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AmiVoice iNote Lite サービス利⽤規約 
 

（総則） 
第 1 条 本規約は、株式会社アドバンスト・メディア（以下「当社」といいます）が提供する

AmiVoice iNote Lite サービスの提供条件を定めるものです。 

 

（定義） 
第 2 条 本規約において、以下に定める用語は、各用語別に定義された内容の意味を有するものとしま

す。 

「本サービス」とは、当社が提供する AmiVoice iNote Lite サービスをいいます。 

「AmiVoice iNote Lite サービス」とは、スマートフォン上にて利用者が発話した内容を⾃動変換した

テキストデータ、またはカメラで撮影した画像を第 6 条に定める AmiVoice BLEReceiver 経由でア

プリケーションに転送するサービスをいいます。 

「本サイト」とは、本サービス関連情報をまとめた専用サイトをいいます。 

「利用契約」とは、当社と契約者との間で成⽴する本サービスの提供に関する契約をいいます。 

「本規約」とは、本サービスの提供条件を定めるこの利用規約をいいます。本規約は、利用契約の⼀

部を構成するものとします。 

「契約者」とは、当社と利用契約を締結した法⼈をいいます。 

「利用者」とは、契約者が本サービスの利用者として指定した者であり、本サービスを実際に利用す

る者をいいます。 

「施設 ID」とは、本サービスの利用において、ある法⼈とその他の法⼈を識別するために、当社が設

定する符号をいいます。 

「ユーザ ID」とは、本サービスの利用において、ある利用者とその他の者を識別するために、当社又

は、契約者が設定する符号をいいます。 

「パスワード」とは、本サービスの利用において、ある利用者とその他の者を識別するために、当社

又は利用者が設定する秘匿された符号をいいます。 

 

（利⽤契約の成⽴） 
第 3 条 本サービスの利用を希望する法⼈は、注文書に責任者による記名・押印後、当社又は当社代理

店に提出し、当社がこれを承諾した時に利用契約が成⽴するものとします。 

2. 利用契約締結後、当社は、契約者のユーザ登録を⾏い、施設 ID/ユーザ ID/パスワードを発⾏します。 

3. 契約者が、本サービス内容の変更を希望する場合、変更事項が反映された注文書に責任者による記

名・押印後、当社又は当社代理店に提出し、当社がこれを承諾した時に変更契約が成⽴するものとし

ます。 

 

（契約期間） 
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第 4 条 利用契約の契約期間は、契約者と当社が合意した期間とします。 

 

（施設 ID／ユーザ ID／パスワード） 
第 5 条 契約者は、施設 ID/ユーザ ID/パスワードを第三者に開示、提供、貸与、第三者との共有をし

てはならず、また第三者に漏洩することのないよう厳重に管理（パスワードの適宜変更を含みます）

するものとします。施施設 ID/ユーザ ID/パスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等に

より契約者⾃⾝及びその他の者が損害を被ったとしても、当社は⼀切の責任を負わないものとしま

す。契約者の施設 ID/ユーザ ID/パスワードによる本サービスの利用その他の⾏為は、全て契約者に

よる利用とみなします。 

2. 第三者が、契約者の施設 ID/ユーザ ID/パスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該⾏為は

全て契約者の⾏為とみなされ、契約者はかかる利用についての利用料⾦の⽀払その他の債務⼀切を負

担するものとします。また、当該⾏為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を補償する

ものとします。但し、当社の故意又は重大な過失により施設 ID/ユーザ ID/パスワードが第三者に利用

された場合はこの限りではありません。 

 

（AmiVoice iNote Lite/AmiVoice BLEReceiver）  
第 6 条 当社による施設 ID/ユーザ ID/パスワード発⾏後、専用ソフトウェア（「AmiVoice iNote 

Lite」及び「AmiVoice BLEReceiver」（以下「iNote Lite/BLEReceiver」といいます）をインストー

ルします。iNote Lite/BLEReceiver のインストール手続きは以下に定めるとおりです。 

（iNote Lite） 

契約者は、App Store より、iNote Lite をダウンロード、インストールするものとします。但し、

契約者が依頼する場合、当社又は当社代理店は、契約者に代わって iNote Lite を契約者指定端末に

ダウンロードし、インストールします。 

（BLEReceiver） 
契約者は、本サイトから BLEReceiver をダウンロードするか、又は当社又は当社代理店が納品し

た CD-R に記録された BLEReceiver を契約者の端末にインストールするものとします。但し、契

約者が依頼する場合、当社又は当社代理店は、契約者に代わって BLEReceiver を契約者指定端末

にダウンロードし、インストールします。 

2. 契約者又は利用者が、iNote Lite がインストールされた端末を紛失したことに伴って当該端末に記録

された情報が漏洩したこと、又はその他紛失に伴い契約者が被る損失、損害に関して当社は免責され

るものとします。 

 

