Voice-Karte サービス利用規約
Voice-Karte サービス利用規約（以下「本規約」といいます。
）は、kanata 株式会社（以下
「当社」といいます。
）が提供する Voice-Karte サービス（以下「本サービス」といいます。
）
の利用に関する条件を、本サービスの利用にかかる契約（以下「サービス利用契約」とい
います。
）を当社との間で締結した、または、締結を希望する個人、法人、団体または組合
（以下「契約者」といいます。
）との間で定めるものです。本規約は、契約者による本サー
ビスの利用における一切の関係に適用されます。サービス利用契約のお申込み前に必ず内
容をご確認ください。
第1条
1.

本規約の適用範囲

当社は、本規約およびサービス利用契約に従い、契約者に対し、本サービスを提供し
ます。

2.

契約者は、サービス利用契約の申込みと同時に、本規約に同意したものとみなされ、
サービス利用契約締結後は、本規約およびサービス利用契約に従って本サービスを利
用するものとします。

3.

本規約に規定される事項に加え、当社が契約者に通知（郵送、電子メールの送信、当
社ウェブサイト上における表示その他の当社が契約者に通知する方法として適当と判
断する一切の方法をいいます。以下、同様です。
）した本サービスの利用に関する一切
の条件は、本規約の一部を構成するものとします。

第2条
1.

本規約の変更

当社は、いつでも本規約を変更することが出来ます。本規約が変更された場合、本サ
ービスの利用条件（本サービスの利用料金を含みます。
）は変更後の内容が適用されま
す。

2.

当社は、本規約を変更する場合は、当該変更により影響を受ける契約者に対し、当社
が適当と判断する方法で事前にその内容について通知します。

3.

本規約の変更は当社が通知を発した時点で効力を生じるものとします。契約者が本規
約の変更後に本サービスを利用した場合、契約者は当該変更後の規約に同意したもの
とみなします。

第3条
1.

本サービスの内容

当社が本サービスとして提供する役務の内容は、別途通知その他の方法により定める
ものとします。

2.

当社は、当社が必要と判断した場合、契約者の同意を得ることなく本サービスの内容

を追加し、変更し、または、削除することがあります。
第4条
1.

サービス利用契約の締結

本サービスの利用を希望する者は、当社が別途通知その他の方法により定める手続き
に従って、サービス利用契約に申し込むものとします。

2.

サービス利用契約は、前条に規定するサービス利用契約申込みに対して、当社が承諾
の通知を発した日をもって成立します。

3.

本サービスを複数の場所または施設で利用する場合、サービス利用契約は当該場所ま
たは施設ごとに締結する必要があります。

4.

当社は、サービス利用契約の申込みをした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、
当該サービス利用契約の申込みを承諾しないことができます。
(1) 本規約またはサービス利用契約を遵守しないおそれがあると当社が判断した場合
(2) 第 13 条（本サービスの提供の停止）のいずれかの事由に該当するおそれがある場
合、または、過去に該当したことがある場合
(3) サービス利用契約申込時に当社に提供した情報に虚偽の事実が含まれていた場合、
または、当社に提供すべき情報の全部もしくは一部を提供しない場合
(4) 当社との間の他の契約その他の合意に違反するおそれがある場合、または、過去
に違反したことがある場合
(5) 上記各号のほか、当社が当該申込みをした者との間でサービス利用契約を締結す
ることが適当でないと判断した場合

第5条
1.

契約者の氏名等の変更

契約者は、サービス利用契約申込時に当社に提供した情報に変更があった場合は、速
やかにその旨を当社に通知するものとします。

2.

前項に定める変更の通知がなされなかったことによって契約者に何らかの損害が発生
したとしても当社はその責を負わないものとします。

第6条

契約者による設備等の準備

契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備、機器、動作環境等の調達、設置
その他の一切の準備を、自己の費用と責任において行うものとします。
第7条
1.

