
 

 

サービスライセンス証書 
パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社（以下「弊社」といいます）は、このサービスライセンス証書（以下「ライセンス証書」といいます）を保有されるお客様（以下「お客様」と

いいます）に対して、下記「ライセンス証書」および「サービス使用許諾契約書」の記載内容に同意いただき従うことを前提として、本サービスを利用することを許諾いたします。 

  

本サービス 名刺認識 ／  免許証認識 ／ 領収書/レシート認識 ／ QR コード認識 

初期登録料  

サービス利用料 

（及びその算定方法） 

 

課金単位  

サービス利用料の支払方法  

最低利用期間満了日  

お客様情報 法人名  部署名・部門名  

住所  

その他特記事項  

 

【特記事項】 

発効日（使用許諾日）            お客様コード 

           年   月   日                       

パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社 

 

サービス使用許諾契約書                                  

 

パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社（以下「弊社」という）とお客様は、弊社が提供する「クラウド OCR サービス」（以下「本サービス」という）の使用をお客様へ許諾することに関して、本契

約を締結する。 

 

第１条（定義）  

本契約における用語の定義は、次の通りとする。 

（１）「本サービス」とは、第２条の規定に基づき、クラウドサーバーを介して使用される開発用 OCR

ツールとしてのプログラムからなるライブラリ機能の一切のうち、ライセンス証書に記載された機能

をいう。 

（２）「関連資料」とは、本サービスに関して提供される API ユーザーズガイド等その他弊社によって

提供されるドキュメント類をいう。 

（３）「アプリケーション製品」とは、お客様又はお客様の顧客等その他第三者（以下「顧客等」という）

へ提供するために、お客様により開発・制作・製品化された本サービスの全部又は一部を組込んだ

ソフトウェアの一切をいう。 

（４）「ライセンス」とは、ライセンス証書記載のとおりに本サービスをお客様が利用（本サービスの使

用及び本サービスの使用に関連した一切の事由をいい、以下同じ）することによってアプリケーショ

ン製品を開発・制作・製品化してそれを頒布・販売することができる権利をいい、その詳細は、第２

条第１項（１）号から（３）号までの各号に定めるものとする。 

（５）「許諾者」とは、本サービスの一部に第三者マテリアルが含まれる場合、当該第三者マテリア

ルを販売・頒布し再使用許諾することを弊社に許諾した者をいう。但し、許諾者といえども著作権者

とは限らない。 

（６）「API キー」とは、「本サービス」を利用させるために弊社からお客様へ交付される情報技術上

の符号をいう。 

（７）「利用期間」とは、本契約により本サービスをお客様が利用できる期間をいう。 

 

