーへのクレームや損害に対し、お客
様はデベロッパーを補償しかつ無害に保つ義務があります。
(i) 本契約を締結する日がお客様が未成年ではないことを表明し補償しなくてはいけません。
(j) デベロッパーは本ソフトウェア、サーバー、テクノロジーを随時アップデートする必要がありますが、アップデートや変更に
よって旧バージョンとの互換性の問題が発生する場合があります。
本ソフトウェアの新機能を使用するため、
またはアップデー
トされたサーバーとの互換性を保持するため、お客様はアップデートを正当な価格で購入をする必要があります。しかしな
がら、お客様はアップデートをご購入することなく、引き続き本ソフトウェア旧バージョンにアクセスすることもできます。
(k) デベロッパーは本ソフトウェア、サーバー、テクノロジーを随時アップデートする必要があります。これらのアップデートによ
り旧または最新のコンピューターの OS、またはローカルハードウェアとの互換性に問題が発生する場合があります。お客
様がご使用のコンピューターの OS をアップデートし問題が発生した場合、デベロッパーは一切の責任を負いません。
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4.1. お客様の行動

お客様は本ソフトウェアの使用に際し、以下の行為が禁じられています。
a) 不法、有害、脅迫、悪用、中傷、名誉毀損、俗悪、不愉快、不敬、侵害的、嫌悪、人種的、民族的なデータの制作、及びシェア。
b) 法律上、契約上、または信認関係上でお客様に使用の許諾されていないデータの制作、及びシェア。
c) 知的財産権や所有権を侵害するようなデータの制作、及びシェア。
d) 自分ではない他の人間や法人組織に成りすますこと、不当表示をすること、また他との関連を装い契約に誘引すること。
e) メール匿名転送システムに Audionamix のドメインを使用すること。
f) ソフトウェアウィルスが含まれるデータ、またはコンピューターソフトウェア、ハードウェア、電子機器の機能を中断、破壊、
制限させるように作成されたコンピューターコード、ファイル、プログラムの制作、及びシェア。
g) 国外、または国内で、本ソフトウェアの使用法に関わる準拠法の侵害、または必要条件、手順、ポリシー、ネットワーク
規制の侵害、または本契約で禁止されている行為を実行すること。
h) 関連会社、リンク先のサイト、サービス、データ、または他のお客様の本ソフトウェアの使用を妨害、混乱させる、抑制す
るなどの行為。
i) お客様に権利の許諾されていないデータにアクセス、またはアクセスしようと企てること。
l)

デベロッパーからの明示的な許諾を得ずに、本ソフトウェアのグッズやサービスをビジネス目的で利用すること（アドバイス、
買取り、グッズやサービスの売買）。

m) 本ソフトウェア、及びサービスを商業目的で複製、販売、貿易、転売、開発すること。
n) デベロッパーからの認可なしで第三者に本ソフトウェアを制作、譲渡、コンテンツを保護する権利を許諾すること。
o) 法律に基づく他人の権利（プライバシーポリシーなど）を横領、毀損、侵害すること。
5. 守秘義務

a) お客様が企業、または法人組織である場合、お客様は必要と判断された従業員にのみ機密情報を開示することができます。
またその際には、機密情報を開示された従業員にもこの条項において守秘義務が課されることを確認して下さい。本ソフトウェ
アにはデベロッパーが開発、取得した機密情報が含まれており、その機密情報はデベロッパーが全ての権利を保持しています。
お客様はデベロッパーとの全てのやりとりを機密情報とし、デベロッパーからの事前の書面による許諾なしで、その内容や、や
りとりの有無を第三者に漏洩、リポートすることは禁じられています。
本契約は次の (i) ～ (iii) に該当する機密情報に関して守秘義務を課することを致しません。
(i) 現在公の情報であるか、または過失なしに公となった情報
(ii) 開示の時点において他のユーザーに知られているものであり、これが書面によって立証される場合。
(iii) 開示の権利を有する第三者から提供された情報。
お客様のログインネームやパスワードは機密情報で、それらの情報は適切なセキュリティ措置によって保護されます。それゆえ、
お客様は自身のログイン情報、デベロッパーにより要求されたログイン情報、または機密情報として扱われている他の情報を
第三者とはシェアできません。お客様はアカウント情報の使用に対し全責任があるものとします。そして情報をシェアしたこと
に起因する全ての損害、侵害はお客様個人お一人に責任があるものとします。
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6. 所有権：コピー、改造、逆アセンブルの禁止

(a) 本ソフトウェアの著作権、商標、内部機密、商標名、特許権、知的財産権は全てデベロッパーが留保しています。
(b) お客様は事前にデベロッパーからの書面による許諾がない限り、本ソフトウェアをコピーまたは再制作することは禁止され
ています。お客様が再制作した本ソフトウェアには所有権並びに著作権の通知がデベロッパーの原本と同じ内容で含まれ
ていることが必要です。
(c) お客様は本ソフトウェア並びにそのコピーを本契約に明示されているデベロッパーの権利を侵害せずに使用することに同意
し、またその従業員、代理人、契約者もそれに同意するものとする。(d) デベロッパーからの書面による許諾がない限り、
本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルは認められていません。
(e) 本契約上で明示的に許諾されていない限り、貸付、リース、販売、サブライセンス、ライセンスの譲渡、または第三者に本
ソフトウェアをコピーする権限を与えることは認められていません。
7. 保障の放棄

