
 

 

VOITER mini AI ボイスレコーダー 利⽤規約 
 

VOITER mini AI ボイスレコーダーをご利⽤いただくにあたって、VOITER mini AI ボイ
スレコーダー利⽤規約（以下「本規約」）に同意していただく必要があります。 

デバイス機器、同梱物及び関連アクセサリー（以下「本デバイス」）とモバイルアプリ
および関連クラウドサービス（以下「本サービス」）をご利⽤いただく前に、本規約を必ず
お読みください。本規約は iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社（以下「当社」）とお客
様との間の合意を定めたものです。本デバイスおよび本サービスの利⽤者には、本規約が適
⽤されます。 

本規約に加えて、当社はプライバシーポリシー
（https://www.iflytek.co.jp/policies/privacy_a1j/）も公表しています。プライバシーポリシ
ーはお客様が本デバイスおよび本サービスを利⽤される場合に適⽤されますので、お読み
になり、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 
1. 権利と許可 
1-1. 本デバイスに関する所有権 
お客様が本デバイスを購⼊した場合、本デバイスの所有権は販売元からお客様に移転しま
す。 

1-2. 本デバイスに関する使⽤権 
当社は、本デバイスに組み込まれたソフトウェア（以下「本ソフトウェア」）を使⽤するた
めの⾮独占的、⾮商業的および個⼈的な使⽤権をお客様に許諾します。お客様において、本
ソフトウェアを複製または派⽣させたり、本ソフトウェアを本デバイスから独⽴させたり、
または第三者に使⽤権を譲渡することはできません。 

1-3. 年齢に関する要件 
当社は、販売する相⼿を成⼈と設定しています。この要件を満たしていない場合、本サービ
スを使⽤するには親権者または保護者の⽅の同意を得なければなりません。その場合、本規
約を親権者または保護者の⽅と⼀緒にお読みください。 

親権者または保護者の⽅がお⼦様の本サービスの利⽤を同意する場合、本規約はその親権
者または保護者の⽅に適⽤され、親権者または保護者の⽅は、本サービス利⽤時のお⼦様の
⾏動について責任を負うことになります。 

1-4. 知的財産権 
本デバイスおよび関連資材、本サービス、ならびに本ソフトウェアに含まれる知的財産権
（著作権、商標、トレードマーク、特許、及びその他の関連権利など）は当社に帰属してい
ます。お客様による本デバイスの購⼊や使⽤により、上記の知的財産権がお客様に譲渡され



 

 

ることはありません。 

1-5. お客様のコンテンツに対する使⽤許諾 
本サービスは、お客様が本デバイスを⽤いて録⾳したデータと⽣成テキストを含むコンテ
ンツ（以下「本コンテンツ」）をお客様⾃⾝が⾃由にアップロード、保存、共有、編集、削
除できるよう設計されています。お客様が本コンテンツをアップロードまたは共有する場
合は、そのために必要な権利をお客様が有していること、本コンテンツが法令に違反してい
ないこと、および第三者の本サービスの使⽤権を侵害していないことをご確認ください。お
客様による本コンテンツのアップロードまたは共有により、第三者の権利が侵害される等
の損害等が⽣じても、当社は⼀切の責任を負いません。 

（１）ライセンス 
本サービスでは、本コンテンツはお客様に帰属し、本コンテンツに含まれる知的財産権はお
客様が保持します。お客様は、当社に対し、本コンテンツを使⽤する、世界的かつ⾮独占的
な、無償の、永続的な、取り消し不可能なライセンスを付与するものとします。 

このライセンスにより、お客様は当社に対し、以下の使⽤を許諾します。 

①お客様の本コンテンツを処理、複製、編集に使⽤すること（たとえば、お客様が本デバイ
スで録⾳したデータを当社のシステムに保存し、本サービスからアクセスできるように
する） 
②お客様の本コンテンツに修正を加えること（形式の変更、テキストの⽣成など） 

当 社 に よ る 、 本コンテンツの 使 ⽤ は 、 い か な る 場 合 も 、 プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー
（https://www.iflytek.co.jp/policies/privacy_a1j/）にしたがって⾏われます。 

（２）⽬的 
このライセンスは、以下の⽬的に限定して適⽤されます。 

①本サービスを提供し改善するため。 

本サービスを機能させ、また新しい機能や機能性をもたらすことを可能にするために
適⽤されます。これには、⾃動化されたアルゴリズムを使⽤してお客様の本コンテンツ
を分析することも含まれます。これは当社による分析がすべての本コンテンツに対し
て発⽣することを意味するものではありません。 

