スキャン翻訳サービス 利用規約
富士ゼロックス株式会社
第 1 条（利用規約の適用）
1. 富士ゼロックス株式会社（以下、当社といいます。）
は、スキャン翻訳サービスの管理、運営者として、
スキャン翻訳サービス利用規約（以下、本利用規約
といいます。
）を定めます。
2. 当社、当社の販売会社（本利用規約において当社の
県別特約店を含みます。）、または当社の販売会社が
指定した販売店（以下、サービス提供者といいます。
）
は、本利用規約を遵守することを条件として、スキ
ャン翻訳サービスを契約していただいたお客様に第
4 条に定めるサービスを提供します。
3. 第 3 条第１項第 9 号で定義するサービス契約と本利
用規約の契約条項が矛盾・抵触する場合、本利用規
約が優先して適用されます。
4. サービス提供者は、日本を含むアジアパシフィック
およびオセアニア地域（以下、サービス提供地域と
いいます）に所在または居住するお客様に対して本
サービスを提供するものとし、サービス提供地域以
外に所在または居住するお客様に対して本サービス
の提供責任を負いません。
第 2 条 (利用規約の変更)
1. 当社は、本利用規約を変更することがあります。こ
の場合の利用条件は、変更後の利用規約によります。
2. 本利用規約の変更にあたっては、当社はお客様にそ
の内容を当社が指定する Web サイトまたは電子メー
ル、その他の方法により通知するものとします。た
だし、この通知が到達しない場合であっても、変更
後の利用規約を適用するものとします。
第 3 条（定義）
本利用規約において、次の用語を以下のとおり定義する
ものとします。
(1) ｢本サービス｣とは、本利用規約にもとづきサー
ビス提供者がお客様に提供する、次条に定めるサ
ービスを意味します。
(2)テナントとは、契約ごとに区分けされたユーザー
空間およびデータ保管領域を意味します。
(3) お客様番号とは、サービス提供者が管理するデー
タセンターから提供される本サービスをお客様
が使用するために利用する ID を意味します。
(4) ユーザーとは、本サービスを利用するお客様の指
定する者(お客様の正社員、契約社員等、お客様
の業務上の指揮命令を受ける労働者以外の第三
者を含みます。)を意味します。
(5) お客様管理者とは、本サ―ビスの利用に関し、ユ
ーザー管理およびサービス提供者との連絡を担
当するお客様が指定する者を意味します。
(6) ユーザーID とは、本サービスの利用に必要なサー
ビス提供者所定の ID を意味します。
(7) 複合機とは、当社製の複合機を意味します。
(8) ユーザー辞書とは、本サービスでサービス提供者
が提供する単語登録機能を意味します。
(9)サービス契約とは、お客様とサービス提供者との
間で成立するスキャン翻訳サービスに関する契
約を意味します。
第 4 条（本サービスの内容）
サービス提供者がお客様に提供する本サービスの内容は、
次のとおりとします。

