
Ami-T サーモ出退勤管理サービス利用規約 
 

第１章 総 則 
（本規約の適用）  
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 Ami-T サーモ＋出退勤管理サービス（仮称）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、次の用語は、各用語毎に定義された意味で使用します。 
「Ami-T サーモ出退勤管理サービス」とは、従業員等の出退勤時に指定端末上で出退勤者
の顔を認識し、顔を認識した時間を出退勤時間として記録し、また同時に出退勤者の体
表面温度を自動的に測定し、記録するサービスです。（以下「本サービス」といいます） 

「Ami-T サーモ」とは、本サービスで利用する体表面温度を測定する機器をいいます。本
サービスを利用するためには、「Ami-T サーモ」を別途購入する必要があります。 

「Ami-T サーモアプリ」とは、本サービスを実現するために当社が開発した PC 及びスマ
ートフォン用アプリケーションをいいます。（以下「本アプリ」といいます） 

「契約者」とは本サービス利用契約を締結した法人又はその他の団体をいいます。 
「利用者」とは、契約者が本サービスの利用者として顔認識用画像を顔認識サーバにアップ
ロードした者、及び本サービス管理用端末を操作する者をいいます。 

「利用契約」とは、契約者と当社間で成立した本サービスに関する契約をいいます。本規約
は利用契約の一部を構成します。 

「外部連携サービス」とは、当社が本サービスの一部として利用する第三者サービスをいい
ます。外部連携サービスについては当該サービス提供業者の利用規約が適用されます。 

「代理店」とは、本サービスを販売する当社の代理店をいいます。 
 

第 2 章 利用契約の成立／利用期間等 
（契約成立）  
第３条 利用契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意したうえで申し込みを行い、
当該申し込みを当社が承認した時点で成立するものとします。 

 
（利用期間） 
第４条 本サービスの利用開始日は、利用契約成立後、契約者に対する本サービスを利用す
るための環境構築を当社が行い、本サービスの利用を開始することができる旨の通知を
当社が契約者に行った日とします。 

1. 本サービスの利用期間は 1 か月単位となります。 
2. 契約者は、1 か月前の通知をもっていつにても本契約を解約することができます。本サ



ービスの利用期間は契約者の解約の申し出がない限り継続するものとします。 
3. 本サービス利用料の支払いが１ヶ月以上遅延した場合、利用契約は自動的に解約され、
契約者は本サービス用サーバ（以下「本サーバ」といいます）にアクセスすることがで
きなくなり、 本サービスを使用することができなくなると同時に本サーバ上の契約者の
データも全て消去されます。本サービスを再度利用する場合は、あらためて本サービス
の利用申し込みが必要になります。 

 
（解約）  
第５条 前条第 3項に定める契約者が利用契約を解約する場合の手続は以下に定めるとおり
とします。  
① 当社又は代理店に電話、メール、又は FAXで解約希望日を申し入れてください。解
約申し入れの受付時間は、第８条に定めるサポートサービス受付時間と同じとしま
す。 

② 前号に定める解約の申し入れを受け付けた後、 当社又は代理店から解約通知書を送
付します。 解約通知書に必要事項を記入し、責任者の押印後、当社又は代理店に返
送してください。 

③ 前号に定める解約通知書に契約者が必要事項を記入し、契約者の責任者の押印のあ
る解約通知書を当社が受領したことをもって解約通知書に記載の解約希望日に解約
が成立するものとします。  

２ 当社は、契約者が次の各号の一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又は一部を解約できるものとします。 

(1) 本サービス利用料の支払いが滞った場合  
(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、仮差押え若しくは仮処分があったとき 又は競売の申立があったとき  
(5) 破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の申立があったとき  
(6) 契約者が利用契約に違反し、催告後相当期間内に当該違反を是正しない場合  

３ 前項の解約は当社から契約者への損害賠償請求権を妨げないものとします。 
 

第 3章 本サービスの提供 
 
（ID／PW 管理）  
第６条 当社は、利用契約成立後、直接又は代理店を通じて本サービスを利用するための ID
／PW を契約者に通知します。  

2. 契約者は本サービスを利用する際、前項に定める ID／PW を使用して、別途当社が定め
る手続を実施するものとします。  



3. 契約者は、自己の ID／PW を利用者以外に使用させず、第三者と共有せず、あるいは第
三者に使用許諾しないとともに、自己の ID／PW の使用及び管理について一切の責任を
負うものとします。  