②スパム、不正なソフトウェア、および違法なコンテンツを検出するため 
③データの構造を認識するため（たとえば、⾳声認識精度を向上させるため） 
④オンデマンド、データ送信、広報等のサービスを提供するため（たとえば、優待情報を本
ソフトウェアでポップアップウィンドウの形でお客様に表⽰するため） 
⑤本規約に準拠する形で、当社の新しい技術およびサービスを開発するため。 



 

 

（３）適⽤対象外 
このライセンスは、お客様が送信するサービス向上のためのフィードバックやサービス全
般に関するご質問等に関する本コンテンツには適⽤されません。 

 

2. サービス内のソフトウェア 
2-1. 本ソフトウェアの内容 
本サービスは、本ソフトウェアを介して、本デバイスを⽤いてお客様が録⾳したデータのテ
キストの⽣成、およびその他の機能を提供します。提供される具体的なサービスは、本ソフ
トウェアのバージョンによって異なる場合があります。 

2-2. オープンソースソフトウェア 
本ソフトウェアおよび本サービスには、オープンソースライセンス下に置かれているソフ
トウェアまたはその派⽣物（以下「オープンソースソフトウェア」）が含まれる場合があり
ます。お客様は、本デバイスおよび本サービスをご利⽤の際、オープンソースソフトウェア
のライセンス条件にも同時に従うことに同意したものとみなされます。本規約と各オープ
ンソースライセンスとで⽭盾が発⽣した場合、⽭盾する該当箇所に限り、当該オープンソー
スライセンスの内容が優先して適⽤されます。 
2-3. 本サービスの配信 
本サービスに含まれるモバイルアプリケーションは、Apple iOS⼜は Android 等のアプリ配
信プラットフォームを使⽤して配信されます。お客様は使⽤するスマートフォンデバイス
に応じた配信プラットフォームから本サービスのアプリケーションを取得することができ
ます。 
お客様が、本サービス内で課⾦決済を⾏った場合、お客様が利⽤しているデバイスに応じて、
第三者（Apple Inc.または Google LLCが含まれるが、これに限られない。）の決済に関する
規約に同意していることが前提であり、お客様は、同規約を遵守するものとします。 
2-4. 本ソフトウェアの性質 
お客様は、⾮営利⽬的のために、単⼀のデバイス機器を使⽤して本ソフトウェアをダウンロ
ード、インストール、使⽤、ログインすることができます。本サービス内の本ソフトウェア
は⾮独占的かつ、個⼈的な、譲渡不可能な性質を備えています。 

また、お客様は、⾮営利⽬的のために、スマートフォンデバイスを使⽤して本サービスをダ
ウンロード、インストール、使⽤、ログインすることができます。 

本規約に明⽰的に記されていない権利は、当社に留保されています。当社が前述の権利を⾏
使しない場合でも、その権利の放棄を意味するものではありません。ただし、当社が書⾯に
より認めた場合、または適⽤される法律により認められている場合は、この限りではありま
せん。 



 

 

2-5. 本ソフトウェアの形態 
お客様は、クライアントの形で本デバイスを介して本ソフトウェアを使⽤することができ、
同時に当社は、お客様が使⽤する本ソフトウェアを提供します。  

お客様の使⽤する本デバイス、本ソフトウェア等のバージョンに合わせて、お客様において
本ソフトウェアのバージョンを選択する必要がある場合、お客様の選択した本ソフトウェ
アのバージョンによっては、かかる本ソフトウェアがお客様の本デバイス上で正常に使⽤
できないことがあります。 

お客様が第三者から本ソフトウェアを⼊⼿した場合、または本ソフトウェアと同名のイン
ストールプログラムを⼊⼿した場合、当社は本ソフトウェアが正常に使⽤できることを保
証するものではなく、お客様に⽣じた損失、損害等についても保証するものではありません。 

当社は、ユーザー体験を向上させ、本ソフトウェアの内容を改善するために、新しいソフト
ウェア機能を開発し、本ソフトウェアのアップデートをお客様に提供する場合があります
（これらのアップデートは、本ソフトウェアの置き換え、修正の形あるいはバージョンアッ
プの形で⾏われる場合があります）。 