本サービスにかかる知的財産権

本サービスにおいて当社が提供するソフトウェア・コンテンツ等は、当社または第三
者が著作権その他の知的財産権を有するものであり、契約者は、当該ソフトウェア・
コンテンツ等を複製、翻案、公衆送信（送信可能化を含む）
、改造、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一切の改変を加えることは禁止されて

います。
2.

本サービスの利用にあたって、当社は、当社または第三者（以下「権利保有者」とい
います。
）が権利を保有するソフトウェアを、当該権利保有者の許諾のもと提供するこ
とがあります。契約者は、本サービスにより提供される各権利保有者のソフトウェア
を使用するにあたり、当該ソフトウェアのライセンス利用規約その他の利用条件に同
意するとともに、これを遵守するものとします。

3.

当社は、事由の如何を問わず、契約者の同意なく、権利保有者によって使用が許諾さ
れたソフトウェアの提供を終了することがあります。

第8条
1.

第三者の提供するコンテンツ等へのリンク

当社は、本サービスの提供に当たり、第三者が提供するコンテンツ（広告を含みます。
）
または第三者のウェブサイトへのリンクを契約者に対して表示することがあります。

2.

前項の場合において、当社がリンクを表示した第三者のウェブサイトに関し、契約者
に何らの損害または紛争が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないもの
とします。

第9条
1.

契約者作成情報の取扱い

契約者は、本サービスを利用することにより作成し、保存した情報（以下「契約者作
成情報」といいます。
）のうち、契約者が重要と判断したものを、自らの責任において
バックアップして保存するものとします。

2.

契約者は、サービス利用契約が終了する場合、自らの責任および費用の負担により、
必要な契約者作成情報を、ダウンロードして取得するものとします。

3.

当社は、サービス利用契約が終了した場合、全ての契約者作成情報を消去いたします。
契約者は、サービス利用契約の終了後、契約者作成情報を一切利用することができな
くなります。

4.

契約者作成情報の作成、保存および利用は、契約者の責任において行われます。当社
は契約者作成情報の内容等についていかなる保証も行わず、また、契約者作成情報に
起因して生じたいかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。

5.

契約者は、当社に対し、契約者作成情報に基づいて生成した統計情報を提供するもの
とし、また、当社が当該統計情報を以下の範囲で利用することを許諾するものとしま
す。
(1) 契約者に応じてカスタマイズしたコンテンツの提供
(2) 当社のサービス（本サービスに限りません。以下、同様です。）の改善および開発
(3) 当社のサービスの利用状況、稼働状況の把握
(4) 個人を特定しない統計情報を利用したサービスの提供

6.

当社は、前項に基づいて契約者から提供された統計情報を第三者に開示することがで

きるものとします。
第10条 ID 等の管理
1.

契約者は、本サービスの利用にあたって当社から付与された ID およびパスワード（以
下「ID 等」といいます。
）を自らの責任において管理するものとします。

2.

契約者は、ID 等を第三者に利用させてはならず、また、当該 ID 等につき貸与、譲渡、
名義変更その他第三者に権利を設定する一切の行為をしてはならないものとします。

3.

ID 等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負う
ものとし、当社は一切責任を負わないものとします。

4.

契約者の ID 等を利用して行われた行為は、当該 ID 等を保有している契約者の行為と
みなされます。当該行為から契約者または第三者に損害が生じた場合であっても、当
社は一切責任を負わないものとします。

5.

契約者は、ID 等が盗難された場合、ID 等を紛失もしくは失念した場合、または、ID
等が第三者に使用されていることが判明した場合（これらのおそれがある場合も含み
ます。
）には、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合には
これに従うものとします。

第11条 サービス利用料金
1.

サービス利用契約に基づく本サービス利用の対価（以下「サービス利用料金」といい
ます。
）は、当社が別途定めるとおりとします。

2.

当社は、別途通知する場合を除き、サービス利用料金につき、暦年単位で計算して請
求します。

3.

