Lyric Speaker サービス利用規約

本規約は、株式会社 SIX 及び株式会社 SIX の子会社（以下、総称して「SIX」とします）とお客様との間での Lyric Speaker（以下「本製品」とします）
が提供する、本製品のディスプレイ上で歌詞及びモーショングラフィックを演出表示するサービス（以下「本サービス」とします）の利用の許諾に関する条件を
定めるものです。本サービスをご利用いただくには、本規約に同意いただく必要がございます。尚、お客様による本サービスの利用開始をもって、本規約にご同
意いただいたものとみなします。

本サービスのご利用にあたって、お客様は本製品に付帯するソフトウェア（本製品、サーバー、スマートフォン上で動作するソフトウェアを指し、以下「本ソフトウ
ェア」とします）の使用に際して、以下のサービス使用許諾条件を遵守頂く必要がございます。本ソフトウェアの使用許諾条件を以下に記載しますのでお読み
下さい。なお、本ソフトウェアの中には、SIX 以外のソフトウェアの権利者が定める使用許諾条件を伴うソフトウェア（以下「対象外ソフトウェア」とします）が含
まれている場合があります。 対象外ソフトウェアのご使用は、各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。
また、本サービスのご利用にあたって、お客様は本製品上で表示される歌詞データ（以下、本ソフトウェアと併せて「本ソフトウェア等」とします）の利用につい
て許諾を得る必要があります。本規約第 1 条において利用許諾条件を記載していますのでお読み下さい。

第１条（使用/利用許諾）

1．SIX は、本ソフトウェア等について、お客様がお持ちの本ソフトウェアに対応したデバイス（以下「指定デバイス」とします）上で使用又は利用する、非独
占的な権利をお客様に許諾します。
2．本ソフトウェア等は、本規約に同意したお客様のみが使用又は利用する資格を与えられるものとします。
3．本ソフトウェア等の使用又は利用があった場合、当該使用又は利用によって生じた結果ならびにそれに伴う一切の責任については、使用又は利用を行う
お客様本人に帰属するものとします。

第２条（禁止事項）

１．お客様は、本ソフトウェア等の全部又は一部を複製、複写、譲渡、販売したり、これに対する修正、追加等の改変をすることはできないものとします。ま
た、本ソフトウェア等に含まれるトレードマークやその他の権利標記等の表示を削除したり、外観の変更をしてはならないものとします。
２．お客様は、別途明示的に承諾されている場合を除き、本ソフトウェア等を再利用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならない
ものとします。
３．お客様は、別途明示的に承諾されている場合を除き、本ソフトウェア等の一部又はその構成部分を本ソフトウェア等から分離して使用又は利用しないも
のとします。
４．お客様は、本ソフトウェアを用いて、SIX 又は第三者の知的財産権を侵害する行為を行ってはならないものとします。
５．お客様は、本ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
６．本ソフトウェアの使用に伴い、本ソフトウェアが自動的に本ソフトウェアで用いるためのデータファイルを作成する場合があります。この場合、当該データファイ
ルは本ソフトウェアと看做されるものとします。

７．お客様は、本ソフトウェア等を用いて、犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為を行ってはならないものとします。
８．お客様は、本ソフトウェア等を用いて、法令又は SIX 若しくはお客様が所属する業界団体の内部規則に違反する行為を行ってはならないものとします。
９．お客様は、本ソフトウェア等を用いて、SIX による本ソフトウェアの提供を妨害するおそれのある行為を行ってはならないものとします。
１０．お客様は、その他、当社が不適切と判断する行為を行ってはならないものとします。

第３条（データ等の保存に関する制限）

SIX は、本ソフトウェアを通じて取得した、あるいは、お客様がアップロードしたデータ等を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかるデータ等を保存
する義務を負うものではなく、かかるデータ等に滅失・毀損・削除又は変更等が生じた場合であっても、お客様に対して、一切責任を負わないものとします。

第４条（本ソフトウェア等の権利）

本ソフトウェア等に関する知的財産権等一切の権利は、SIX、SIX の関連会社又は SIX が本規約に基づきお客様に対して使用又は利用許諾を行うための
権利を SIX 又は SIX の関連会社に許諾した原権利者（以下「原権利者」とします）に帰属するものとし、お客様は本ソフトウェア等に関して本規約に基づ
き許諾された使用又は利用権以外の権利を有しないものとします。なお、本ソフトウェア等に関する著作権、意匠権、商標権、所有権、その他一切の知的
財産権は、SIX 又は SIX の提携先又はライセンサーに帰属します。