本ソフトウェアは現状のままで提供され、いかなる保証も行われません。デベロッパーは、特定の目的のための市場性および
適合性または第三者への非侵害の暗黙の保証を含め、明示、暗示されているかに関係なくすべての保証を放棄します。デベロッ
パーは、ソフトウェアに含まれている機能がお客様の要求に一致すること、またはソフトウェアの操作が中断されないことおよ
びエラーがないこと、本ソフトウェアのエラーが修正されることを保証していません。ソフトウェアが不完全な場合、お客様が
すべての必要なサービス、修理または修正にかかる費用を負担するものとします。
上記を制限することなく、デベロッパーは以下の保証を放棄します。ウェブサイト、サービス、またはデータが (a) お客様の要
求に対し常に、不断で、タイムリーに、安全に、エラーがなく動作、または提供されること (b) 信頼性、有効性、正確性があ
ること (c) お客様の期待に応じる内容であること (d) エラーを起こさないこと、
並びにそのエラーや欠陥が修正されること。サー
ビスの利用を通し、またはデベロッパーからお客様に対し口頭、または書面にて提供される如何なる情報や助言も、本ソフトウェ
アに対して何らかの保証を付加するものではありません。
デベロッパーはお客様によるデータ、及びサービスの使用に関する責任の一切を放棄することを本条項にて明記します。データ
はお客様ご自身の責任において、デベロッパーから提供されるサービスを利用しダウンロードします。お客様は以下の損害に
対して単独で責任をとります。
(i) データのダウンロードによりお客様ご使用のコンピューターのシステム、またはデータが失われること。提供されるサービ
スからコンピューターウィルスや悪質なコードがお客様のコンピューターにダウンロードされてもデベロッパーは一切の責任
を負いません。
(ii) 第三者から提供される本ソフトウェアのデータに対し、デベロッパーは一切の責任も負わず、またそれを推奨、コントロー
ルをしません。そのような第三者とのやりとりは全てお客様の自己責任において行われるものとします。
(iii)管理者、関係者、仲裁者などの第三者はデベロッパーの代表者からの認可を受けていません。そして彼らの考えは必ずし
もデベロッパーの意見を反映するものではありません。適用される法律によって許される最大の限度で、デベロッパーは、
知的財産法、名誉毀損、わいせつ行為、プライバシーポリシー、パブリシティーポリシー、その他の法律に起因する如何
なるデータの使用に関する責任を放棄します。デベロッパーはデータの使用、悪用、損失、改造、使用不可能に関する責
任の一切を放棄します。
(iv)お客様にそのような認識があろうと、なかろうと、本ソフトウェア、または如何なるデベロッパーのサービス、データに関
わるお客様のパスワード、アカウント、及びアカウント情報を第三者が使用し発生する損失に対し一切の責任をとりません。
(v) 管轄地域によっては、幾つかの保証の除外、黙示的保証の除外、黙示的保証が認可される機関を設定することが認めら
れないことがありますので、上記条項はお客様には適用されない場合があります。
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8. 契約期間と終了

(a) 本契約期間はお客様のコンピューターに本ソフトウェアのデータがダウンロード、及びインストールされた日から開始され、
下記に記載されている日付をもって終了されます。如何なる理由をもって本契約の終了をしたとしても、条項 5 で規定され
ている守秘義務は引き続き遵守するものとします。
(b) お客様が本契約を侵害した場合、デベロッパーはすぐに本契約を終了させる権利を保持しています。本契約を終了する通
知は、本契約を締結した際にお客様が提出したメールアドレス宛に送信されます。
(c) 本契約の終了において、お客様は以下のことに同意するものとする (a) 本契約終了後７日以内にお客様は本ソフトウェアの
全てコピーをデベロッパーに返却する (b) デベロッパーからの要請があった場合、本ソフトウェアと全てのコピーが削除され
たことを書面にて証明する。本契約終了後も、条項 5、6、7、9、10 に規定されている両当事者の義務は引き続きその効
力を保持します。
9. 賠償と免責

お客様は以下を表明、及び保証することとする。お客様は (a) 知的財産権を所有、または本契約に従って許諾されているライ
センス、及び本ソフトウェアに関連するデータを使用できるライセンスが許諾されている (b) データ作成に携わった関係者から、
データを一般に公開、販売する、パフォーマンス、再生できる権利が許諾されている (c) データが知的財産権、第三者、法人、
企業、個人のプライバシー件や、パブリシティー権などの如何なる所有権を侵害しないこと。
お客様は下記に起因する損害、弁護士費用、クレームからデベロッパー、子会社、関連会社、役員、代理人、従業員、共同
ブランダー、ライセンサー、またはその他のパートナーを免責補償することとする。(a) お客様のデータやソフトの使用 (b) お
客様が他のユーザーの個人アカウントにアクセス、またはアカウントを使用すること (c) 他者に損害を与えるようなデータに対
するクレーム (d) 本ソフトウェアのデータを使ってのプロモーション、または宣伝に関するお客様との取引 (e) お客様による本
契約違反 (f) お客様による知的財産権を含む如何なる権利への侵害。
デベロッパー、並びにデベロッパーの役員、ディレクター、従業員、パートナー、ライセンサー、またはサプライヤーはソフトウェ
アの使用もしくは使用不能に起因する、特殊、必然的、偶発的、間接的、及び懲罰的な損失（商品の交換、信頼や適切な対
応を含むあらゆる義務の不履行、データの損失、利益の損失、事業中断を含みますが、それを限りとしません）について、契
約の記述または不法行為（過失を含む）のあるなしを問わず、原因や理屈がなんであれ、たとえデベロッパーがそのような損
害の可能性を示唆されていたとしても、一切の責任を負いません。
本契約においてデベロッパー、提携会社、及びライセンサーが負う、お客様への唯一の救済措置はお客様が実際に支払われた
本ソフトウェアの購入代金、もしくは US$100.00 のどちらか高い方の金額に限られるものとします。これらの制限は、デベロッ
パーが損害の可能性を示唆されていた場合にも適用し、またここに述べた制限付き保証の本来の目的が果たされなかった場
合にも適用します。
本条項においての制限と除外は準拠法が許容する最大限の範囲において適用されます。管轄地により、直接的、間接的、ま
たは刑罰的な損害に対する責任を制限、除外することは禁止されています。従って、本条項はお客様に適用されない場合があ
ります。
10. 調査

デベロッパーはサービスをモニタリング、または再調査する場合があります。デベロッパーは一般的にお客様の本ソフトウェア
へのアクセス状況をモニターすることはしませんが、万が一、デベロッパーがお客様の本契約の条項に違反するような行為を
発見した場合、デベロッパーはそのような違反を調査する権利を保持しており、本契約において許諾されているお客様の権利、
または本ソフトウェアを使用する権利を直ちに無効にする権利を保持しています。そのような調査の結果、お客様による犯罪
活動が行われていることを発見した場合、デベロッパーはその問題を司法当局と連結して言及する権利を保持しています。適
用法によって特に禁止されている範囲を除いて、以下の行為に対しデベロッパーは 情報を保ち、または公開する権利を保持
しています (a) 適用法、法的手続き、政府の要請 (b) 本契約の条項を強制執行する (c) お客様による本契約の侵害、及び第三
者の権利の侵害に対するクレームの回答 (d) お客様のカスタマーサービスへのリクエストに対しての回答 (e) デベロッパー、他
のユーザー、及び一般の人々の権利、財産、安全の保護。
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11．著作権侵害の通知