新バージョンのリリース後、旧バージョンの本ソフトウェアが使⽤できなくなる場合があ
ります。当社は、旧バージョンの本ソフトウェアや対応する本デバイスが引き続き使⽤でき
ることを保証するものではありません。当社は、お客様による新バージョンへのアップデー
トの拒否または中断に起因してお客様に⽣じた損失、損害等について、⼀切の責任を負わな
いものとします。 

2-6. 本サービスの形態 
お客様は、お客様が所有するスマートフォンデバイスを介して本サービスを使⽤すること
ができ、同時に当社は、スマートフォンアプリ配信プラットフォームを介してお客様が使⽤
する本サービスを提供します。  

お客様は、本サービスを利⽤するにあたり、携帯電話機、通信機器、通信⼿段及び電⼒など
をお客様の費⽤と責任で⽤意するものとし、その利⽤にかかる費⽤はお客様が負担するも
のとします。当社は、本サービスが全ての携帯端末に対応することを保証するものではあり
ません。なお、タブレット端末による利⽤は可能ですが、⾮推奨となっています。本サービ
スは全てのスマートフォン⽤ OS に対応しているわけではありません。お客様において、当
社が別途指定する OS を確認するものとします。 

当社は、ユーザー体験を向上させ、本サービスの内容を改善するために、新しいクラウドサ
ービスおよびモバイルアプリを開発し、アップデートをお客様に提供する場合があります
（これらのアップデートは、モバイルアプリの置き換え、修正の形あるいはバージョンアッ
プの形で⾏われる場合があります）。 



 

 

新バージョンのリリース後、旧バージョンの本サービスが使⽤できなくなる場合がありま
す。当社は、旧バージョンの本サービスが引き続き使⽤できることを保証するものではあり
ません。当社は、お客様による新バージョンへのアップデートの拒否または中断に起因して
お客様に⽣じた損失、損害等について、⼀切の責任を負わないものとします。 

3. 本サービスの使⽤ 
3-1. アカウントの登録 
本デバイスおよび本サービスを使⽤する場合は、アカウントの登録が必要になります。たと
えば、本サービス上にオーディオファイルをアップロードするためには、アカウントが必要
になります。アカウントの登録は本サービス上から⾏います。アカウントはお客様が保有し
ているメールアドレス、もしくは Google アカウント、Apple IDを使⽤して登録することも
できます。いずれの場合でも、当社はメールアドレス情報に紐づける形でお客様のアカウン
トを管理いたします。 

お客様は、ご⾃⾝のアカウントとパスワードの機密性を維持し、アカウントへのアクセスを
制限する責任があり、ご⾃⾝のアカウントまたはパスワードを⽤いて⾏うことに責任を負
います。お客様は、お客様のアカウントに法令違反、不正使⽤、不正使⽤の疑いのある不正
⾏為があった場合、速やかに当社に通知するものとし、これらの要件を遵守しなかったこと
によりお客様に⽣じた損失、損害等について、当社は⼀切の責任を負いません。 

3-2. ⽬的 
本ソフトウェアおよび本サービスはお客様が本コンテンツをアップロード、保存、共有、編
集することのみを⽬的として使⽤されます。本ソフトウェアおよび本サービスを介して送
信された任意の本コンテンツ、または他の利⽤者から提供された本コンテンツについては、
お客様が⾃ら判断し、お客様は、本コンテンツの正確性、完全性、有⽤性等に起因する損失、
損害等のリスクを含め、それらの利⽤から⽣じる責任を負います。 

3-3. 使⽤環境 
お客様は、本デバイスの使⽤には、Wi-Fi接続等のデータ通信環境の整備が必要であること
を承諾します。本デバイスの使⽤に必要なWi-Fi接続等の通信環境は、お客様の費⽤と責任
において準備し、維持するものとし、当社はお客様が⾏う通信環境の設置や操作について⼀
切関与せず、お客様に対するサポートも⾏いません。また、本デバイスは Bluetooth通信に
よってスマートフォンデバイスと接続します。 

4. 返品 
購⼊した本デバイスに不備・不具合等があるかないかに関係なく、次の全ての事項を満たす
場合に限り、お客様都合により本デバイスを返品することができます。 

・当社製品であること 



 

 

・未開封・未開梱であること 
・受注⽣産商品でないこと 
・キズや破損が⽣じた商品でないこと（当社の責によるものは除く） 
・購⼊後 8 ⽇以内に当社が指定する⽅法で当社に連絡すること 
・上記の連絡⽇から数えて 15 ⽇以内に、送料をお客様が負担のうえ、当社が指定する住所