第５条（停止等）

１．SIX は、以下のいずれかに該当する場合には、お客様に事前に通知することなく、本ソフトウェアの使用の全部又は一部を停止、中断又は終了すること
ができるものとします。
(１) 本ソフトウェアに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(２) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(３) 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本ソフトウェアの運営ができなくなった場合
(４) その他、SIX が停止又は中断を必要と判断した場合
２．SIX は、SIX の都合により、本ソフトウェア等の提供を終了することができます。この場合、SIX はお客様に事前に通知するものとします。
３．SIX は、本条に基づき SIX が行った措置に基づき、お客様に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第６条（お客様の義務）

１．お客様は、本ソフトウェア等を使用又は利用してなされた一切の行為及びその結果について、責任を負うものとし、SIX は一切の責任を負いません。
２．お客様は、本ソフトウェア等の使用又は利用に関して第三者（国内外、お客様の資格を有する者であるか否かを問いません。また、第三者サービスの
提供者も含みます。以下同様とします。）から問合せ、クレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、自己の責任と費用をもって当該問い
合わせ、クレーム又は紛争を処理又は解決し、SIX からの要請に基づき、その経過及び結果を SIX に報告するものとします。

３．お客様は、本ソフトウェア等を使用又は利用するために必要な、コンピューター、その他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、お
客様の費用と責任において行うものとします。
４．お客様は自己の本ソフトウェア等の使用又は利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリ
ティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。
５．お客様は、本規約上の定めに反し、本ソフトウェア等の使用又は利用により SIX 又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって損
害を賠償するものとします。

第７条（本ソフトウェアによる指定デバイス等に関する情報の収集）

１．本ソフトウェア等の使用又は利用開始に伴い、本ソフトウェアが、指定デバイス、本ソフトウェア等、本ソフトウェアに関連するコンテンツ、対象外ソフトウェ
ア、及びお客様によるそれらの使用又は利用に関する次の各号に揚げる情報（以下「本情報」とします）を収集し、SIX に送信することがあります。SIX は
本情報を本条の規定に従い使用又は保管するものとし、お客様個人を特定する目的では使用しません。但し、特定の本ソフトウェア使用時に別途条件が
提示され、お客様に同意を頂いた場合には、本情報の使用又は保管はかかる別途の条件に従います。
(ア) 本製品の製造番号、本製品の購入チャネルなどの情報
(イ)指定デバイス及びその構成部分の稼働状況
(ウ)指定デバイス、本ソフトウェア等、本ソフトウェアに関連するコンテンツ又は対象外ソフトウェアの構成情報
(エ)指定デバイス、本ソフトウェア等、本ソフトウェアに関連するコンテンツ又は対象外ソフトウェア、若しくはそれらの使用状況、使用頻度情報（お客様がどの
機能を稼働状態にしたか及び関連する統計データを含みます）
(オ)本ソフトウェア等の使用場所などの利用環境情報
(カ)お客様の氏名、住所、年齢、生年月日、電話番号、E-mail アドレス、職業など個人に関する情報
２．SIX は、本情報を次の各号に掲げる下記の目的（以下「本目的」とします）のために、法律の定めに従い、保管、使用又は開示できるものとします。
(ア)指定デバイスの機能及び指定デバイス使用時に発生するエラー又はバグの管理
(イ)本ソフトウェアのアップデート版 アップグレード版を提供するための本ソフトウェアの機能の管理
(ウ) SIX、SIX の関連会社又は第三者（以下、総称して「SIX 等」とします）の提供する製品、ソフトウェア及びサービスの開発・性能向上
(エ)SIX 等による、SIX 等の提供する製品、ソフトウェア及びサービスに関する情報の提供
(オ)SIX 等による、位置情報に基づく製品、ソフトウェア及びサービスの提供
(カ)適用法令等の遵守
３．SIX は、本情報を次に定める条件に従い SIX の関連会社及び第三者に開示できるものとします。
(ア)SIX は、本目的の遂行のために、本情報を SIX の関連会社と共有することができるものとします。SIX の関連会社とは SIX の親会社及び SIX がその
総株主の議決権の 50%以上を直接又は間接に有する法人（法人でない場合は、SIX が当該事業体の事業方針の決定に対して重要な影響を与える
ことができる事業体）をいいます。
(イ)SIX は、本目的の遂行のために、SIX 又は SIX の関連会社が、指定デバイス、本ソフトウェア等、本ソフトウェアに関連するコンテンツ又は対象外ソフトウ
ェアに関して取引を行っている又は将来行う第三者に本情報を開示し、共有できるものとします。
(ウ)SIX は、政府機関から又は法令に基づいて開示の要求がなされた場合、又は許容される範囲において、違法行為、犯罪行為その他の問題行為から、
苦情、クレーム、申立を調査し、SIX 又は第三者の権利を守るために、本情報を保有し、利用し、警察・政府機関を含む第三者に開示することができるもの
とします。