(a) デベロッパーは知的財産権を尊重し、お客様も同様にこの権利を尊重するとみなします。デベロッパーは、合衆国法典第
17 編第 512(c)(2) 条、デジタルミレニアム著作権法（以下、
「DMCA」といいます）に従い、著作権侵害の明白な通知に
対応します。かかる通知への対応には、侵害すると申し立てのあるコンテンツの削除とアクセス不能、度重なる侵害者のア
カウントの停止、および、適切である場合には、争点となっている本コンテンツを掲載したユーザーに誠意を持って連絡を
取る努力をし、異議申立通知ができるようにすることが含まれます。
(b) お客様の著作物が著作権侵害とみなされる方法で利用または複製されたとお客様が思われ、かつ、かかる侵害が本サー
ビスで、または 本サービスにリンクされたサイトで、あるいは 本サービスに関連するサイトでホストされている場 合は、
DMCA に従い、以下の事項をすべて記載の上、著作権侵害主張の通知を書面にて（電子メールまたは電話ではなく）通常
郵便か FAX で、デベロッパーの著作権エージェント（連絡先は下記）まで提出してください (a) 侵害されたと申し立てる著
作権法上の権利の帰属者から代理権を付与された者の実署名、または電子署名 (b) 侵害されたと主張する著作権で保護
された著作物の説明、ならびに、かかる著作物を侵害していると主張するコンテンツ、および削除を要請する部分、また
はアクセス不能にすべき部分の特定 (c) 侵害していると主張するコンテンツが、本サービスのどこに掲載されているかの説
明 (d) お客様の住所、電話番号、電子メールアドレス等、デベロッパーがお客様に連絡を取るのに十分な情報 (e) お客様の
通知にて特定された本コンテンツの、お客様が主張する方法での利用は、著作権者、その代理人、または法律から認めら
れていないと、信義則に基づいて確信する旨を記載したお客様の陳述書 (f) お客様の通知記載の情報が正確である旨、お
よび（偽証罪の適用があり得ることを認識した上で）お客様が著作権者である、または著作権者を代理する権限を有する
旨を記載したお客様の陳述書。かかる通知を提出する前に、争点となっている著作権で保護された本コンテンツの利用が
「フェアユース」の法理によって保護されているかどうか慎重に検討してください。万が一侵害利用がない場合に削除通知
を提出する場合、お客様は訴訟経費および弁護士費用に責任を負う可能性があります。お客様の著作権で保護された本
コンテンツの利用が侵害とみなされるかどうか確信がない場合、通知を提出する前に、弁護士に問い合わせるか、www.
chillingeffects.org で公開されているコンテンツを参照してください。
(c) お客様のコンテンツへのアクセスが、著作権侵害に関する不適切な通知の結果、デベロッパーによってアクセス不能または
削除されたとお客様が思われる場合、DMCA に従い、以下の事項をすべて記載の上、書面にて（電子メールまたは電話で
はなく）通常郵便か FAX で、デベロッパーの著作権エージェント（連絡先は下記）まで通知を提出してください (a) 本サー
ビスを利用するお客様の実署名または電子署名 (b) 本サービスから削除された本コンテンツ、および削除される前に本コ
ンテンツが表示されていた本サービスの場所の特定 (c) 削除対象またはアクセス不能対象のコンテンツにおける錯誤または
誤認の結果、本コンテンツが削除またはアクセス不能になったとお客様が信義則に基づいて確信する、偽証罪の適用があ
り得ることを認識した上での陳述書 (d) お客様の住所、電話番号、電子メールアドレス等、デベロッパーがお客様に連絡を
取るのに十分な情報 (e) お客様がお住まいの地域の連邦地方裁判所（あるいは米国外にお住まいの場合、カリフォルニア
州サンタクララ郡）の管轄権に同意し、かつ DMCA 第 (c) 条 (1) 項 (C) 号に基づいて通知に記載されている者または、か
かる者の代理人からの訴状送達をお客様が受領するという陳述書。かかる反対通知を提出する前に、争点となっている著
作権で保護されたコンテンツの利用が侵害に当たるかどうか慎重に検討してください。万が一、本コンテンツが錯誤で削
除されたと、お客様の反対通知が虚偽供述したと法廷で決定された場合、お客様は訴訟経費および弁護士費用に責任を
負う可能性があります。争点となっている本コンテンツの利用が侵害とみなされるかどうか確信がない場合、通知を提出す
る前に、弁護士に問い合わせるか www.chillingeffects.org で公開されているコンテンツを参照してください。
(d) 著作権侵害主張の通知を受け付けるデベロッパーの指定エージェントの宛先は以下の通りです。
郵送先：
Copyright Agent: Branfman Law Group, P.C
re: Audionamix, Inc.
708 Civic Center Drive
Oceanside, CA 92054
FAX 番号：(760) 637-7421
電子メール：dbranfman@branfman.com
電話番号：(760) 637-2400
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指定エージェントは、侵害すると申し立てのあるコンテンツに関する電話または電子メールによる通知に対応して、本サービ
スからコンテンツを削除することはありません。著作権者またはその代理人として認められた者が、偽証罪の適用があり
得ることを認識した上で、有効な DMCA 通知に署名する必要があります。かかる通知は FAX または通常郵便でのみ提出
してください。お客様の著作物が著作権侵害とみなされる方法で利用または複製されたとお客様が思われ、かつ、かかる
侵害が本サービス、または本サービスにリンクされたサイト、あるいは本サービスに関連するサイトで生じている場合に限り、
指定エージェントにご連絡ください。指定エージェントに対するその他の問い合わせには、一切対応しません。
12. 輸出規制法

本ソフトウェアの輸出、及び再輸出は、アメリカ合衆国の輸出、及び再輸出法規制（
「米国輸出管理規制」を含む）により規
制されています。お客様はアメリカ合衆国法令その他適用する輸出管理法令、及びお住まいの国で同等に適用する法律を遵守
するものとします。本ソフトウェア、ファームウェアには本契約によって保証されている重要な暗号化されたデータが含まれて
おり、カナダ、及びアメリカ合衆国外に輸出することは禁止されています。お客様はアメリカ合衆国商務省からの書面による
許諾なして、暗号化された重要なデータが含まれる本ソフトウェアを物理的に、または電子的に輸出、または再輸出すること
は禁止されています。デベロッパーから許諾されているライセンスを保持しているお客様は、デベロッパーから提供されるサー
ビス、または本ソフトウェアを譲渡、ダウンロードする際は必要な承認を得ることに責任があります。当事者は本ソフトウェ
ア、または本サービスをアメリカ合衆国からの許諾なしで下記へ譲渡することはできません (a) キューバ、イラン、北朝鮮、スー
ダン、シリア、その他アメリカ合衆国が通商を禁じている国。加えて、Table of Denial Order、Entity List、または List of
Specially Designated Nationals に列挙された個人へ頒布することも禁じられています。(b) 科学兵器、核兵器、各ミサイ
ルを取り扱う組織、及び個人。
13. 放棄

本契約の条項のいずれかに不履行があったとしても、その条項に対する権利を放棄したものとはみなされない。
14．指名 / 分離 / 可分性

お客様は本契約に基づく権利を第三者に譲渡することはできません。譲渡の企ては全て無効、及び破棄され直ちに本契約は
終了されます。本契約の一部でも無効、または施行不可とされた場合においても、本契約の残りの条項の有効性、適法性、
及び施行可能性は、一切その影響を受けず有効なまま存続するものとします。
15．準拠法 / 訴訟費用