(1) サービス提供者は、サービス提供者が管理するデ
ータセンターから翻訳サービスをインターネッ
ト経由でお客様に提供します。
(2)サービス提供者は、テナント開設後、契約ごとに
一つのお客様番号をお客様に通知します。
(3) サービス提供者は、次に記載する機器等を利用し
た翻訳サービスを提供します。
①複合機（一部の機種を除く）
②Web ブラウザ
(4) サービス提供者が第 1 号乃至第 3 号のサービスを
お客様に提供する時間帯は、次のとおりとします。
国民の祝日および年末年始（12 月 31 日から 1
月 3 日）を含む次の時間帯
0：00 から 24：00
(5)サービス提供者は、サービス提供者が指定する連
絡先においてお客様の問い合せに対し助言しま
す。ただし、お客様の問い合せは本サービスの範
囲に限るものとします。
(6)サービス提供者が前号のサービスをお客様に提
供する時間帯は次のとおりとします。
①電話による問い合わせ受付時間
土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始（12
月 31 日から 1 月 3 日）を除く次の時間帯
9：00 から 12：00、13：00 から 17：30
②電子メールによる問い合わせ受付時間
国民の祝日および年末年始（12 月 31 日から 1
月 3 日）を含む次の時間帯
0：00 から 24：00（サービス提供者の営業時間
外の受付は、翌営業日以降の対応となります。）
第 5 条（提供条件）
1. お客様が本サービスを利用できるユーザー数および
翻訳ページ数はサービス契約に記載のとおりとし、
お客様が当該数量の変更を希望する場合、別途書面
で合意するものとします。
2. 翻訳ページ数は、毎月一日から末日までに利用でき
るページ数とします。
3. お客様がユーザー数の減数を希望する場合、お客様
は変更の合意前に希望するユーザー数以下にユーザ
ー数を減少させるものとし、当該希望するユーザー
数以下になるまでサービス提供者は当該変更に合意
しないものとします。
4. お客様が翻訳ページ数の減数を希望する場合、お客
様は変更の合意前に希望する翻訳ページ数を減少さ
せるものとし、当該希望する数量以下となった月の
翌月一日になるまでサービス提供者は当該変更に合
意しないものとします。
5. 変更可能なユーザー数は、10 ユーザーから 500 ユー
ザーまでとし、サービス契約に記載の単位で変更す
るものとします。
6. 変更可能な翻訳ページ数は、500 ページから 10,000
ページまでとし、サービス契約に記載の単位で変更
するものとします。
7. お客様はお客様管理者を少なくとも 1 名（最多 2 名
まで）選任し、サービス提供者に通知するものとし
ます。
8. お客様管理者を変更する場合、お客様はサービス提
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供者へ事前に通知するものとします。
9. 前条第 1 項第 5 号のお客様からサービス提供者への
問い合わせは、お客様管理者のみに限定するものと
します。
10. ユーザーはお客様管理者が指定するものとし、お客
様の業務上の指揮命令を受ける労働者以外の第三者
をユーザーと指定する場合、お客様は当該第三者に
本利用規約にもとづくお客様の義務と同等の義務を
課すものとします。
11. 前項でお客様管理者が指定した第三者とお客様との
間で紛争、訴訟等の問題が発生した場合、サービス
提供者は一切その責任を負わないものとします。
12. お客様管理者のユーザーID はサービス提供者が初期
登録し、それ以降はお客様管理者がユーザーID の追
加、変更等の管理を行います。お客様管理者以外の
ユーザーのユーザーID はお客様管理者がサービス提
供者所定の方法で登録するものとします。ユーザー
ID は 1 ユーザーに対し 1 つとし、複数のユーザーで
ユーザーID の共用はしないものとします。
13. 本サービスでお客様が利用する通信回線およびイン
ターネット接続事業者は、お客様の費用と責任で各
事業者と契約するものとします。
14. 前項にもとづき、本サービスでお客様が利用する通
信回線およびインターネット接続事業者の提供サー
ビスの品質等について、サービス提供者は一切その
責任を負わないものとします。
15. お客様が複合機で本サービスを利用する場合、お客
様は当該複合機に本サービス専用のモジュールをイ
ンストールするものとします。
16. 前条第 1 項第 3 号に定める機器等の種類およびバー
ジョン等は、当社の公式サイトで指定するものに限
定します。
17. 本サービスの品質向上および仕様の改善のために、
お客様が本サービスを利用したログをサービス提供
者が収集することにお客様は同意するものとします。
第 6 条（お客様の責任）
1. お客様は、お客様の費用と責任において、翻訳原稿
データおよび本サービスを使用して得られた翻訳デ
ータ等をバックアップ等の適切な手段で保護するも
のとします。
2. ユーザーID およびパスワードの使用および管理に関
する責任は、お客様が負うものとし、ユーザーID お
よびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三
者の使用等による損害について、サービス提供者は、
何らの責任も負わないものとします。
3. ユーザーID またはパスワードが第三者に利用された
場合といえども、ユーザーID およびパスワードが一
致しているかぎり、当該利用は当該ユーザーID およ
びパスワードで登録されたお客様管理者またはユー
ザー自身の利用とみなされることにお客様は同意し
ます。
4. お客様は、お客様管理者およびユーザーが、ユーザ
ーID およびパスワードを第三者に開示、譲渡、貸与、
交換または共有させないものとします。
5. お客様は、本サービスの利用にあたり、本利用規約
で、別に定めている場合以外は、以下の行為を行わ
ないものとします。
(1) 第三者への譲渡または担保権を設定する行為
(2) 本サービスの全部または一部を構成部分として
組込んだプログラムを作成し、第三者に開示、販
売、賃貸または使用許諾する行為