に返送すること 

ただし、返品された本デバイスの代⾦の返⾦⽅法、または返⾦額は、お客様に本デバイスを
販売した販売元により決定され、当社は返⾦の可能性について⼀切保証しません。本デバイ
スを使⽤された後は、本デバイスの保証書に定める他は、返⾦または交換には応じられませ
んのでご了承ください。 

5. 終了 
5-1. お客様による終了 
お客様は、本ソフトウェアを使⽤するための指⽰に従うことにより、いつでもアカウントを
削除または本サービスの利⽤を終了することができます。お客様がアカウントを削除した
後、当社は、お客様のアカウント内で保存されていた本コンテンツを削除します。お客様は
アカウントを削除した場合、当該アカウントに関連する本デバイスおよび本サービスの機
能の⼀部または全部に接続することができなくなります。本サービスの利⽤の終了前にお
客様が当社に⽀払った料⾦について、当社は、当社が書⾯により認めた場合、または適⽤さ
れる法律により認められている場合を除き、払い戻さないものとします。 

5-2. 当社による終了 
当社は、30 ⽇前の通知（電⼦メールまたは書⾯による通知）をすることにより、本サービ
スの全体もしくはその⼀部、またはお客様のアカウントを終了する場合があります。上記の
通知は、サーバ、通信回線もしくはその他の設備の障害、故障の発⽣もしくはその他の事由
に対処するため、サービスシステムの保守、点検、修理、変更を定期的にもしくは緊急に⾏
うため、または⽕災、停電、地震、噴⽕、洪⽔、津波などの天災や、戦争、変乱、暴動、騒
乱、労働争議、⼤規模な感染症などその他不測の事態のために通知することが現実的でない
場合を除き、本規約の定めにしたがって提供されます。当社は、本項にしたがってなされた
本サービスの終了について、お客様に対して⼀切の責任を負いません。 

6. 免責 
当社は、できる限り⾼い品質を保つように努めております。しかし、当社は、本サービスに
ついて、正確性、完全性、最新性を保証しません。また、お客様にとっての有⽤性、お客様
がサービスを受ける⽬的への適合性、またはお客様もしくは第三者の知的財産権などの権
利の⾮侵害性に関して、当社はいかなる明⽰または黙⽰の保証または約束を⾏うものでは
ありません。 



 

 

特定または任意の場所における本デバイスの操作に必要なサービス、データ接続の可⽤性
や品質に関して、当社はいかなる明⽰または黙⽰の保証または約束を⾏うものではありま
せん。 

本ソフトウェアおよび本サービスに含まれるオープンソースソフトウェアへのアクセスま
たは利⽤は、当該第三者が別途定めるオープンソースソフトウェアの利⽤規約等の制限事
項や限定事項の適⽤を受けるものとし、当社は、当該第三者によるライセンス条件の内容お
よび変更に関連する⼀切の責任を負わないものとします。 

7. 法的責任 
当社は、お客様が本デバイスおよび関連資材、ならびに本サービスの使⽤により、第三者と
の間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を⽣じた場合であって
も、いかなる責任を負いません。 

本デバイスおよび関連資材、ならびに本サービスの使⽤に関連して、お客様もしくは第三者
が被った偶発的な損害、または司法⼿続、その他の紛争解決の過程においてお客様もしくは
第三者に⽣じた費⽤に関しても、当社は⼀切の責任を負いません。 

お客様が本デバイスや本サービスのアカウントを転売しまたは第三者へ有償で貸与した場
合には、当社が当該第三者に本デバイスを売却、または有償で貸与したときに得られる利益
の額の相当⾦額を当社の損害とします。 

ビジネス⽬的で本デバイスおよび本サービスを利⽤するお客様（個⼈および組織を含みま
す）に対しては、適⽤法により認められる範囲内で以下が適⽤されます。 

・お客様は、お客様⾃⾝による本サービスの不正利⽤、または本規約への違反に起因また
は関連する第三者によるあらゆる法的⼿続きについて、当社を補償するものとします。
この補償は、請求申し⽴て、損失、訴訟費⽤などあらゆる法的責任または費⽤が対象と
なります。 

・当社は、お客様の利益、収益、事業機会、業務上の信⽤、もしくは期待された節約の損
失、間接的損害、結果的損害、または懲罰的損害の法的責任を負うことはないものとし
ます。 