他の管轄地の法令で適用する法令を除き、本契約はロサンゼルス、カリフォルニア州の法令によって管理または解釈されるも
のとします。各当事者は如何なる論争に対してもカリフォルニア州、ロサンゼルスにある裁判所が専属管轄していることに同意
するものとする。以下を含みますがそれを限りとせず、法律、または本契約の条項に起因する論争、違反、不履行、虚偽に起
因する訴訟があった場合、裁判において、それらの有利な判決を得る当事者は正当な弁護士料、及びその他全ての費用（以下
を含みますがそれを限りとせず、証言料、裁判記録料、取立費用、告訴代、その他の該当する救済料）に対し、判決が出よう
と出まいとそれらの権利と費用を回収する権利を保持する。
弁護士報酬裁定額者は裁判費用明細には含まれませんが、上位裁判所からの判断があった場合は、それら全ての費用は含ま
れます。
16．完全合意

本契約は、当事者間のすべての了解と合意を規定するものであり、当事者間の書面、あるいは口頭による一切の事前の契約に
優先し、それらに取って代わるものである。 如何なる修正契約、本契約条項の改変は（契約の終了や改定以外）当事者による
署名付き文書で規定し拘束されない限り有効ではありません。
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: mpsales@crypton.co.jp) までお問い合わせください。
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LICENSE AGREEMENT
Please read this entire agreement carefully. This End User License Agreement is a legal document between you and
AudionamixR that outlines both your obligations and the company’s. It is important for you and AudionamixR that
you are comfortable with these terms. While it may not be exciting reading, you should read the entire agreement
before you download, install or use the AudionamixR Software. If you do not understand or agree to any part of this
agreement, you should not download, install or use the AudionamixR Software.
AUDIONAMIX INC. END USER LICENSE AGREEMENT
PLEASE READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT CAREFULLY. USER UNDERSTANDS AND AGREES THAT BY
DOWNLOADING, INSTALLING OR USING THE AUDIONAMIXR SOFTWARE USER IS INDICATING ACCEPTANCE OF
THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS END USER LICENSE AGREEMENT. IF USER DOES NOT AGREE TO THESE
TERMS AND CONDITIONS, USER SHOULD NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE AUDIONAMIXR SOFTWARE.
EXCEPT AS SPECIFICALLY IDENTIFIED HEREIN, THIS AGREEMENT SUPERSEDES ANY OTHER WRITTEN OR
ORAL AGREEMENTS BETWEEN USER AND AUDIONAMIX INC.
USER MUST BE OVER THE AGE OF MAJORITY TO ENTER INTO THIS AGREEMENT. IF USER IS NOT OVER THE
AGE OF MAJORITY DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE AUDIONAMIXR SOFTWARE
This End User License Agreement (“Agreement”) is made and entered into between you (“User”) and Audionamix
Inc. (“Manufacturer”or“Audionamix”), and is effective as of the date User downloads and installs the Audionamix,
Inc. Software (hereafter“the Software”).
User is an individual or business that desires to download, install and use the Software for its intended purpose. In
consideration of the premises, and of the mutual covenants and conditions, the parties agree to the following terms
and conditions:
1) License.
Provided User complies with the terms and conditions of this Agreement, Manufacturer hereby grants User a
non-exclusive, non-transferable right and license to download, install and use the Software which is described
in Exhibit A. Except as expressly granted to User in this Agreement, Audionamix retains all right, title and
interest in the Software and its intellectual property. This Agreement is a license agreement only and under no
circumstances shall it be construed to transfer any ownership rights in the Software to User; the Software is
licensed, not sold. This Agreement only gives you some rights to use the Software.
(a) Audionamix may offer to Licensee, and Licensee may elect to acquire, a subscription to the Licensed Materials
described under this Agreement. If User purchases a subscription (“Subscribed User”or“Subscription User”),
User gains access to and use of the Software for the period of payment. A Subscribed User’s access to
the software is limited to the period of time User timely submits payment to Manufacturer. Subscribed Users
may download the latest and most recent version of the software, and any Minor Updates and Major Updates
(“Updates”) are included in the Subscribed User package. A Subscribed User is only entitled to Minor and Major
Updates during the period of time User timely submits payment to Manufacturer. Subscribed Users are subject
to and bound by Manufacturer’s License Agreement (this Agreement) and any additional terms as modified from
time to time.
(b) Audionamix may offer to Licensee, and Licensee may elect to purchase, the Product described under this
Agreement. If User“purchases”the software (“Purchase User”), the User gains access to and use of the
Software for a perpetual period of time. User obtains unlimited access to the version of the Software that was
current when User purchased the Product. User does not, under any circumstances, own any Software. Instead,
Purchase Users obtain a license to use and gain access to the Software. Access to the software may be subject
to Manufacturer’s Obligations enumerated in Section 2 below. Purchase Users may receive Minor Updates, but
are not entitled to Major Updates, discussed in section 3(c), below. Purchase Users are bound by Manufacturer’
s License Agreement (this Agreement) and any additional terms as modified from time to time
2) Manufacturer’s Obligations.
(a) The Software is licensed to User“as is”and“as available”. Because the Software is licensed to User“as is”,
Manufacturer may not provide support services. Access to product support features will be made available online
accessed through the application.
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(b) Manufacturer has no obligation to develop or provide any Updates, including both Minor Updates and Major
Updates, or revisions to the Software, and Manufacturer reserves the right to alter or adjust performance
specifications for the Software as it deems necessary or desirable in its sole discretion. Any Updates will be
provided for Subscribed Users at no additional cost.
(c) Manufacturer will provide the instructions, safety information, warnings or cautions concerning the Software
described in Exhibit A and no other.
3) Updates and Previous Versions.
(a) If Audionamix provides Licensee with an Update to any licensed materials previously licensed under this
Agreement, the Licensed Materials previously licensed to Licensee are therefore deemed to be a“Previous
Version.”Any license granted or any other rights with respect to a Previous Version shall terminate ninety (90)
days after installation of the Update. Within this period of time, Licensee must cease all use of any Previous
Version, and upon the expiration of the ninety (90) days, the Previous Version shall no longer constitute a
licensed version and shall be considered use of a product in violation of this Agreement. Licensee agrees to
destroy or return any Previous Versions upon request by Audionamix, Audionamix reserves the right to require
Licensee to show satisfactory proof that any and all copies of any Previous Versions have been uninstalled and
destroyed.
i)

This termination of rights does not apply to Licensee if Licensee is authorized by Audionamix in writing to retain a
Previous Version.