（⾳声認識） 
第 7 条 契約者は、本サービスで使用している⾳声認識技術は、本質的に統計的な処理を⾏うものであ

り、⾳声認識を⾏った結果の誤認識は、その処理において内在するものであることを了解しているも

のとします。当社は、本サービスの誤認識により契約者に⽣じる不便、不都合、その他⼀切の影響に
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関していかなる責任も負わないものとします。 

 

（電波干渉） 

第８条 契約者は、本サービス利用時に他の電波を発する機器から電波干渉を受ける可能性があることを

了解しているものとします。当社は、電波干渉により契約者に⽣じる不便、不都合、その他⼀切の影響

に関していかなる責任も負わないものとします。 

 

（本サービスの変更） 
第９条 当社は、本サービスの変更予定⽇の 30 ⽇前までに、契約者に本サービスの変更内容を通知する

ことにより本サービスの種類、内容、その他本サービスの内容を変更することができるものとしま

す。 

 

（禁⽌⾏為） 
第 1０条 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める⾏為をしてはならないものとしま

す。 

(1) 本サービスに関する情報を改竄する⾏為 

(2) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む⾏為 

(3) 第三者又は当社の財産、名誉及びプライバシー等を侵害する⾏為 

(4) iNote Lite/BLEReceiver のリバースエンジニアリング等による分析、解析⾏為 

(5) iNote Lite/BLEReceiver の複製 

(6) iNote Lite/BLEReceiver の第三者提供、再許諾、譲渡、貸与 

(7) 本サービスの利用又は提供を妨げる⾏為 

(8) 第三者又は当社の著作権その他の知的財産権を侵害する⾏為 

(9) 法令又は公序良俗に反する⾏為 

(10) 当社の信用を傷つけ、又は当社に損害を与える⾏為 

(11) その他当社が不適切と考える⾏為 

2. 契約者が、前項の定めに該当する場合、当社は、本サービスの提供を⼀時的に停⽌するか、又は利用

契約を解除することができるものとします。 

 

（本サービスの提供中⽌） 
第 1１条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は⼀部の提供を⼀時的に

中⽌することがあります。 

(1) 本サービス運用システムの保守又は工事上やむを得ないとき 

(2) 本サービス運用システムの障害その他やむを得ない事由が⽣じたとき 

(3) 通信回線又はデータセンターの設備障害により本サービスの提供を⾏うことができないとき 

(4) 天災地変その他不可抗⼒事由により⼀時的に本サービスの提供ができないとき 
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2. 前項の定めに基づき本サービスの全部又は⼀部の提供を中⽌する場合、事前に当社が適当と判断する

方法で契約者に通知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。 

 

（本サービスの廃⽌） 
第 1２条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は⼀部を廃⽌するものと

し、廃⽌⽇をもって利用契約の全部又は⼀部を解約することができるものとします。 

(1) 廃⽌⽇の 60 ⽇前までに契約者に通知した場合 

(2) 天災地変等不可抗⼒事由により本サービスを継続して提供することができなくなった場合 

(3) 経済合理性その他の事由により当社が本サービスを継続して提供することを断念した場合 

 

（本サービスの利⽤料⾦） 
第 1３条 本サービスの利用料⾦は、利用契約に記載のとおりとします。 

2. 当社は、当社の任意で、30 ⽇前の通知により本サービス利用料⾦を変更することができるものとしま

す。 

 

（利⽤料⾦の⽀払） 
第 1４条 契約者は、本サービス利用料⾦及びこれにかかる消費税等を当社又は当社代理店に⽀払うも

のとします。なお、契約者が本条に定める⽀払を⾏わない場合、当社は、契約者との利用契約を解除

することができるものとします。 

 

（利⽤料⾦の⽀払⽅法） 

第 1５条 契約者は、当社又は当社代理店が発⾏した請求書にて、本サービスの利用料⾦及びこれにか

かる消費税等を、⽉末締め、翌⽉末指定銀⾏⼝座振込の方法で⽀払うものとします。なお、⽀払に必

要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 

 