４．本情報は、お客様の居住国外に送信され、処理、保管されることがあります。本情報はお客様の居住国外で SIX 又は SIX が当該業務を委託する第
三者によって処理されます。それらの国においては、データ保護及びプライバシーに関する法律の保護がお客様の居住国の法律と同等でない場合、本情報に
関するお客様の権利が制限されることがあります。SIX は、本情報に対する不正なアクセスや漏洩を防ぐための適切な技術的措置を講じ、体制を維持すべく
合理的な努力を致します。但し、SIX は、かかる措置や体制により、不正アクセスや情報漏洩が生じないことを保証するものではありません。
５．本規約又は本ソフトウェア等の使用又は利用に関し、SIX が本条第１項(カ)の情報を収集する場合、SIX は収集した情報を、本規約の条件及び
SIX のプライバシーポリシーに従い使用するものとします。SIX のプライバシーポリシーについては、http://sixinc.jp/privacy-policy/ をご参照下さい。 な
お、お客様が第三者のソフトウェア又はサービスを使用し当該第三者に何らかの情報を提供する場合には、当該第三者が提示するプライバシーポリシーをご
確認下さい。

第 9 条（オープンソースソフトウェア）

対象外ソフトウェアには、①ソースコードの形式で又は無償で公に入手可能なソフトウェアを含むもの又はその派生物であり、かつ②本規約の規定と異なる定
めの適用を受けるソフトウェア（対象となるソフトウェア及びその派生物をソースコードの形式で開示又は頒布する義務、対象となるソフトウェアを任意の第三
者に対して自由に使用許諾させる義務等を含みますがこれに限られません。）（以下「オープンソースソフトウェア」とします）が含まれることがあります。

第１0 条（責任の範囲）

１．SIX、SIX の関連会社及び原権利者は、本ソフトウェア等にエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは本ソフトウェア等が中断なく稼動すること又は本
ソフトウェア等の使用又は利用がお客様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。但し、SIX、SIX の関連会社及び原権利者は、当該エラー、バグ
等の不具合に対応するため、本ソフトウェア等の一部を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による本ソフトウェアの修補又は当該エラー、バグ
等についての問い合わせ先の通知を行うことがあります。 本項に定めるソフトウェア及びバージョンアップの提供方法又は問い合わせ先の通知方法は SIX、
SIX の関連会社又は原権利者がその裁量により定めるものとします。
２．本ソフトウェアの稼動が依存する可能性のある、本ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービス（当該製品、ソフトウェア又はサービスは
第三者が提供する場合に限られず、SIX、SIX の関連会社又は原権利者が提供する場合も含みます）に関する責任は、当該ソフトウェア又はネットワーク
サービスの提供者にあるものとします。なお、当該ソフトウェア又はネットワークサービスは、提供者の判断で中止又は中断する場合があります。SIX、SIX の関
連会社及び原権利者は、本ソフトウェアの稼動が依存する可能性のあるこれらの製品、ソフトウェア又はネットワークサービスが中断なく正常に作動すること及
び将来に亘って正常に稼動することを保証いたしません。
３．本ソフトウェアには SIX 又は SIX の指定する第三者（SIX の関連会社を含む）のサーバーに指定デバイスを接続した際に本ソフトウェアが自動的にア
ップデートされる機能を有するものがあります。お客様が、この自動アップデートの機能を用いない旨設定した場合、又は、アップデートをするか否かを問い合わ
せる設定にした場合で且つお客様がアップデートの実行を拒否した場合、当該本ソフトウェアの全部又は一部の機能が使用できない場合があります。これに
ついて SIX は何等の責任を負わないものとします。
４．お客様に対する SIX、SIX の関連会社及び原権利者の損害賠償責任は、当該損害が SIX、SIX の関連会社又は原権利者の故意又は重過失によ
る場合を除き、いかなる場合にも発生しないものとします。消費者契約法の適用その他の理由により SIX がお客様に対して損害賠償責任を負う場合におい
ても、SIX の賠償責任は 400 円を上限とします。
５．本ソフトウェアにより本サービス提供する楽曲は、SIX が第三者から権利許諾を受けた楽曲（以下「対象楽曲」といいます）のみであり、その他の楽曲
に関しては本サービスを提供いたしません。尚、対象楽曲は増減する場合がございますが SIX は増加、減少双方に対して何らも責任も負いません。また SIX