(b) Minor Updates ? User understands that Manufacturer may, but is not required to, produce Minor Updates for
the Software. User acknowledges that designation of an Update as a Minor Update shall be determined by the
Manufacturer, and the Manufacturer alone. User understands that Minor Updates will be provided for Subscription
Users provided the Subscription User timely submits payment to Manufacturer. Purchase Users may also be able
to download Minor Updates at no additional fee.
(c) Major Updates ? User understands that Manufacturer may, but is not required to, produce Major Updates for
the Software. User acknowledges that designation of an Update as a Major Update shall be determined by the
Manufacturer, and the Manufacturer alone. User understands that Major Updates, if any, will be provided to
Subscription Users as a benefit for subscribing. Subscribed Users will have access to Major Updates during the
period the Subscribed User timely submits payment to Manufacturer. User understands that Major Updates will
not be provided to Purchase Users. User further agrees that Major Updates may become available to Purchase
Users for an additional fee.
(d) Additional Terms ? User acknowledges that Audionamix may provide Minor or Major Updates, and these Updates
may include or be subject to additional or different terms or conditions than the terms set forth in this Agreement.
Licensee agrees to comply with such terms. If there are no additional or different terms, Licensee will be subject
to the terms of this Agreement or any superseding or updated terms agreed to in the most recent Update.
4) User’s Obligations.
In accordance with the license described in Paragraph 1 above User agrees:
(a) Not to alter, copy, modify, or re-transmit the Software;
(b) Not to publicly disclose, sublicense, assign, lease, loan, share, publish or otherwise transfer the Software for any
reason to any third party;
(c) Not to remove, obscure, or alter any text or proprietary notices contained in Software;
(d) Not to copy or imitate part or all of the design, layout, workflow, process, or look-and-feel of the Software, which
are protected by Manufacturer’s intellectual property rights;
(e) To use the Software only as permitted by the terms of this Agreement and any applicable law; and
(f) That Manufacturer may modify or discontinue, temporarily or permanently, the Software, or any portion thereof,
with or without notice to User. User agrees that Manufacturer shall not be liable to User or anyone else if
Manufacturer does so. Manufacturer will refund to User the unused portion of any Software subscription fee
paid by User to Manufacturer in the event Manufacturer discontinues the Software or terminates User’s rights
under this Agreement for reasons other than a breach of this Agreement. If User purchased the product from
Manufacturer, Manufacturer will not refund any portion of User’s fees.
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(g) To pay all incidental costs (such as, costs for Internet and phone services, accessories, cabling, etc.) associated
with the Software and incurred during User’s use of the Software. At times it is possible that the Software may
not perform at the level of performance, compatibility or safety of Manufacturer’s generally available products.
User understands and agrees that Manufacturer makes no representation or warranties regarding use of the
Software. User shall have the responsibility for adequate protection and backup of his/her/its data or equipment
used in connection with the Software and User shall not make any claim against Manufacturer for lost data, rerun time, inaccurate input, work delays or lost profits resulting from the use of the Software.
(h) That User shall only use and utilize the Software in conjunction with audio or audiovisual software or materials for
which User owns the copyright(s) to or which User has written permission to use or which User has determined
is in the public domain. User understands and agrees that: (i) any violation of this provision may subject User
to monetary damages, attorney’s fees and other relief as provided for in the United States Copyright Act of
1976 and other applicable laws; (ii) Manufacturer shall not be responsible for any portion of any such monetary
damages, attorney’s fees or other relief User is deemed responsible for; (iii) In addition to paragraph 8 below,
User indemnifies and holds Manufacturer harmless from any claims made against Manufacturer arising from
User’s violation of this paragraph 3.(h).
(i) User warrants and represents to Manufacturer that User is at least the age of majority at the time that he/she/it
executes this Agreement.
(j) That Manufacturer may need to Update its products, equipment, servers, and technology from time to time.
These updates and changes may cause compatibility issues with older versions of the software. Subscription
Users will have access to these Updates, but Purchase Users may need to purchase the Update from
Manufacturer at a reasonable fee in order to remain compatible with server updates or access to new features
and enhancements. Purchase Users may have continued local access and use of previous versions of the
Software without purchasing any Updates.
(k) That Manufacturer may need to Update its products, equipment, servers, and technology from time to time.
These updates and changes may cause compatibility issues with older or newer versions of a computer’s
operating system or newer versions of a computer’s operating system or its local hardware. The Manufacturer
is not responsible for any incompatibility issues that may occur when user updates their operating system or
machine.
4.1) User Conduct.
User agrees not to use, or to encourage or permit others to use the Software to:
(a) Produce and/or share any material that is unlawful, harmful, threatening, abusive, tortious, defamatory, libelous,
vulgar, obscene, lewd, profane, invasive of another’s privacy, hateful, or racially, ethnically, or otherwise
objectionable;
(b) Produce and/or share any material that User does not have a right to share under any law or contractual or
fiduciary relationship;
(c) Produce and/or share any material that infringes any intellectual property right or other proprietary right of any
party;
(d) Impersonate any person or entity, or falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity;
(e) Use any of Manufacturer’s domain name(s) as a pseudonymous return email address;
(f) Produce and/or share any material that contains software viruses or any other computer code, files, or
programs designed to interrupt, destroy, or limit the functionality of any computer software, hardware, or
telecommunications equipment;
(g) Intentionally or unintentionally violate any applicable laws related to the access to or use of the Software, violate
any requirements, procedures, policies, or regulations of networks connected to the Software, or engage in any
activity prohibited by the terms of this Agreement;
(h) Disrupt, interfere with, or inhibit any other user from using and enjoying the Software, or other affiliated or linked
sites, services, or materials;
(i) Access or attempt to access any material that User is not authorized to access or through any means not
intentionally made available;
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(l) Market any goods or services for any business purposes (including advertising and making offers to buy or sell
goods or services), unless specifically allowed to do so by Manufacturer;
(m) Reproduce, sell, trade, resell or exploit for any commercial purpose, any portion of the Software, use of any
Software, or access to any service or materials;
(n) Host, on a subscription basis or otherwise, the Software without Manufacturer’s authorization, including any
related application, to permit a third party to use the Software to create, transmit, or protect any content; or;
(o) Defraud, defame, or otherwise violate the legal rights (such as rights of privacy and publicity) of others.
5) Confidentiality.
(a) If User is a company or other entity, User shall disclose Confidential Information only to those of its employees
who need to know such information and shall ensure that its employees observe the confidentiality obligations
in this Section. User acknowledges that the Software contains Confidential Information developed or acquired
by Manufacturer and that all rights therein and in any other Confidential Information remain in Manufacturer. In
addition, User agrees to treat any communications as Confidential Information and will not divulge the existence
or content of such communications or reports to any third party without Manufacturer’s prior written consent.
(b) This Agreement shall impose no obligation of confidentiality upon User with respect to any portion of the
Confidential Information which: (i) now or hereafter, through no act or failure to act on User’s part, becomes
generally known or available; (ii) is demonstrably known to User at the time User receives same from
Manufacturer as evidenced by written records; (iii) is hereafter furnished to User by a third party as a matter of
right and without restriction on disclosure.
(c) User’s login name and password are private and sensitive information and help maintain the confidentiality