4. 契約者の ID／PW が第三者に使用されたことによって契約者が被る損害について、当社
はいかなる責任も負いません。なお、契約者の ID／PW により行われた本サービスの利
用は、契約者の了解のもとで行われたものとみなし、契約者はその利用についての利用
料金その 他一切の債務を負うものとします。  

5. 当社は、契約者の ID／PW の使用状況に異常があると判断したときは、契約者の事前の
承諾を得ることなく、契約者に付与した ID／PW の使用を停止することができるものと
します。 

 
（端末の準備）  
第７条 契約者は、当社が利用可能であるとした、又は別途契約者に通知した端末を使用し
て本サービスを利用するものとします。  

 
（サポートサービス） 
第８条 契約者は、本サービス又は本アプリに不具合がある場合には、当社指定の電話又は
メールアドレス宛に、その原因究明又は解決手段に関する問合せを行うことができるも
のとし、当社は、上記問合せに対し、必要な対応を行うものとします。なお、当社によ
るサポートサービス受付・対応時間は、平日（当社指定休日を除きます）の午前１０時
から午後５時までとします。当日の対応を原則としますが、問合せ内容、技術者の手配、
又は受付時間によっては翌日以降になる場合があります。  

2. 契約者による本サービスの利用に支障が生じない程度の軽微な不具合については、当社
が適当と考える時に不具合対応を行うものとします。 

 
（一時的な中断）  
第９条 当社は、次の事象が発生した場合、本サービスの提供を中断することができるもの
とし、適宜、適切な方法で契約者へ通知又は報告を行うものとします。  

(1) 本サービスの提供に必要な設備の故障対応を行う場合 
(2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合  
(3) その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合  

2. 当社は、前項に定める他、本サービスの提供に必要な設備の定期点検を行うため、契約
者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。 

3. 当社は、前二項に定める事由により本サービスを提供できなかったことに関連して契約
者に生じる不便、不都合、損失、損害に関して責任を負わないものとします。 

 



（本サービス内容の変更）  
第１０条 本サービスの内容が変更になる場合、当社又は代理店は、適宜、適切な方法で契
約者に通知します。本サービス内容の変更通知後、契約者が継続して本サービスを利用
した場合、契約者は変更内容を承諾したものとみなします。 

 
（本サービスの廃止）  
第１１条 当社は、次の各号の一に該当する場合、本サービスの全部を廃止することができ
るものとし、当社が本サービスを廃止した場合、本サービスの廃止日をもって利用契約
は解約されるものとします。 

(1) 本サービス廃止日の６０日前までに契約者に本サービスの廃止を通知した場合 
(2) 天災地変等不可抗力により本サービスの提供が不可能となった場合  
(3) 本サービスの廃止について契約者と当社が合意した場合 
 

第 ４ 章 本アプリの使用許諾 
（本アプリの使用許諾）  
第１２条 当社は契約者に対し、本アプリを次の条件で使用する権利を許諾するものとしま
す。  

(1) 契約者の指定端末上で使用する非独占、非譲渡の権利。  
(2) 契約者は、利用者以外のものに本アプリを使用させることはできません。  

2. その事由を問わず、利用契約が終了した場合、契約者は、利用者の端末から本アプリを
全て削除するものとします。  

 
（使用権の制限）  
第１３条 契約者は、次の形態で本アプリを使用することはできません。  

(1) 本アプリの使用権を譲渡、貸与、再許諾、その他の方法により第三者に移転又は許
諾すること。  

(2) 本アプリを複製し、また修正、追加等の改変を行うこと。  
(3) 本アプリのリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、その他これ

らに類する行為を行うこと。 
 

第 ５ 章 本サービス利用料等 
（料金等）  
第１４条 本サービス利用料は、利用契約に定めるとおりとします。 
2. 本サービス利用料は、本サービスの利用開始日が月の中途の場合であっても、本サービ
ス利用開始日の属する月から課金されます。なお、本サービスの開始日又は終了日が月
の中途の場合であっても当該開始日又は終了日が属する月について１か月分の月額利用



料が課金されます。  
3. 本サービス利用料は、物価の急激な変動、その他の理由によりその合理性が維持できな
くなった場合、当社は見直すことができるものとします。  