第２条（権利の許諾）  

弊社は、本契約の締結をもって、日本国内において利用期間の間、次の各号の譲渡不能かつ非

独占的な権利をライセンス証書記載のとおりにお客様へ許諾する。 

（１）アプリケーション製品の開発・制作・製品化のために、お客様の構内において、下記①から③

の行為を行うこと。なお、お客様が、アプリケーション製品の開発・制作・製品化の全部若しくはその

一部を第三者に委託し、又は請負わせる場合に限り、本号の行為をお客様の責任で、当該委託先

（以下「委託先」という）に行わせることができるものとする。また、この場合、お客様の構内には委

託先の構内も含まれるものとする。 

 ①本サービスを利用すること 

②API キーを複製すること 

③関連資料を使用すること 

（２）前号で製品化したアプリケーション製品の販売・頒布をすること。また、販売・頒布を通して本サ

ービスを市場へ流通させること 

（３）販売・頒布したアプリケーション製品を介しての使用に限り、顧客等へ本サービスを使用する権

利を再許諾すること。ただし、この場合、お客様は再許諾した当該顧客等の本サービスの使用にあ

たり、連帯してその責任を弊社に対し負うものとする。 

２．本サービスに関する著作権その他の全ての権利は、弊社又は許諾者に帰属し、いかなる場合

でも弊社又は許諾者からお客様に移転するものではなく、お客様は、当該事実を顧客等へ告知し

なければならない。 

３．弊社は、本条で明記されたこと以外のいかなる権利も本契約によりお客様に許諾したものでは

なく、お客様は、直接か間接かを問わず本サービスの全部又はその一部に関して次の各号の行為

（そのおそれのある行為を含む）を行ってはならず、また、アプリケーション製品を利用する委託先

及び顧客等へも行わせてはならず弊社に対してその責を負うものとする。なお、本項の規定に反し

た場合、弊社はお客様の本サービスの使用をただちに差し止めるものとし、当該差し止めによって

生じた損害について、弊社は一切の責を負うものではく、お客様はこれを承諾するものとする。 

（１）リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルなどの技術的な分析・解析行為 

（２）弊社から本契約によって許諾されていない、改竄、転載、複製、解析、改変、翻訳、再頒布、貸

与、販売等その他一切の行為 

（３）弊社又は第三者の著作権等その他権利、財産、名誉及びプライバシー等を侵害する行為 

（４）弊社又は第三者に不利益又は損害を及ぼす行為 

（５）公序良俗に反する行為 

（６）本サービスに関連してコンピューターウイルス等その他有害なプログラムを使用又は提供する

行為 

（７）弊社が提供する API キー、関連資料等又は本サービスを不正に使用する行為 

（８）本サービスの運用を妨げる行為 

（９）本サービスの信用を毀損する等その他弊社が不適切と判断する行為 

４．お客様は、本条の許諾において本サービスが原子力・核関連施設、航空機の航行制御若しくは

航空交通管制システム、又は生命維持装置等の生命への危険をもたらす環境下におけるオンライ

ン制御装置にかかる使用のために設計、製造されたものではなく、また使用することを許諾したも

のではないことを了知し、当該生命の危険をもたらすシステムを構築することを目的として利用して

はならないものとし、その旨についてアプリケーション製品を利用する委託先及び顧客等へも周知

するとともに同意させなければならない。 

 

第３条（本サービスの利用）  

お客様は、ライセンス証書に記載のとおり、前条の許諾に基づき本サービスを利用（本サービスの

使用及び本サービスの使用に関連した一切の事由をいい、以下同じ）することができる。なお、本

サービスは月単位での利用とする。 

２．お客様は、弊社所定の「サービス購入申請書」に必要事項を記入の上で発注書類に添付し弊

社へ送付することにより、本サービスの利用を弊社へ申し込み・申請するものとする。なお、この

「サービス購入申請書」の申請日を本サービスの利用を申請した日（以下「申請日」という）とする。 

３．前項の本サービス利用の申し込み・申請を弊社が承諾の上でライセンス証書を発行したときを

もって、弊社とお客様の間で本契約は成立し、弊社はお客様へ当該利用の開始に必要な手続き等

その他方法について通知するものとする。 

４．お客様は、前項の弊社の通知に従って手続き等を行うこと及び利用開始にかかる手数料（以下

「初期登録料」という）を弊社へ支払うことを条件として、本サービスを利用することができる。なお、

申請日の属する月の翌月末日まで、お客様は本サービスを初期登録料の支払いを除いて無償で

利用することができ、この無償で利用することのできる期間（以下「無償期間」という）は弊社の判断

で随時延長できるものとする。 

５．お客様は、交付された API キー及び関連資料を善良なる管理者の注意をもって管理し、本サー

ビスを利用するために必要な準備（ハードウェア・ソフトウェア・通信回線等その他一切の環境・設

備をいう）を自らの費用と責任で行わなければならず、顧客等のアプリケーション製品を介しての本

サービスの利用においても同様とする。 

６．弊社は、お客様が次の各号の一に該当した場合、本条の承諾を取り消し又は撤回することによ

り本契約を解除することができ、当該行為の結果について何らの責も負わないものとする。 

（１）お客様が実在しない場合又は本サービス利用の申請にかかる事項に虚偽がある場合 

（２）お客様が過去に本契約に違反した事実又は弊社に対し何らかの重大な背信行為を行ってい

た事実があった場合 

（３）弊社の指定する期日までに登録手数料が弊社に支払われなかった場合 

（４）その他弊社が本サービスの利用を不適当と認めた場合 

 

