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WORDFINDERサービスの一般ご利用条件 

1. 契約および当事者  

1.1 サービスおよびご利用条件  

 WORDFINDER SOFTWARE INTERNATIONAL AB（以下「WF」という）は、インター

ネットのウェブサイト www.wordfinder.com （以下「ウェブサイト」という）を通じて

サービスとして辞書を利用するために WF と契約を締結したユーザー（以下「お客様

」という）に対し、当該の契約期間中、Windows用WordFinder Pro、Mac用WordFinder 

Pro、iOS用 WordFinder Pro、Android用または WFが随時提供するその他の互換性のあ

るアプリケーション用の WordFinder Pro を通じて機会（以下「本サービス」という）

を提供します。  

 この一般ご利用条件（以下「ご利用条件」という）では、WFによる本サービスの提供

およびお客様の本サービスの受領および利用と共に、その結果生じる WF とお客様の

間のその他の契約条件について規定します。  

1.2 契約について 

 ウェブサイトを通じてサブスクリプションをご購入いただいた時点で、お客様は、ウ

ェブサイトのダイアログボックスで有効化をクリックすることにより、このご利用条

件に拘束されことになり、これによりWFと本契約を締結したことになります。 

 お客様が別途提示されるサブスクリプションを購入した時点で、お客様は、当該の提

示を承諾することによりこの利用条件に拘束され、これにより WF と契約を締結した

ことになります。  

 このご利用条件を承諾することにより、お客様は本サービスのすべての利用について

、本利用条件に拘束されることに同意したことになります。 

1.3 ご利用条件の修正  

 WFは、このご利用条件をいつでも修正する権利を有するものとします。当該の修正は

、月次のサブスクリプションの場合、修正がウェブサイトに公開された直後の月の初

日から、年次の場合は翌年のサブスクリプションから適用されるものとします。 

 本サービスの料金の変更については、お客様が WF に通知している電子メールアドレ

スまたはお客様のユーザーアカウントに使用されている電子メールアドレスを通じて

お客様に通知されます。  

2. 本サービスを利用するためのライセンス  

2.1 ライセンスの利用 

 お客様は、第 6 項に従って本契約が有効である限り、本サービスを利用する権利を有

します。 

 この契約を通じ、お客様は、ここに規定されているご利用条件に従って本サービスを

利用するライセンスを取得します。当該のライセンスは、このご利用条件に明示的に

規定されている場合を除き、お客様が本サービスの所有権またはより広範なライセン

ス権を取得することを意味するものではありません。 

http://www.wordfinder.com/
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2.2 ユーザー数 