 
（本サービス利用料の支払い）  
第１５条 契約者は、当社と別段の合意がない限り、当月分の本サービス利用料を翌月末日
までに支払うものとします。  

2. 支払い済みの本サービス利用料はいかなる場合も返金されないものとします。  
3. 支払方法は、当社指定銀行口座に振り込み支払うものとします。銀行振込手数料は、契
約者が負担するものとします。  

4. 契約者の支払いが遅延した場合、当社は、契約者に対して年利 14.6%の支払遅延利息を
請求することがきるものとします。 

 
第 ６ 章 雑 則 

（著作権）  
第１６条 本アプリ、関連資料、又は本サービスに関連して当社が契約者に使用許諾したそ
の他一切の著作物の著作権は、契約者と当社間においては、当社に帰属するものとしま
す。  

 
（禁止行為）  
第１７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) 契約者以外の者になりすまして本サービスを利用する行為  
(3) 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  
(4) 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  
(5) 本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により第三者又は当社の個人情報を

収集する行為  
(6) 本サービス又は本アプリを指定した端末以外で利用する行為  
(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であると判断する行為 

 
（秘密保持）  



第１８条 当社は、本サービスの利用のために契約者が 本サーバーにアップロードする情
報を本サービスの 運営、運用、及び保守以外の目的に利用せず、またいかなる第三者に
も開示いたしません。  

2. 前項の定めにかかわらず、当社は、法令等の定めに基づき又は当局から要求された場合、
契約者から預託された秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当社
は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を契約者に通知するものとし、 
開示前に通知を行うことができない場合は事後速やかにこれを行うものとします。  

3. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。 
 
（責任の範囲）  
第１９条  当社は、法律上の請求原因の如何を問わず、契約者による本サービスの利用ある
いは利用不能から派生して生じるいかなる損害に関しても、契約者に対していかなる責
任も負わないものとします。  

2. 契約者が、本サービスの利用によって第三者に損害を与えた場合、若しくは契約者と第
三者との間で紛争が生じた場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとしま
す。なお、契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合も同様としま
す。 

3. システム障害、設備障害その他その原因の如何に拘らず、本サービス用サーバに蓄積さ
れた契約者のデータの消滅、消去に関連して契約者に生じる損失、損害、不便、不都合
に関して当社はいかなる責任も負わないものとします。本サービス用サーバに蓄積され
たデータのバックアップは、契約者が契約者の責任で行うものとします。  

  
（損害賠償）  
第２０条 契約者は、本サービスの利用に関連して契約者の責に帰すべき事由により当社に
損害を与えた場合、契約者は当社が被った損害を賠償するものとします。  

2. 契約者は、本サービスを利用するにあたり本サービス用サーバにウィルス等有害なコー
ドを送信してはならない。利用者が有害なコードを本サービス用サーバにアップロード
することにより当社が本サービスを一時的に停止せざるを得なくなり、また本サービス
の他利用者にウィルス等が感染することにより損害が発生した場合、契約者は上記行為
により当社及び他の本サービス利用者に生じる損害を賠償するものとします。  

3. 当社の責に帰すべき事由により契約者が本サービスを利用することができない時間が一
暦月において 24 時間を超えた場合、24 時間単位で月額利用料の 30 分の 1 相当額を月
額利用料から減額します。  

4. 前項に定めるものが当社の責に帰すべき事由により契約者が本サービスを利用すること
ができない場合の当社の責任の全てであり、本サービスを利用できないことにより契約
者に生じるその他一切の損失損害から当社は、免責されるものとします。  



 
（本規約の変更）  
第２１条 当社は、本規約を随時変更することができるものとします。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、適宜、適切な方法 （本サービスサイトでの掲載を含
みます）で契約者に通知します。本規約の変更通知後、契約者が継続して本サービスを
利用した場合、契約者は変更内容を承諾 したものとみなします。  

 
（権利義務の譲渡禁止）  
第２２条 契約者は、利用契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはなら
ないものとします。  

 
（利用に関する事項の通知）  
第２３条 当社は、当社が適当と判断する方法及び範囲で、利用者が本サービスを利用する
うえで必要な事項を契約者に通知するものとします。  

 
（準拠法） 
第２４条 利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠するものとしま
す。  

 
（裁判管轄）  
第２５条 利用契約に関連して契約者と当社の間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を専
属的合意管轄裁判所とします。／以上 

 
制定：2021 年 8月 1 日 