は、すべての音楽再生アプリケーションによる本ソフトウェアの動作を保証いたしません。お客様がご使用になる音楽再生アプリケーションによっては、本ソフトウェ
アが正常に動作しない場合がございます。予めご了承ください。
６．SIX は、お客様が正規の手続以外の方法（違法ダウンロード、クラッキング行為を含みますがこれに限られません。）によって取得した楽曲に関して、本
ソフトウェアの動作を保証いたしません。お客様の楽曲によって法令その他の規定への違反及び第三者の著作権等の知的財産権その他の一切の権利の侵
害が発生した場合、SIX には何らの責任も発生せず、すべてお客様の責任と費用により解決するものとします。
７．SIX は、本ソフトウェア等にて提供する情報を更新又は改良する合理的な努力を行いますが、SIX はいかなる情報の正確性、完全性、即時性、品質、
信頼性及び第三者の著作権、特許権、商標権、ノウハウ、その他一切の権利を侵害していないことについて、いかなる保証又は表示を行いません。
８．本ソフトウェア等の使用は日本国内に限るものとし、日本国外における使用によって発生した損害について、SIX は何らの保証もいたしません。

第１1 条（第三者に対する責任）

お客様が本規約の範囲を超えて本ソフトウェア等を使用することにより、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
じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、SIX、SIX の関連会社及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。

第１2 条（著作権保護及び自動アップデート）

１．お客様は、本ソフトウェア等の使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権
に関する法令に従うものとします。また、本ソフトウェアのうち、著作物の複製、保存及び復元等を伴う機能の使用に際して、SIX が必要と判断した場合、
SIX が、当該著作物の著作権保護のため、かかる本ソフトウェアによる複製、保存、復元等の頻度の記録をとり、状態を監視し、さらに複製、保存及び復元
の拒否、本規約の解約を含む、あらゆる措置をとる権利を留保することに同意するものとします。
２．お客様は、お客様が SIX 又は SIX の指定する第三者（SIX の関連会社を含む）のサーバーに指定デバイスを接続する際、 次の各号に同意するも
のとします。
(ア)本ソフトウェアのセキュリティの向上、エラーの修正等の目的で本ソフトウェアが適宜自動的にアップデートされること
(イ)当該本ソフトウェアのアップデートに伴い、本ソフトウェアの機能が追加、変更又は削除されることがあること
(ウ)アップデートされた本ソフトウェアについても本規約の各条項が適用されること

第１3 条（ネットワークサービス）

本ソフトウェアは、ネットワークサービスを通じて利用可能となるコンテンツと共に使用されることを想定しています。コンテンツ及びネットワークサービスを利用する
にあたっては、当該ネットワークサービスのご利用条件に従っていただく必要があります。かかるご利用条件にご同意いただけない場合、本ソフトウェアの利用は
限定的なものとなる場合があります。ネットワークサービス又はコンテンツのご利用にあたっては、インターネット環境が必要となります。インターネット環境の整備、
セキュリティー及びその費用についての責任はお客様にあるものとします。尚、本ソフトウェアの動作や機能は、インターネット環境により限定的なものとなる場合
があります。また、ネットワークサービスの中止又は終了及びインターネット環境等により、本ソフトウェアと共に使用されるコンテンツが利用できなくなる場合があ
ります。