第４条（対価及び支払い）  

お客様は、本サービスの利用において、本サービスの利用料（以下「サービス利用料」という）及び

初期登録料を弊社へ支払うものとする。 

２．お客様は、本サービスの利用開始にあたり、弊社が定めた期日までに初期登録料を弊社へ支

払うものとする。 

３．お客様は、無償期間経過後、ライセンス証書によって定められた対価として本サービスの利用

料（以下「サービス利用料」という）を、ライセンス証書の記載に従い、課金の単位（以下「課金単位」

という）ごとに弊社へ支払うものとする。 

４．お客様から弊社へ支払われた初期登録料及びサービス利用料は、いかなる事由によっても一



 

切返還されないものとする。 

 

第５条（報告・調査等） 

お客様は、その求めに応じて弊社が定める方法によってライセンスの帳簿と記録を正確に作成し

て弊社へ提出して報告するとともに、本契約の有効期間及び本契約の終了後２年間保管しなけれ

ばならない。ただし、弊社が不要と認めるときはこの限りではない。 

２．弊社は、必要と認めた場合、３０日前に書面でお客様に通知の上、前条の支払に関する事項、

その他本契約の順守状況に関する調査のため、自ら又はその指定する者をして、お客様の通常の

営業時間帯に、乙の事務所で調査及び関係資料の謄写・閲覧等をすることができるものとする。 

 

第６条（免責及び保証） 

本サービスはベストエフォートでかつ現状有姿での提供であり、お客様の責任において利用される

ことに鑑み、弊社の過失の有無に関わらず、いかなる請求原因であっても、その利用において弊社

はその一切の責を負わないものとする。ただし、第７条に関する責任についてはこの限りではな

い。 

２．お客様は、アプリケーション製品での本サービスの顧客等の利用に関して弊社及び第三者に対

しその一切の責任を負うものとし、当該顧客等又は第三者に対し弊社を免責させなければならな

い。 

３．お客様は、弊社が次の各号の事由により本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中止で

きることについて、承諾するものとする。 

（１）本サービス用施設等の追加、変更、保守又は工事等により本サービスの提供が困難となった

場合 

（２）天災地変などの不可抗力に起因して本サービスの提供が困難となった場合 

（３）お客様がサービス利用料を期日までに支払われなかった場合（なお、当該支払いにおいて報

告等が必要な場合は、その未実施も含む） 

（４）不正・違法な利用等その他本サービスの運用を妨げる行為が行われたと弊社が判断した場合 

４．お客様は、本サービスのお客様の利用に関し、弊社が本条記載のほか何ら一切の保証を明示

又は黙示のいずれによっても行うものではないことを、承諾したものとする。 

 

第７条（著作権侵害に対する責任）  

本サービス自体が日本国内の第三者の著作権を侵害しているとして、お客様が第三者から請求を

受け、又は第三者との間で著作権に関する紛争（以下、「著作権紛争」という）が生じた場合、お客

様が次の各号の全てを履行している場合に限り、弊社はお客様が当該第三者に直接支払った損

害賠償額、及びその解決の為にお客様が支出した弁護士費用を支払われたサービス利用料の金

額を上限としてお客様に支払うものとする。但し、弊社が自己の責任と費用負担において当該第三

者との紛争を解決する旨をお客様に通知したときはこの限りではない。 

（１）お客様が第三者から請求を受け、又は第三者との間で著作権紛争が生じた日から２週間以内

に、当該請求、紛争の事実及び内容を弊社に通知すること 

（２）お客様が第三者との交渉又は訴訟の追行に関し、弊社に対して実質的な参加の機会及び全

ての決定の権限を与え、並びに必要な援助をすること 

（３）お客様の訴訟における判決が確定し、又は弊社の承諾を得て裁判上若しくは裁判外の和解に

至ること 

２．前項の規定に拘らず、本プログラムと他のソフトウェア（顧客等製品を含む）若しくは装置との組

み合わせ、本サービスの現状・内容の変更及びその他弊社の責に帰し得ない事由に起因して第１

項に定める請求又は著作権紛争が生じた場合は、お客様が自己の責任と費用負担で処理解決す

るものとする。 

３．本サービスに関する第三者の著作権の侵害に対して、第１項に定める措置を講じることをもって、

弊社は契約上及び法律上その他名目の如何を問わず一切の責任を免れるものとし、著作権以外

の他の知的財産権及び利益の侵害に対して弊社は責任を負わないものとする。 

 