(3) サービス提供者の許可なく、有償・無償を問わず、
第三者に対して本サービスを使用して本サービ
スまたは新たなサービスを提供する行為
(4) サービス提供者または第三者の著作権もしくは
その他の権利、財産もしくはプライバシーを侵害
する行為
(5) サービス提供者もしくは第三者に不利益もしく
は損害を与える行為、または損害を与えるおそれ
のある行為
(6) 本サービスの提供を妨害する行為、またはそのお
それのある行為
(7) コンピューターウイルス等他人の業務を妨害す
るもしくはそのおそれのあるコンピューター・プ
ログラムを、本サービスを利用して使用し、もし
くは第三者に提供する行為、またはそのおそれの
ある行為
(8) 公序良俗に反するもしくはそのおそれのある行
為、または公序良俗に反する情報を提供する行為
(9) 著作権法およびその他の法令に違反する行為、ま
たは違反するおそれのある行為
6. お客様管理者が第三者をユーザーに指定した場合に
おいても「契約明細」に記載のサービス料金ならび
に消費税および地方消費税相当額はお客様が支払う
ものとします。
第 7 条（免責事項）
1. サービス提供者は、本サービスおよび本サービスと
連携して使用する第 4 条第 1 項第 3 号に定める機器
等（以下、本サービス等といいます。
）が、お客様の
特定の目的に適切かつ有用であること、および本サ
ービス等に含まれる機能のすべてがお客様により選
択された機械装置・器具類・コンピューター・プロ
グラム・通信回線等の組み合わせで、常に正しく実
行されることを保証するものではありません。
2. サービス提供者は、不正アタック、ウイルス、通信
上の不法行為等によりお客様に損害が発生した場合
でも、一切その責任を負わないものとします。
3. 本サービスの利用により、お客様が入力・送信した
情報に起因して、万が一、第三者との間で紛争が生
じた場合であっても、お客様の責任で処理解決に当
るものとします。
4. お客様が、本サービスを使用して得られた翻訳成果
物について、その正確性、安全性、有用性、特定の
目的への適合性等いかなる保証をするものではあり
ません。
第 8 条（損害賠償）
1. サービス提供者の責めに帰すべき事由によりお客様
が「本サービス」を利用できない場合、当該利用でき
ない状態にあることをサービス提供者が知った時刻
から連続して 72 時間以上、
「本サービス」を提供でき
なかったときに限り、サービス提供者はその月の「サ
ービス料金」を限度としてお客様の損害を賠償するも
のとします。
2. お客様がサービス提供者の責に帰すべき事由を原因
として現実に発生した損害の賠償を求めるすべての
場合において、サービス提供者は、本契約に別段の定
めがある場合を除き、通常かつ直接の損害についての
み、かつ「サービス料金」の 1 カ月分を限度としてお
客様の損害を賠償するものとします。ただし、サービ
ス提供者の故意または重過失による場合はこの限り
ではありません。
3. 前二項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該
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当する場合、サービス提供者はお客様の損害を賠償す
る責を負わないものとします。
(1) お客様と通信回線およびインターネット接続
事業者との契約にもとづきお客様が使用する通
信回線等の障害に起因して本サービスを利用で
きないとき
(2) お客様が使用する機器またはネットワーク環
境に起因して本サービスを利用できないとき
(3) サービス契約第 14 条乃至第 16 条にもとづく本
サービスの機能変更・停止または提供の停止、制
限、中断もしくは停止により、お客様が本サービ
スを利用できないとき
第 9 条（契約終了時の措置）
本サービスの終了時、サービス提供者は、お客様が本サ
ービスで利用したユーザーID を無効にし、お客様の本サ
ービスへのログインを停止します。お客様はサービス提

供者が当該作業をするまでにお客様の責任において必要
なデータ等を撤去しておくも のとします。
第 10 条（その他）
1. 第三者をユーザーに指定することはサービス契約第
12 条の譲渡または貸与に該当しないものとします。
2. その他の事項については、サービス契約のとおりとし
ます。

平成 25 年 11 月 11 日
平成 26 年 2 月 13 日
平成 26 年 11 月 4 日
平成 27 年 10 月 20 日
平成 30 年 8 月 23 日
平成 30 年 11 月 29 日

制定
改訂
改訂
改訂
改定
改定
以上
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