・お客様またはその他第三者に対する当社の損害賠償責任は、適⽤される法令により認め
られる範囲内で、本デバイスおよび関連資材、ならびに本サービスの購⼊代⾦の総額を
上限とします。 

8. 問題解決の措置 
当社は、下記（１）および（２）の措置を講じる前に、お客様に対して 30 ⽇前の通知（電
⼦メールまたは書⾯による通知）を⾏い、措置を講じる理由を説明します。ただし、事前の



 

 

通知が以下の事態につながると当社が合理的に判断した場合を除きます。 

・お客様、第三者、または当社に損害または法的責任が及ぶ 
・法律または裁判所の命令に違反する 
・当社のサービスの運⽤、完全性、情報セキュリティに⽀障をきたす 

（１）お客様のコンテンツの削除 
当社は、お客様もしくは第三者の権利を保護する必要があると合理的に判断した場合、法的
要件もしくは裁判所に要求された場合、または次のいずれかに該当する場合、当該本コンテ
ンツの⼀部または全部を⾮表⽰、または削除する権限を有します。 

・児童ポルノ、⼈⾝売買、⼈種差別、テロリズム、その他あらゆる法令に反するもの、ま
たは、ソフトウェアウイルス、政治的主張、商業⽬的の勧誘、チェーンレター、メール
の⼤量送信やいわゆる「迷惑メール」を含むもの 
・未成年者の適法な権利利益を侵害し、またはその⼼⾝の健康を害するもの 
・プライバシー、名誉、肖像権、知的財産権、営業秘密など第三者の正当な権利利益を侵
害するもの 

（２）お客様による本サービスの利⽤の⼀時中断または終了 
当社は、次のいずれかに該当する場合、本ソフトウェアおよび本サービスの利⽤を⼀時中断
もしくは終了する権利、お客様への本ソフトウェアの使⽤許諾を解除する権利、またはお客
様のアカウントを削除する権限を有します。 

・本規約に著しくまたは繰り返し違反した場合 
・法的要件または裁判所の命令に従って当社が上記の対応をとる必要がある場合 
・お客様の⾏動（ハッキング、フィッシング、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、
逆アセンブル、改ざん、不正利⽤、妨害、窃盗、盗⽤、虚偽情報の提供など）が、特定
のお客様、第三者、もしくは当社に損害を与えた、または法的責任を発⽣させたと当社
が合理的に判断した場合 

本ソフトウェアおよび本サービスの利⽤停⽌措置が採られ、または本ソフトウェアの使⽤
許諾が解除されたことにより、お客様に損害が発⽣した場合でも、当社は⼀切の責任を負い
ません。 

本規約の知的財産権（1−4）、免責（6）、法的責任（7）、準拠法、管轄裁判所、および本規
約の取り扱い（9）の各規定は、理由の如何を問わず、本規約の終了、本ソフトウェアもし
くは本サービスの終了もしくは利⽤停⽌、お客様に対する本ソフトウェアの使⽤許諾の解
除、またはお客様のアカウントの削除の後も存続するものとします。 

9. 準拠法、管轄裁判所、および本規約の取り扱い 



 

 

9-1. 準拠法 
本規約は、法の抵触のルールにかかわらず、⽇本の法律に準拠するものとします。 

9-2. 管轄裁判所 
本規約に起因する請求、訴訟、または紛争が⽣じた場合、当社の所在地を管轄する地⽅裁判
所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。お客様は、フォーラム・ノン・コンビニエン
ス（不便宜な法廷地）や類似する原則に基づく全ての主張または請求を放棄したものとみな
します。 

9-3. 本規約の取り扱い 
本規約の⼀部が管轄権のある裁判所により実⾏不能と判断された場合は、当該⼀部は可分
であるとみなされ、それ以外の規約の有効性および拘束⼒に影響を及ぼすことはありませ
ん。 

本規約の定めは、お客様が販売元との間で別途異なる定めを置くことを妨げるものではあ
りません。 

本規約は、法令の改正または当社の事情によって、当社が変更することがあり、お客様が本
デバイスを継続して使⽤する限り、お客様はそれに同意したものとみなします。最新の利⽤
規約は、https://www.iflytek.co.jp/policies/terms_a1j/をご覧ください。 

10. 所在地・連絡先 
⽇本でのお問い合わせ先 
iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社 
〒104-0031 東京都中央区京橋 2-12-9 ACN京橋ビル 7F 

2021年 4⽉ 1⽇ 
iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社 