第８条（機密保持） 

１．弊社及びお客様は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上の事実・資料・デー

タ・ノウハウ等の一切の情報（以下、これらを総称して「機密情報」という）を、本契約における権利

行使又は本契約にかかる債務を履行する目的以外に使用してはならず、機密情報を善良な管理

者の注意義務をもって機密に保持・管理し、事前に相手方から書面による承諾を得ることなく、第

三者に開示・漏洩しないものとする。但し、次の各号のいずれか一つでも該当するものについては、

この限りでないものとする。 

（１）知得時に、既に公知のもの、又はその後自己の責によらず公知となったもの 

（２）知得時に、適法にかつ機密保持義務を負うことなく自己が有していたもの 

（３）受領者が、正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手したもの 

（４）開示者の機密情報に依拠せずに受領者が独自に開発、作成したもの 

（５）裁判所、行政機関等から法令、判決、決定、命令等に基づき、開示を強制されたことにより、受

領者が当該裁判所、行政機関等に対して機密情報の開示を余儀なくされたもの。 

２．お客様は、前項の弊社の機密情報を、知る必要のある自己の役員、従業員・派遣社員・契約社

員及び顧客並びに委託先に対してのみ、最小限の範囲で開示することができるものとし、それ以外

には開示しないものとする。なお、顧客及び委託先に開示する場合には、お客様は、顧客及び委

託先に前項に基づく義務を課し、これを順守することについて弊社に対して連帯して責任を負う。 

 

第９条（有効期間） 

１．本契約はその解約まで有効に存続する。ただし、本契約の締結日から弊社とお客様との協議に

より定められた一定の期間（以下「最低利用期間」という）を経過するまでの間は、解約することが

できないものとする。 

２．お客様は、弊社所定の「クラウド OCR サービス解約通知」に必要事項を記入して弊社へ提出・

通知することにより、当該提出・通知のあった日の属する月の翌月末をもって、本契約を解約する

ことにより本契約および本サービスを終了させることができる。ただし、当該解約のあった日が、最

低利用期間満了日に至らない日であった場合、最低利用期間満了日までの残期間及びその事情

に応じて弊社と協議の上、所定の違約金を弊社へ支払うものとする。 

３．本条による本契約終了時点でお客様の弊社に対する対価の支払い義務が存する場合は、当

該範囲に限り、本契約の終了後も本契約の規定が引き続き適用されるものとする。 

 

第１０条（解除） 

１．弊社又はお客様は、相手方が本契約における何れかの条項に違反し、書面による催告後３０

日以内に当該違反が是正されないときは、本契約を解除し、かつこれにより被った損害の賠償を当

該相手方に請求できるものとする。 

２．前項の規定に拘らず、弊社又はお客様は、相手方が次の何れか一つでも該当した場合は、催

告その他何等の手続きも要することなく、直ちに本契約を解除し、かつこれにより被った損害の賠

償を当該相手方に請求できるものとする。 

（１）第三者より仮差押・仮処分・差押・強制執行若しくは競売の申立又は公租公課滞納処分を受け

たとき 

（２）破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け又

は自らこれを申立てたとき 

（３）振出した手形・小切手を不渡りとし、又は一般の支払いを停止したとき 

（４）解散・合併・減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき 

（５）監督官庁から営業の取消又は停止等の処分を受けたとき 

３．お客様は、第１項に定める契約の解約がなされた場合、若しくはお客様が前項の各号のいずれ

かに該当した場合、お客様は弊社から通知・催告を受けなくても、弊社に対する一切の債務の履行

につき期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく債務全額を弊社へ支払うものとする。 

 