第１4 条（歌詞に関する特則）

１．本サービスで閲覧可能となる歌詞データは株式会社シンクパワーの歌詞サービス「プチリリ」より提供を受け、SIX は本規約に従ってお客様に対し歌詞デ
ータの利用許諾を行います。
２．本サービスは、お客様が本ソフトウェア上で再生する楽曲に対して歌詞の表示を保証するものではなく、楽曲によって歌詞が表示しない場合がある場合
があります。
3. 歌詞の利用は本規約に従って個人利用、非商業利用に限られており、お客様は著作権法第 30 条に定める私的使用の範囲を超えて歌詞データを複
製し、又は歌詞データの上映、公衆送信、送信可能化、譲渡、貸与等を行うことはできません。

第１5 条（リクエスト機能）

１．本ソフトウェアによる利用を希望された楽曲が、当該時点において本サービス対象楽曲の範囲外だった場合、お客様は SIX に対し、当該楽曲の歌詞デ
ータの作成希望を通知すること（以下「楽曲リクエスト」といいます）ができます。尚、楽曲リクエストに対し SIX は誠実に対応するものとしますが、歌詞データ
の作成を保証するものではありません。歌詞の欠如、権利許諾その他の事情により、歌詞データの作成及び提供ができない楽曲もあることをご了承ください。
尚、楽曲リクエストに関するお客様からのお問い合わせに対し、SIX は応諾、不能その他のいかなる回答もいたしかねます。
２．楽曲リクエストには、以下に定める情報が必要となります。当該情報が不足していた場合、ご要望に沿えない場合がございます。
①楽曲の正式名称②アーティストの正式名称③アルバムの正式名称④楽曲のレングス

第 16 条（契約の解約）

１．SIX は、お客様が本規約に定める条項に違反した場合、直ちに本規約に基づく利用許諾の停止及びお客様の登録の取り消しを行うことができ、又は
それによって蒙った損害の賠償をお客様に対し請求できるものとします。
２．SIX 及びお客様は、それぞれ 30 日前までに SIX 所定の方法で相手方に通知することにより、理由の如何を問わずお客様の登録を取り消す又は本サ
ービスの提供を終了することができ、この場合本規約は終了するものとします。尚、本条に基づく登録の取り消し、解約又は終了により本規約が終了した場
合、その後本サービスの利用はできないものとします。
３．前項又はその他の事由で本規約が終了した場合でも、第 2 条、第 3 条、第 4 条、第６条、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 17 条、第 18 条、
第 19 条、第 20 条及び第 21 条の規定は有効に存続するものとします。

第１7 条（解約後の措置）

前条の規定により本規約に基づく利用許諾を終了した場合又は本規約が終了した場合、当社が本規約本製品を買い取る義務はなく、以後お客様が本
製品を使用できなくなること又は本ソフトウェアの一部の機能に制限がかかることについて当社は何ら責任を負いません。

第１8 条（規約の改訂）

SIX はお客様が登録した電子メールアドレスへの電子メールの発信、SIX 所定のサイトでの告知又はその他 SIX が適切と判断する方法をもってお客様に事
前に通知することにより、本規約の条件を改訂することがあります。お客様はかかる改訂に同意しない場合は、本規約の条件改定の発効日前までに、SIX に
その旨を連絡するとともに直ちに本サービスの利用を中止するものとします。本規約の条件改訂の発効日以降のお客様による本サービスの利用をもって、お客

様は改訂されたサービス利用許諾に同意したものとします。

第１9 条 有効期間

本規約は、本サービスの提供期間中、第３条に基づくお客様の登録が完了した日からお客様の登録が取り消された日又はまで、当社とお客様との間で有
効に存続するものとします。尚、その場合でも第 2 条、第 3 条、第 4 条、第６条、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 17 条、第 18 条、第 19 条、第 20
条及び第 21 条の規定は有効に存続するものとします。

第 20 条（本規約上の地位の譲渡等）

１．お客様は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、
その他の処分をすることはできません。
２．当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにお客様のア
カウント情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。
なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第２1 条（その他）

１．本規約は、日本国法に準拠するものとし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の
合意管轄裁判所とします。
２．お客様は、本ソフトウェア等を日本国外にて使用する場合、自らの責任において適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。
３．本規約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。
４．本規約に定めなき事項又は本規約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及び SIX は誠意をもって協議し、解決するものとします。

最終更新日：2016 年８月１日