契約者は、サービス利用料金を、当社から通知された期日および方法に従って支払う
ものとします。

4.

契約者は、第 13 条（本サービスの提供の停止）の規定により本サービスの提供が停止
された場合であっても、当該停止されている期間にかかるサービス利用料金を支払う
義務を負うものとします。

5.

当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用できない状態が生じ、かつ、当
社がそのことを知った時から連続して 18 時間を超えて当該状態が継続した場合は、契
約者の請求により、利用が全くできない状態であることを当社が知った時から本サー
ビスが再び利用可能な状態となった時までの時間を 24 で除した数（小数点以下の端数
は切り捨てます）に 1 ヶ月分に相当するサービス利用料金の 30 分の 1 を乗じた額を返
還します。ただし、契約者が当該請求をなしえることとなった日から 1 ヶ月以内に当
社に請求しなかった場合、契約者は当該返還請求権を失うものとします。

6.

契約者は、当社の責に帰すべき事由によりサービス利用契約が解除された場合を除き、
サービス利用契約に定める利用期間が満了するまでの期間にかかるサービス利用料金

を支払う義務を負うものとします。当社の責に帰すべき債務不履行を理由としてサー
ビス利用契約が解除された場合、契約者は、当該解除の効力が発生する日が属する月
の翌月以降にかかるサービス利用料金を支払う義務を負わないものとします。
7.

前各号に掲げるもののほか、本サービスの利用に必要な当社が提供するソフトウェア
に対するサポートの内容および対価は、当社が別途定めるとおりとします。

第12条 禁止行為
契約者は、本サービスを利用するにあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社または第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為、または、
侵害するおそれのある行為
(2) 当社または第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または、
侵害するおそれのある行為
(3) 当社または第三者を差別、誹謗中傷もしくは侮辱し、もしくは第三者への差別を
助長し、または、当社もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 第三者の保有するコンピュータに対して多数回の接続行為を繰り返し行い、これ
により当該コンピュータを利用困難な状態におく行為
(5) 本人の同意を得ることなく、または、詐欺的な手段により第三者の個人情報を収
集する行為
(6) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(7) 第三者の ID 等を不正に使用または取得する行為
(8) 当社または第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(9) ID 等を第三者に貸与する等、第三者に本サービスを利用させる行為
(10) 当社または第三者の設備等の機能、利用、もしくは運営に支障を与える行為、ま
たは、与えるおそれのある行為
(11) 有害なコンピュータプログラム等を送信もしくは掲載し、または、第三者が受信
可能な状態におく行為
(12) 法令等（条例、通達、ガイドライン、行政機関による命令、勧告、裁判所の判決、
決定、命令等を含みます。
）により定められる届出、許認可の取得の不履践その他
法令等に違反する行為
(13) 上記各号の他、法令等もしくは公序良俗に違反する行為、当社の信用を毀損し、
もしくは、当社の財産を侵害する行為、または、第三者に不利益を与える行為
(14) 上記各号のいずれかに該当する行為が生じるおそれのあるウェブサイト等へ当社
または第三者を誘導する行為
(15) 第三者をして前各号までのいずれかに該当する行為をなさせ、または、第三者に
よるこれらの行為を知りながら適切な措置を講じることなく放置する行為

第13条 本サービスの提供の停止
当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を事前に通
知することなく停止することができます。
(1) サービス利用料金を、支払期限を経過しても支払わないとき
(2) 申込時に当社に提供した情報に虚偽の事実が含まれていたことが判明したとき
(3) 本規約、サービス利用契約その他の当社と契約者との間に適用される条件に契約
者が違反したとき
(4) 契約者が 90 日以上本サービスを利用しなかったとき
(5) その他、当社が契約者として不適当と判断したとき
第14条 提供の中止
1.