第１１条（存続条項） 

本契約が終了した後といえども、第４条乃至第８条、第９条第３項、第１０条第３項、第１２条、第１４

条乃至第１８条及び本条の規定はなお有効に存続するものとする。 

 

第１２条（契約終了後の措置） 

お客様は、本契約が終了した場合、弊社から交付された API キーおよび本サービスに関連するマ

ニュアル・ドキュメント類等ならびにこれらの複製したものを弊社の指示に従い弊社へ返却するか

若しくは第三者が復元し判読できないレベルまで破壊、削除、消去、等の処理を施したうえで破棄

するものとする。 

 

第１３条（サポートの内容） 

１．弊社は、お客様に本サービスを納入した日から下記サポートサービスをお客様へ提供するもの

とする。  

 【サポートサービス内容】 

受付時間 
月曜日～金曜日  ９：００ ～ １７：００  
※土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」で定める休日、 

年末年始および別途弊社が指定する休日を除きます。 

受付方法・窓口 メール（*****@ml.jp.panasonic.com） 

サービス内容 本サービスの内容に関する照会及び障害に関する事項の分析・調査 

特記事項 

このサポートサービスは、お客様の特定の問題の解決を保証するもので

なく、以下の事項はこのサポートサービスの内容に含まれない。 

①利用方法についての技術上のコンサルティング・技術支援 

②認識精度等品質そのものに関する問い合わせへの回答 

③本サービスと他のプログラムや装置との組み合わせに起因して生じた

事由に関しての問い合わせへの回答 

④関連資料に記載された操作方法及び稼働環境以外の使用に起因して

生じた事由に関しての問い合わせへの回答 

⑤本契約に反した使用又は利用に起因して生じた事由に関しての問い

合わせへの回答 

２．弊社は、自己の責任と費用負担によりお客様へのサポートサービスの提供を自己の指定する

第三者（以下、「再委託先」という）に委託することができるものとする。なお、弊社は技術サービス

の受付・実施の全部又は一部を再委託先に委託する場合、当該再委託先に本契約に基づき弊社

が負担する義務と同一の義務を負担させるものとする 

３．前項に定めるサポートサービス以外の技術サービス等の提供については、別途有償とし、かか

る契約を締結するものとする。 

 

第１４条（合意管轄） 

本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合、弊社及びお客様は、東京地方裁判所を第一審の専属

的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。 

 

第１５条（権利の譲渡等の禁止） 

弊社及びお客様は、本契約に定める場合を除き、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、

本サービスを使用する権利、その他本契約上の権利若しくは義務をいかなる第三者にも譲渡する

ことができないものとする。 

 

第１６条（輸出規制） 

お客様は、米国及び日本国の輸出関連法規（以下「輸出関連法規」という）のすべてを遵守し、API

キー、関連資料、本サービス及びアプリケーション製品を、輸出関連法規に違反して、直接間接を

問わず輸出しないことを保証するものとする。 

 

第１７条（企業の社会的責任） 

１．弊社及びお客様は、それぞれ自らが反社会的勢力（「暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体等をいう）でないこと、反社会的勢力でなかった

こと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損

し若しくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと及び相手方の主要な出資者又は役

職員が反社会的勢力の構成員でないこと、を表明し、これを保証する。なお、お客様は、本項の規

定をお客様の取引先にも順守させるものとする。 

２．弊社及びお客様は、前項に対する違反を発見した場合、直ちに相手方へその事実を報告する

ものとする。 

３．弊社及びお客様は、相手方が第 1 項の規定に違反した場合、催告その他何らの手続を要する

こともなく、本契約の全部又は一部を解除できるものとする。 

４．弊社及びお客様は、前項の規定により本契約の全部又はその一部を解除したことで相手方に

損害が生じても、これを賠償しないものとする。 

 

第１８条（準拠法） 

本契約の成立及び解釈については、日本法に準拠するものとする。 

 

第１９条（協議解決） 

本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に関して疑義が生じた事項については、相互に誠意

をもって協議し、これを解決するものとする。 

 

 

 

以 上

 