of certain facts and data. Therefore, Users may not share login information with any third party. This includes
any other account information saved or required by Manufacturer or any information that is available to User.
User is responsible for all use of the account information, and shall be held solely liable for any breaches of this
Agreement or damage that occurs from sharing the information.
6) Proprietary Rights; No Right to Copy, Modify, or Disassemble.
(a) The Software provided by Manufacturer and all copies thereof, are proprietar y to and the proper ty of
Manufacturer. All applicable rights in all copyrights, trademarks, trade secrets, trade names, patents and other
intellectual property rights in or associated with the Software are and will remain in Manufacturer and User shall
have no such intellectual property rights in the Software.
(b) User may not copy or reproduce the Software without Manufacturer’s prior written consent. User may not copy
or reproduce any software or documentation provided by Manufacturer, without Manufacturer’s prior written
consent. Each copy of software or documentation made by User must contain Manufacturer’s proprietary and
copyright notices in the same form as on the original.
(c) User agrees to secure and protect the Software and all copies thereof in a manner consistent with the
maintenance of Manufacturer’s rights therein and to take appropriate actions by instruction or agreement with
any of his/her/its employees, contractors or agents permitted access thereto.
(d) User shall not reverse engineer, alter, modify, disassemble or decompile the Software, or any part thereof, without
Manufacturer’s prior written consent.
(e) USER WILL NOT RENT, LEASE, SELL, SUBLICENSE, ASSIGN, OR TRANSFER ITS RIGHTS IN THE SOFTWARE
(INCLUDING WITHOUT LIMITATION SOFTWARE OBTAINED THROUGH A WEB DOWNLOAD), OR AUTHORIZE
ANY PORTION OF THE SOFTWARE TO BE COPIED ONTO ANOTHER INDIVIDUAL OR ENTITY’S COMPUTER
EXCEPT AS MAY BE EXPRESSLY PERMITTED HEREIN.
7) Disclaimer of Warranty.
By its nature, the Software may contain errors, bugs and other problems that could cause system failure. Further,
because the Software is subject to change, Manufacturer reserves the right to alter the Software at any time,
and any reliance on the Software is at User’s own risk. USER THEREFORE ACCEPTS THE SOFTWARE“AS IS.”
MANUFACTURER MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND REGARDING THE SOFTWARE. MANUFACTURER HEREBY
EXPRESSLY DISCLAIMS ALL IMPLIED AND STATUTORY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY
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IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT
OF THIRD PARTIES RIGHTS.
WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, MANUFACTURER AND ITS LICENSORS MAKE NO WARRANTY THAT (a)
THE SITE, SERVICES OR MATERIALS WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR WILL BE CONSTANTLY AVAILABLE,
UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, OR ERROR FREE; (b) THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE USE
OF THE SITE, SERVICES, OR MATERIALS WILL BE EFFECTIVE, ACCURATE, OR RELIABLE; (c) THE QUALITY OF
THE SITE, SERVICES, OR MATERIALS WILL MEET YOUR EXPECTATIONS; OR THAT (d) ANY ERRORS OR DEFECTS
IN THE SITE, SERVICES, OR MATERIALS WILL BE CORRECTED. NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL
OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM MANUFACTURER OR THROUGH OR FROM USE OF THE SERVICES
SHALL CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY STATED IN THE TERMS.
MANUFACTURER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY LIABILIT Y WITH REGARD TO ANY ACTIONS RESULTING
FROM YOUR USE OF OR PARTICIPATION IN ANY SERVICES AND YOUR USE OF MATERIALS. ANY MATERIAL
DOWNLOADED, MADE AVAILABLE, OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH USE OF THE SERVICES IS ACCESSED
AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK, AND YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO
YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF ANY SUCH MATERIAL.
MANUFACTURER ASSUMES NO LIABILITY FOR ANY
COMPUTER VIRUS OR SIMIL AR CODE THAT IS DOWNLOADED TO YOUR COMPUTER FROM ANY OF THE
SERVICES.
MANUFACTURER DOES NOT CONTROL, ENDORSE, OR ACCEPT RESPONSIBILITY FOR ANY MATERIALS OR
SERVICES OFFERED BY THIRD PARTIES ACCESSIBLE THROUGH LINKED SITES. MANUFACTURER MAKES NO
REPRESENTATIONS OR WARRANTIES WHATSOEVER ABOUT, AND SHALL NOT BE LIABLE FOR, ANY SUCH
THIRD PARTIES, THEIR MATERIALS OR SERVICES. ANY DEALINGS THAT YOU MAY HAVE WITH SUCH THIRD
PARTIES ARE AT YOUR OWN RISK.
MANAGERS, HOSTS, PARTICIPANTS, MODERATORS, AND OTHER THIRD PARTIES ARE
NOT AUTHORIZED MANUFACTURER SPOKESPERSONS, AND THEIR VIEWS DO NOT NECESSARILY REFLECT
THOSE OF MANUFACTURER. TO THE MAXIMUM EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW, MANUFACTURER WILL HAVE NO LIABILITY RELATED TO USER MATERIAL
ARISING UNDER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, LIBEL, PRIVACY, PUBLICITY, OBSCENITY, OR OTHER LAWS.
MANUFACTURER ALSO
DISCLAIMS ALL LIABILITY WITH RESPECT TO THE USE, MISUSE, LOSS, MODIFICATION, OR UNAVAILABILITY OF
ANY USER MATERIAL.
MANUFACTURER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS THAT YOU MAY INCUR AS A RESULT OF SOMEONE ELSE
USING YOUR PASSWORD OR ACCOUNT OR ACCOUNT INFORMATION IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
ANY OF MANUFACTURER’S SERVICES OR MATERIALS, WITH OR WITHOUT YOUR KNOWLEDGE.
SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN WARRANTIES, THE LIMITATION OR
EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY MAY LAST, SO
THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.
8) Term and Termination.
(a) The term of this Agreement shall begin on the date the Software is downloaded and installed on User’s system
and shall continue until terminated as set forth below. Upon termination of this Agreement for any reason, the
obligation to protect Confidential Information set forth in Section 5 shall survive such termination.
(b) This Agreement may be terminated at any time by Manufacturer if User violates this Agreement in any manner,
subject to Section 10 below. Notice of termination of this Agreement may be delivered to User at the e-mail
address provided by User to Manufacturer at the time this Agreement is entered into by Manufacturer and User.
Termination under this provision may affect both Subscribed Users and Purchase Users.
(c) Termination may occur for a Subscribed User if the User fails to make a payment to Audionamix.
(d) Upon termination of this Agreement, User agrees to (a) return the Software and all copies thereof to
Manufacturer, if requested by Manufacturer in writing to do so, within seven (7) days after such termination, or (b)
if requested by Manufacturer to do so, certify to Manufacturer in writing that the Software and all copies thereof
have been destroyed. The provisions of, and the obligations of the parties under, Sections 5, 6, 7, 9 and 10, and
any other provisions that would normally survive, shall survive the termination of this Agreement.
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9) Indemnification, Limitation of Liability.
User represents and warrants that: (a) User owns the intellectual property rights, or has obtained all necessary
license(s) and permission(s), to use whatever material(s) in keeping with the use of the Software or as otherwise
permitted by the terms of this Agreement; (b) User has received consent from any and all persons featured in these
material(s) to use these material(s) for distribution, public display, public performance, and/or reproduction; and (c)
these material(s) do not violate or infringe any intellectual property right or other proprietary right, including right of
publicity or privacy, of any person, company or entity, or other third party.
User agrees to indemnify and hold Manufacturer and its subsidiaries, affiliates, officers, agents, employees, cobranders or other partners, and licensors harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’fees,
due to or arising out of the use of the material(s), the use of the Software, User’s connection to the Software or
Materials, User’s use and access of personal information of other users, any claim that the material(s) caused
damage to someone else, any dealings between User and anyone else advertising or promoting via the Software or
materials, User’s violation of the terms of this Agreement, or User’s violation of any rights of another, including
any intellectual property rights.
IN NO EVENT SHALL MANAUFACTURER, ITS OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, PARTNERS, LICENSORS, OR
SUPPLIERS BE LIABLE TO USER OR ANYONE ELSE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL,
OR PUNITIVE DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING THOSE RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS,
WHETHER OR NOT FORESEEABLE OR IF MANUFACTURER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES, OR BASED ON ANY THEORY OF LIABILITY, INCLUDING BREACH OF CONTRACT OR WARRANTY,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, OR ANY OTHER CLAIM ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH
USER’S USE OF THE SOFTWARE.
MANUFACTURER’S AGGREGATE LIABILITY AND THAT OF ITS AFFILIATES, LICENSORS, AND SUPPLIERS UNDER
OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT SHALL BE LIMITED TO $100 USD OR THE AGGREGATE AMOUNT