 お客様がマルチユーザーサブスクリプションを積極的に購入していない限り、本サー

ビスは、1ユーザーに対して 1つのサブスクリプションで構成されるものとします。当

該の契約およびこのご利用条件の目的から、「ユーザー」は本サービスを利用する自

然人と定義されます。自身の仕事または業務により本サービスを利用する 1 人のユー

ザーは、最初のユーザーが本サービスを実質的に利用できないことを条件として、同

じ仕事又は業務を行う別のユーザーと交代することができます。  

 お客様がウェブサイトを通じて、または WF のオファーを通じて、本サービスのマル

チユーザー契約を購入した場合、お客様は契約期間中、選択したマルチユーザー契約

が指定する総ユーザー数による本サービスの利用を許可する権利を有するものとしま

す。 

2.3 お客様のご利用条件 

 お客様が消費者である場合は、お客様の世帯全員が本サービスを利用できるものとし

ます。消費者であるお客様の場合、第 10項の規定を追加して、お 1人のお客様に関す

るこのご利用条件の規定の対象となります。 

2.4 本サービスおよびログイン情報の規定 

 本サービスを提供する技術的方法およびお客様が本サービスにアクセスするために従

うべき手順に関する情報は、ウェブサイト上でご提供します。  

 お客様は、専用のログイン情報を通じて本サービスにアクセスするものとします。ロ

グイン情報は、(i) ウェブサイトでサブスクリプションを購入し、お客様のアカウント

を作成する際にお客様が選択するか、(ii) 本サイトでサブスクリプションを購入してい

ない場合は、購入確認時に WF から提供されます。ログイン情報は、個人的なもので

あり、お客様ご自身以外の他者に利用させるために開示してはなりません。  

 ログイン情報は、WFが随時提供する本サービスの通常の利用目的以外には使用しては

なりません。お客様には、不正利用を防止する方法でログイン情報を保存および管理

することをお約束いただくものとします。  

2.5 知的財産権および譲渡の禁止 

 本サービスおよびコンピュータープログラム、辞書、文書、レイアウト等、本サービ

スに含まれているすべての著作物は、文学的および芸術的著作物の著作権に関するス

ウェーデン法（1960: 729）および将来この法律に代わる法律、ならびに他国の対応す

る法律、さらに知的財産権に関して適用されるその他の規則により保護されています

。本サービスおよび関連する無形の権利の所有権は、WFまたはWFの関連会社グルー

プ内の別の会社、または WFがその権利を取得する当事者に帰属します。  

 当該のサブスクリプションは、有形であるか無形であるかを問わず、アイデア、発明

、ノウハウ、データ、ソースコード、文書、レポート、デザイン、コンセプト、ソフ

トウェア、ハードウェア、プロセス、方法、技術および/または本サービスに関連する

その他の情報等を含め、著作権、特許権、実用新案、商標、意匠権および/またはその

他の知的財産権等（以下「知的財産権」という）を含む一切の無形に権利を伴うもの

ではないものとします。お客様は、本サービスを通じて利用する辞書に対する WF お

よびそのライセンサーの知的財産権を尊重するものとします。 
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 お客様は、本サービスの任意の部分の逆アセンブル、逆コンパイル、またはプログラ

ムコードの変更、もしくは本サービスまたはその構成要素に基づくプログラムの作成

を行ってはなりません。 

2.6 第三者へのライセンスの譲渡または付与 

 お客様には、本契約を第三者に譲渡する権利、または本サービスもしくは本サービス

の一部のライセンスを第三者に付与する権利はありません。 

2.7 本サービスのモニタリングおよび閉鎖 

 WF は、本サービスの利用状況をモニターする権利を有するものとします。さらに、

WFは、本サービスに含まれている辞書のライセンサーに対し WFが支払うロイヤリテ

ィを計算するために、異なるすべてのアプリケーションにおいて本サービスを通じて

行われた検索数をモニターする権利を有します。 

 お客様は、契約の全期間中、WFが利用および検索についてモニターできることについ

て確認するものとします。 

 本書第 2 項のご利用条件に明らかに違反した場合、またはその他の誤用があった場合

、WFが本サービスを通じて行った検索数をモニターすることができることについてお

客様が確認しなかった場合、またはお客様が WF のモニタリングを妨害した場合、も

しくはお客様が本サービスを通じた検索数を操作した場合、WFは損害賠償を請求する

権利を留保し、かつお客様の本サービスへのアクセスおよびお客様のユーザーID を閉

鎖する権利を有するものとします。この場合、お客様には当該の期間に行った支払い

について、払い戻しを受ける権利を有しないものとします。本サービスが閉鎖された

場合、本契約は下記 6.2.2項に定める規定に従って終了するものとします。   

3. WFの責任  

3.1 提供の中断  

 WF は、WF の観点で、技術的な変更、サービスのメンテナンス、ソフトウェアの変更

、本サービスまたはそのコンテンツの更新、もしくはその他の同様の理由から本サー

ビスを一時的に中断する必要があると判断した場合、事前に通知することなく本サー

ビスの提供を一時的に中断する権利を有するものとします。WFは、本サービスの特定

のレベルの可用性について保証しません。また、お客様は、WFがインターネットを通

じた提供に影響を及ぼすことができないこと、したがって前述の提供に関する機能的

信頼性またはお客様のインターネット接続に起因する中断もしくはその他同様の状況

に対し責任を負うことができないことについても認識しているものとします。お客様

は、WFの一部による過失の結果、本サービスの可用性が長期にわたり著しく低下した

場合を除き、支払済みの料金について払い戻しを受ける権利を有しないものとします

。  

3.2 本サービスの機能およびコンテンツ  

 WFは、可能な限り高品質のサービスの開発に努めますが、機能的信頼性や本サービス

のコンテンツについて保証するものではありません。WFは、本サービスが、現在また

は以前に市場で入手可能なあらゆる形式のハードウェアまたはソフトウェアと共に、

完全な機能性を以って利用できることを保証することについて責任を負わないものと

します。  

本サービスに随時含まれる、または含まれる可能性のある辞書は、選択したサービス

によりますが、 www.wordfinder.com/dictionaries-wordfinder-unlimited/ に明示されていま

http://www.wordfinder.com/dictionaries-wordfinder-unlimited/
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す。WF は、1 カ月前に通知することにより、本サービスに含まれる特定の辞書を交換