当社は次の各号に該当する場合にはサービス利用契約に基づく本サービスの提供を中
止することができます。
(1) 当社が利用する設備またはシステムの保守、工事その他の理由によりやむを得な
い場合
(2) 当社が利用する電気通信設備またはシステム（第三者が所有または管理するもの
を含みます。
）に障害が発生した場合
(3) 第三者により当社が利用するサーバーへの不正アクセスが行われた場合
(4) 天災、戦争、テロ、暴動、騒乱、公的団体による処分、労働争議等の非常事態の
発生により、本サービスの提供が困難になったとき、または困難になるおそれの
ある場合
(5) 法令等による規制、行政命令等により、本サービスの提供が困難になった場合
(6) その他、当社の責めに帰することができない事由により当社がやむを得ないと判
断した場合

2.

当社は、前項各号の規定により本サービスの提供を中止する場合は、事前にその旨を
当社が適当と判断する方法で契約者に通知します。ただし、緊急を要する場合はこの
限りではありません。

第15条 本サービスの提供の終了
1.

当社は、自らの裁量により、いつでも本サービスの全部または一部の提供を終了する
ことがあります。

2.

当社は、前項の規定により本サービスの提供を終了する場合は、契約者に対し終了日
の 2 ヶ月前までに当社の提供する手段によりその旨を通知します。

3.

当社が本条の規定に基づき本サービスの提供の全部を終了した場合は、サービス利用
契約は、当該終了日に終了するものとします。

第16条 当社によるサービス利用契約の解除
1.

当社は、第 13 条（本サービスの提供の停止）の規定により本サービスの利用を停止さ
れた契約者が、速やかに当該停止の原因となった事由を解消しない場合は、何らの催
告を要することなく、サービス利用契約を解除することができます。

2.

当社は、契約者が第 13 条（本サービスの提供の停止）各号のいずれかに該当する場合
であって、その事由が当社の業務の遂行に支障を及ぼすと当社が判断したときは、前
項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくサービス利用契約を
解除することができます。

第17条 契約者によるサービス利用契約の解約
1.

契約者は、サービス利用契約の締結から半年間は、これを解約することはできないも
のとします。

2.

契約者は、サービス利用契約の締結から半年間を経過した後にサービス利用契約の解
約を希望する場合は、解約を希望する月の前月 20 日までに当社が別途定める方法で当
社に届け出るものとします。この場合、解約を希望する月の末日をもって、サービス
利用契約は終了するものとします。

3.

当社は、契約者が前項に基づきサービス利用契約を解約した場合は、既に支払われて
いるサービス利用料金のうち、サービス利用契約終了後の期間に対応する額を月割り
で計算して契約者に返還するものとします。

第18条 契約者によるサービス利用契約の解除
契約者は、第 14 条（提供の中止）第 1 項各号に規定する事由が生じ、これにより生じた本
サービス提供の中止に対する復旧の目処が立たない場合であって、サービス利用契約の目
的を達することができないと認めるときは、当社が別途定める方法により通知することに
より、サービス利用契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知が当社に
到達した日にその効力を生じるものとします。
第19条 秘密保持および個人情報の保護
1.

当社は、本サービスの提供に関して知り得た契約者の秘密情報を第三者に開示または
漏洩しないものとします。ただし、法令等により開示を要求された場合はこの限りで
はありません。

2.

当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報（「個人情報の保護に
関する法律」で定める「個人情報」をいいます。
）を、次の各号の場合を除き、本人以
外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、本サービスの提供、本サービス
の利便性向上等の目的のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 本規約と同程度以上の水準をもって個人情報を適切に管理するように契約等によ

り義務づけた業務委託先に対し、本サービスの提供のために必要な業務を委託す
る目的で個人情報を提供する場合
(2) 本サービスの利便性向上等の目的による個人情報の集計および分析等により得ら
れたものを、個人を識別または特定できない態様にて提携先等第三者に開示また
は提供する場合
(3) 個人情報の利用に関する同意を求める目的で契約者等に電子メール等を送付する
場合
(4) その他任意に契約者等の同意を得たうえで個人情報を開示または利用する場合
(5) 当社の提供するソフトウェアまたは本サービスに対する各種問合せに対応する場
合
(6) 当社のサービスの改善および開発に利用する場合
(7) 本サービスの利用状況および稼働状況を把握する場合
(8) 当社が提供するサービスの案内またはアンケートを送付する場合
(9) 本規約またはサービス利用契約に基づき開示する場合
(10) 法令等に基づき開示する場合
3.