PAID BY USER FOR THE SOFTWARE DURING THE THEN-CURRENT SOFTWARE LICENSE TERM, WHICHEVER IS
LARGER. THIS LIMITATION WILL APPLY EVEN IF MANUFACTURER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY.
THE LIMITATIONS AND EXCLUSIONS IN THIS SECTION APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW IN USER’S JURISDICTION. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT THE EXCLUSION OR LIMITATION
OF LIABILITY FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES. ACCORDINGLY, THE LIMITATIONS
AND EXCLUSIONS SET FORTH ABOVE MAY NOT APPLY TO USER.
10) Investigations
Manufacturer, in its sole discretion, may (but has no obligation to) monitor or review the services provided by
Manufacturer at any time. Although Manufacturer does not generally monitor User activity occurring in connection
with the Software, if Manufacturer becomes aware of any possible violations by you of any provision of the terms of
this Agreement, Manufacturer reserves the right to investigate such violations, and Manufacturer may, at its sole
discretion, immediately terminate your rights hereunder, including your right to use the Software. If, as a result of
such investigation, Manufacturer believes that criminal activity has occurred, Manufacturer reserves the right to
refer the matter to, and to cooperate with, any and all applicable law enforcement authorities. Except to the extent
prohibited by applicable law, Manufacturer is entitled to retain and/or disclose any information in Manufacturer’
s possession in connection with your use of the Software to (a) comply with applicable law, legal process, or
governmental request; (b) enforce the terms of this Agreement; (c) respond to any claims that you have violated
the terms of this Agreement or the rights of third parties; (d) respond to your requests for customer services;
or (e) protect the rights, property or personal safety of Manufacturer, its users, including the public at large, as
Manufacturer in its sole discretion believes to be necessary.
11) Notification of Copyright Infringement.
(a) Manufacturer respects the Intellectual Property Rights of others and expects its Users to do the same.
Manufacturer will respond to clear notices of copyright infringement consistent with the Digital Millennium
Copyright Act, Title 17, United States Code, Section 512(c) (2) (“DMCA”) (and other similar or applicable laws)
and its response to such notices may include removing or disabling access to the Software, terminating the
accounts of repeat infringers, and/or making good-faith attempts to contact the User who allegedly infringed the
Intellectual Property Rights of other so that he/she/it may, where appropriate, make a counter-notification.
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(b) If you believe that your work has been used or copied in a way that constitutes copyright infringement and such
infringement is hosted on manufacturer’s services, on websites linked to or from such services, or in connection
with the Software, please provide, pursuant to the DMCA, written notification via regular mail or via fax (not via
email or phone) of claimed copyright infringement to Manufacturer’s Copyright Agent (contact information
below), which must contain all of the following elements: (a) A physical or electronic signature of the person
authorized to act on behalf of the owner of the copyright interest that is alleged to have been infringed; (b) A
description of the copyrighted work(s) that you claim have been infringed and identification of what Material in
such work(s) is claimed to be infringing and which you request to be removed or access to which is to be disabled;
(c) A description of where the Material that you claim is infringing is located on the Services; (d) Information
sufficient to permit Manufacturer to contact you, such as your physical address, telephone number, and email
address; (e) A statement by you that you have a good faith belief that the use of the Material identified in your
notice in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and (f) A
statement by you that the information in your notice is accurate and, under penalty of perjury, that you are the
copyright owner or are authorized to act on the copyright owner’s behalf. Before you file such a notification,
please carefully consider whether or not the use of copyrighted material at issue is protected by the“fair use”
doctrine, as you could be liable for costs and attorneys’fees should you file a takedown notice where there is
no infringing use. If you are unsure whether a use of your copyrighted material constitutes infringement, please
contact an attorney. In addition, you may wish to consult publicly available reference materials such as those
found at www.chillingeffects.org.
(c) If you believe access to your Material was disabled or removed by Manufacturer as a result of an improper
copyright infringement notice, please provide, pursuant to the DMCA, written notification via regular mail or via
fax (not via email or phone) to Manufacturer’s Copyright Agent (contact information below), which must contain
all of the following elements: (a) A physical or electronic signature of the subscriber; (b) Identification of the
material that was removed from the Services and the location of the Service on which the material appeared
before it was removed; (c) A statement under penalty of perjury that you have a good faith belief that the material
was removed or disabled as a result of mistake or misidentification of the material to be removed or disabled; (d)
Information sufficient to permit Manufacturer to contact you, such as your physical address, telephone number,
and email address; and (e) A statement that you consent to jurisdiction of the Federal District court for the
district where you reside (or of Los Angeles County, California if you reside outside of the United Sates) and that
you will accept service of process from the person who provided notification under DMCA subsection (c)(1)(C)
or an agent of such person. Before you file such a counter-notification, please carefully consider whether or not
the use of the copyrighted material at issue is infringing, as you could be liable for costs and attorneys’fees in
the event that a court determines your counter-notification misrepresented that the material was removed by
mistake. If you are unsure whether a use of your copyrighted material constitutes infringement, please contact an
attorney. In addition, you may wish to consult publicly available reference materials such as those found at www.
chillingeffects.org.
(d) Manufacture’s copyright agent for notice of claims of copyright infringement can be reached as follows:
By mail:
Copyright Agent: Branfman Law Group, P.C
re: Audionamix, Inc.
708 Civic Center Drive
Oceanside, CA 92054
By fax: (760) 637-7421
By email: dbranfman@branfman.com
By telephone: (760) 637-2400
The Copyright Agent will not remove Material from the Services in response to phone or email notifications
regarding allegedly infringing Material, since a valid DMCA notice must be signed, under penalty of perjury,by the
copyright owner or by a person authorized to act on his or her behalf. Please submit such notifications by fax or
ordinary mail only and as further described by this Section. The Copyright Agent should be contacted only if you
believe that your work has been used or copied in a way that constitutes copyright
infringement and that such infringement is occurring on the Services or on sites linked to or from the Services,
or in connection with the Services or Materials. All other inquiries directed to the Copyright Agent will not be
responded to.
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12) Exporting Restrictions; United States Government Legends.
The Software that is provided to User may be subject to United States Export Restrictions. User agrees not to
export or re-export any Software or accompanying documentation in violation of any applicable laws and regulations
of the United States or the country in which User obtained them. The software, firmware or other parts of the
Software covered by this Agreement may contain strong data encryption code, which cannot be exported outside
the United States or Canada. User agrees not to export or re-export, either physically or electronically, an encrypted
Software or accompanying documentation without obtaining written authorization from the U.S. Department of
Commerce. Without limitation, a User who licenses Software from Manufacturer is responsible for obtaining all
licenses or other approvals necessary for downloading or transfer of the Software or use of the Manufacturer’s
service. A party may not transfer the Software or Manufacturer’s services without U.S. Government permission to
(a) anyone on the U.S. Treasury Department’s lists of Specially Designated Nationals (including the Government
of Iran, Government of Sudan, Government of Cuba, prohibited members of the Cuban Communist Party), or on the
U.S. Commerce Department’s Denied Persons List, Entity List, or Unverified List, or on the U.S. State Department’
s Debarred List or Nonproliferation List (see Commerce Lists to Check); or (b) for use with chemical or biological
weapons, sensitive nuclear end-uses, or missiles to deliver them.
13)