（遅延利息） 
第１６条 契約者が、本サービスの利用料⾦を所定の⽀払期⽇までに⽀払わない場合、契約者は、所定

の⽀払期⽇の翌⽇から⽀払⽇までの⽇数に、年 14.6%の利率で計算した⾦額を遅延利息として、翌請

求時に本サービスの利用料⾦と⼀括して、当社又は当社代理店が指定する期⽇までに当社又は当社代

理店の指定する方法により⽀払うものとします。 

 

（連絡責任者） 
第１７条 契約者から別段の通知がない限り、注文書で特定された連絡責任者が、本サービスの利用に

関する契約者の連絡責任者とみなします。本サービスの利用に関する当社又は当社代理店との連絡・

確認等は、原則として連絡責任者を通じて⾏うものとします。 

2.  契約者は、連絡責任者に変更が⽣じた場合、当社又は当社代理店に対して速やかに変更後の連絡責任
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者を通知するものとします。 

 

（契約者からの利⽤契約の解約） 
第１８条 契約者は、利用契約を解約する場合、解約希望⽇の 30 ⽇前までに当社又は当社代理店に対

して解約通知書を提出するものとします。 

2. 契約者の都合により契約期間満了前に利用契約を解約する場合、契約者は、未経過期間相当分の本サ

ービス利用料⾦を違約⾦として解約⽇から 30 ⽇以内に当社又は当社代理店に⽀払うものとします。 

 

（当社からの利⽤契約の解約） 
第１９条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若

しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは⼀部を解約することができるものとします。 

(1) 新規利用申込時の⼊⼒内容、変更事項その他通知内容等に虚偽記⼊又は記⼊もれがあったことが

後⽇判明した場合 

(2) ⽀払停⽌又は⽀払不能となった場合 

(3) 手形又は⼩切手が不渡りとなった場合 

(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申⽴があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合 

(5) 破産、会社更⽣手続開始若しくは⺠事再⽣手続開始の申⽴があったとき又は信用状態に重大な不

安が⽣じた場合 

(6) 監督官庁から営業許可の取消、停⽌等の処分を受けた場合 

(7) 利用契約に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後、合理的な期間内に当該違反が是正され

ない場合 

(8) 解散、減資、事業の全部又は重要な⼀部の譲渡等の決議をした場合 

(9) 暴⼒団、暴⼒団関係者、その他反社会的な勢⼒であることが判明した場合、又は反社会的な勢⼒

と密接な関係を有することが判明した場合 

(10) 契約者に利用契約を履⾏することが困難となる事由が⽣じたと当社が合理的に判断する場合 

(11) 当社が、利用契約を継続することが困難であると判断する合理的な理由が⽣じた場合 

２.契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの本サービス利用料⾦その他の債

務がある場合には、期限の利益を享受することなく直ちにこれらを⽀払うものとします。 

 

（当社の責任） 
1. 第２０条 契約期間中に当社の責に帰すべき事由により iNote Lite 又は BLEReceiver に障害が発⽣

し、契約者が iNote Lite 又は BLEReceiver の重要な機能を使用できない場合であり、かつ使用できな

い時間が連続して 24 時間を超えた場合、24 時間単位で iNote Lite/BLEReceiver に関する⽉額使用許

諾料の 1／30 相当額を⽉額使用許諾料から控除します。⽉額使用許諾料の控除は、当社又は当社代理

店が契約者に対して請求する次回の使用許諾料と相殺することにより精算するものとします。 

2. 本サービスの提供に関する又は iNote Lite/BLEReceiver の障害による当社の責任は前項に定めるもの
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に限られるものとし、本サービス又は iNote Lite/BLEReceiver の障害により契約者に⽣じるその他の

不便、不都合、損失、損害に関して当社は免責されるものとします。 

 

（規約の変更） 
第２１条 当社は、本規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、本サービスの利用条

件その他利用契約の内容は、変更後の本規約を適用するものとします。 

2. 当社は、前項の変更を⾏う場合は、30 ⽇の予告期間をおいて、変更後の本規約の内容を本サイトに掲

載すること等によって契約者に通知するものとします。但し、緊急の場合はこの限りではありませ

ん。 

 

（権利義務譲渡の禁⽌） 
第２２条 契約者は、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は⼀部を他に譲渡し

てはならないものとします。 

 

（合意管轄） 
第２３条 契約者と当社の間で訴訟の必要が⽣じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をも

って合意による専属管轄裁判所とします。 

 

（準拠法） 
第２４条 利用契約の成⽴、効⼒、履⾏及び解釈に関する準拠法は、⽇本法とします。 

 

制定︓2021 年 8 ⽉ 1 ⽇ 