当社が収集した個人情報に関する具体的な取扱いは、当社が別途定めるプライバシー
ポリシーによるものとします。

4.

当社は、従業員に個人情報を取り扱わせるにあたっては、当該個人情報の安全管理が
図られるよう、当該従業員に対する必要かつ適切な監督を行います。また、個人情報
の取扱いの全部または一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人情報の安
全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うものとし
ます。

5.

当社は、個人情報の取扱いに関して、故意または重過失により契約者に損害を生じさ
せた場合は、当社はその損害に対して賠償責任を負います。ただし、サービス利用契
約、本規約または法令等に基づく取扱いに関してはこの限りではありません。

6.

上記の場合を除き、当社は、個人情報が漏えい、破損、滅失したことによって生じた
損害、その他個人情報の取扱いに関して生じた一切の損害について責任を負わないも
のとします。

第20条 補償および損害賠償
1.

本サービスの提供に関し、当社が契約者に対して負担する補償および賠償の責任範囲
は次の各号のとおりとします。
(1) 当社が、本規約またはサービス利用契約において、一定の補償を行う旨規定して
いる場合、当社は当該補償以外には一切の責任を負わないものとします。ただし、
当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
(2) 前号のほか、当社は、当社が本規約またはサービス利用契約に定める義務に違反

したことが直接の原因で契約者に現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負う
ものとします。
2.

前項の規定に基づく補償および損害賠償を含め、本サービスの利用に関連して契約者
に生じた損害に対して支払う補償または損害賠償の累計総額は、当社に故意または重
大な過失がある場合を除き、当該損害の発生日から起算して過去 12 ヶ月間に契約者が
当社に支払ったサービス利用料金の総額を限度とします。

3.

第 1 項各号の範囲をもって、当社の責に基づく補償および賠償責任の限度とし、間接
損害、特別損害（予見および予見可能性の有無を問わないものとします。）、拡大損害、
逸失利益、第三者からの損害賠償請求により契約者に生じた損害については、当社は
一切責任を負わないものとします。

4.

第 1 項の規定にかかわらず、第 13 条（本サービスの提供の停止）または第 14 条（本
サービスの提供の中止）の規定により本サービスの利用の中断、延滞、データの滅失
等が発生しても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第21条 権利譲渡等の禁止
契約者は、本規約またはサービス利用契約に基づく権利および義務の全部または一部を、
当社の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものと
します。
第22条 再委託
当社は、本サービスの提供に関して業務の全部または一部を、契約者の同意なく第三者に
委託することができるものとします。
第23条 準拠法
本規約およびサービス利用契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用
されるものとします。
第24条 合意管轄
本規約およびサービス利用契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的
合意管轄裁判所として解決されるものとします。
第25条 反社会的勢力の排除
1.

当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せず、直ち
にサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 契約者またはその役員、従業員、もしくは経営に実質的に関与する者が、暴力団、
暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な関

係を有する者（反社会的勢力に協力し、または反社会的勢力を利用する者を含み
ます。
）に該当することが判明した場合
(2) 契約者が、自らまたは第三者を利用し、当社に対して、暴力的または法的な責任
を超えた不当な要求またはそれらに類する行為を行った場合
2.

前項の規定に基づくサービス利用契約の解除がなされた場合、当該解除によって契約
者に何らかの損害生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