Waiver.

A waiver of any default hereunder or of any of the terms and conditions of this Agreement shall not be deemed to
be a continuing waiver or a waiver of any other default or of any other term or condition, but shall apply solely to the
instance to which such waiver is directed.
14)

Assignment; Severability.

User agrees not to assign any rights under this Agreement; any attempted assignment shall be null and void and
shall result in the termination of this Agreement. If any part of this Agreement shall be invalid or unenforceable,
such invalidity or unenforceability shall not affect the validity or enforceability of any other part or provision of this
Agreement which shall remain in full force and effect.
15)

Governing Law/Legal Expenses.

This Agreement shall be deemed to be executed in Los Angeles, California and shall be governed by the laws of
the State of California, excluding any such laws that might direct the application of the laws of another jurisdiction.
The parties agree that the federal or state courts located in the County of Los Angeles, State of California shall
have exclusive jurisdiction to hear any dispute under this Agreement. In the event any party to this Agreement
commences any action, legal or otherwise, concerning any aspect of this Agreement, including but not limited to
the interpretation or enforcement of any of its provisions or because of any alleged dispute, breach, default, or
misrepresentation in connection with any aspect or provision of this Agreement, the prevailing party shall be entitled
to recover reasonable attorneys' fees and all other costs and expenses incurred in connection with the action or
proceeding, including without limitation expert witness fees, court reporter fees, collection expenses, and the costs
of appeal, in addition to any other relief that party may be entitled, whether or not such action proceeds to judgment.
The award of attorney's fees shall not be bound by any court fee schedule, but shall, if it is in the interest of justice
to do so, include the full amount of costs, expenses, and attorney fees incurred in good faith.
16)

Entire Agreement.

This Agreement and the Exhibits hereto, including any additional terms and conditions listed in Exhibit A represent
the entire agreement between the parties regarding the subject matter hereof and supersede any and all prior
agreements between the parties, whether written or oral, regarding the subject matter hereof. This Agreement may
not be modified or amended except by the written amendment signed by both parties to this Agreement.
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EXHIBIT A - Definitions
1) “Agreement”means this License Agreement, including all exhibits attached thereto and any amendments that
may be made, as the Agreement may be amended from time to time in accordance with the terms thereof.
2) “Audionamix”means Audionamix Inc., a California corporation.
3) “DMCA”means the Digital Millennium Copyright Act, a federal law intended to prevent, criminalize, and raise the
penalties for copyright infringement.
4) “Fair Use”means the defense to copyright infringement codified in 17 U.S.C. § 107.
5) “Licensee”means the individual who accepts the Agreement by selecting“I accept”or any other mechanism
associated with this Agreement or otherwise indicating assent to be bound by the terms of this Agreement, or
by installing, accessing, downloading, or using any portion of this Software. Licensee may include a person or
entity.
6) “Licensed Materials”means the computer program, or any part of the computer program, distributed or made
available by Audionamix. This term also refers to all functions and features of the computer program.
7) “Major Update”means any additional material associated with the Licensed Materials, including any corrections,
patches, service packs, updates to, or new versions of the Licensed Materials. A Major Update generally
contains more corrections, new material, or new features than a Minor Update. The Manufacturer shall have the
sole discretion to designate any additional material as a Major Update.
8) “Manufacturer”means Audionamix, Inc., the creator and producer of the Software.
9) “Minor Update”means any additional material associated with the Licensed Materials, including any corrections,
patches, service packs, updates to, or new versions of the Licensed Materials. A Minor Update generally
contains less corrections, new material, or new features than a Major Update. The Manufacturer shall have the
sole discretion to designate any additional material as a Minor Update.
10)“Previous Version”means any prior release of the Software to which there was a successor or substitute by
means of a Minor Update or a Major Update.
11)“Product”means the computer program, or any part of the computer program, distributed or made available by
Audionamix. This term also refers to all functions and features of the computer program.
12)“Purchase User”means a User that exercises the option to purchase a perpetual license to use the version of
the Software that was current when the User exercised this option, rather than pay the monthly subscription fee.
13)“Software”means the computer program, or any part of the computer program, distributed or made available by
Audionamix. This term also refers to all functions and features of the computer program.
14)“Subscribed User”or“Subscription User”means a User that exercises the option to pay a monthly subscription
in exchange for a License to use and operate the program during the subscription period.
15)“Updates”means both Minor Updates and Major Updates.
16) “User”means all Users of the Software, including Purchase Users and Subscribed or Subscription Users.