または削除することがあります。WFは、本サービスを通じて使用される可能性のある

辞書の内容の正確性、または第三者によって提供され、本サービスにリンクしている

その他の情報またはサービスについて責任を負わないものとします。 

 WFが行う本サービスの制作は、本サービスのソフトウェアがウイルスまたはその他の

有害な特性に阻害されない高水準の確実性が得られる方法で実行されます。ただし、

完全な確実性は得られません。  

3.3 責任の制限  

 WFは、明示的であるか黙示的であるかを問わず、本サービスに関して、いかなる保証

もしません。WFは、すべての責任、とりわけ、一切の欠陥、本サービスの市場性の不

備、または特定の目的に対する不適合性について免責されます。 

 WF は、本サービスおよび/またはウェブサイトまたは本サービスの不提供もしくは誤

提供に起因する可能性のある損失、または本サービスおよび/またはウェブサイトが特

定の目的のために利用できなかったという事実について、たとえこれを WF が知って

いたとしても、これについて一切の責任を免責されます。特に、WFは、データの損失

、利益または収入の損失もしくは派生的損失を含む間接的な損失について責任を負わ

ないものとします。特定の場合に賠償の権利が生じた場合であっても、購入価格の減

額および損害賠償額に対する WF の合計の責任は、常に本サービスに対してお客様が

支払った購入価格に相当する金額までに制限されるものとします。WFは、いかなる場

合においても、お客様またはその他の当事者の商業活動における損害、損失、逸失利

益について責任を負わないものとします。  

4. お客様の責任  

4.1 自己利用の責任  

 お客様は、このご利用条件に従ってのみ本サービスを利用することができます。 

 お客様は、お客様の機器または本サービスの利用に伴うお客様の措置の結果として、

WFまたは他の加入者に対して WFのサービスによって生じた損失について責任を負う

ものとします。お客様は、WFがお客様と連絡を取ることができる電子メールアドレス

の変更について、WFに通知する義務を負うものとします。お客様が特に指定しない限

り、本サービスのご注文時にお客様がログインした電子メールアドレスがお客様の電

子メールアドレスとみなされます。 

4.2 他の当事者に対するお客様の責任  

 お客様のユーザーID またはログイン情報が他の当事者によって利用された場合、お客

様は、この当事者によって引き起こされた可能性のある損失についても責任を負うも

のとします。お客様がユーザーID またはログイン情報を別の当事者に開示した場合、

お客様は、別の当事者がお客様の IDを不正利用した結果として WFが被った金銭的損

失についても責任を負うものとします。この場合、WFは、常に実行された利用に対し

て支払われるべき金額に相当する補償を受ける権利を有するものとします。 

5. 料金およびお支払い 

5.1 料金  

 毎回適用されるサブスクリプション料金は、ウェブサイトまたは WF がお客様に提供

する特定のオファーに記載されています。料金およびこのご利用条件の変更について

は、上記の第 1.3項に規定されています。  
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5.2 クレジットカードによるお支払い  

 お支払いは、WFと書面により別段の合意がある場合を除き、ウェブサイトに随時記載

される安全な接続を通じてクレジットカードにより行われるものとします。利用可能

なクレジットカードは、ウェブサイトに明記されています。 

 お支払いは、サブスクリプションのご購入時に行われるものとします。お客様に本サ

ービスの無料トライアル期間が提供された場合、上記に規定されている支払取引は、

トライアル期間の満了時に直ちに実行されます。  

 当該のお支払いにより、お客様は、契約が有効である期間中の各年または各月のお支

払いについて、WFがこれを引き落とすことに同意することになります。注文が行われ

ると、お客様のクレジットカードの確認が行われ、直ちに取引が実行されます。月次

のサブスクリプションでは、最初の契約月に続く後の月々の支払いは、契約が有効な

各暦月ごとにお客様のクレジットカードから引き落とされます。年間のサブスクリプ

ションでは、最初の契約年に続く後の各年の支払いは、最初の支払いが引き落とされ

た 1年後の暦月に引き落とされます。 

5.3 請求書による支払い 

 お客様が請求書に対する当該のサブスクリプションの支払いについて WF と合意して

いる場合、WF と書面により別段の合意がある場合を除き、WF の請求書を受領してか

ら 10日以内に支払を実行するものとします。  

 

 

6. 契約期間および契約の終了  

6.1 契約期間  

 本契約は、お客様が本サービスへのアクセス権を受け取った日から、その後、第 6.2項

に従って本契約が終了するまでの間、別途通知があるまで有効とします。お客様が本

サービスの無料トライアル期間を利用し、当該のトライアル期間中に本サービスを解

約しなかった場合、当該のトライアル期間が満了する時点で、有効な月次または年間

のサブスクリプションに移行し、別途通知があるまで有効になります。  

 月次のサブスクリプションをご注文された場合、サブスクリプションは、このご利用

条件に従って解約されるまで月次で実行されます。お客様は、当該の注文時にウェブ

サイトに明記されている月額料金を支払うものとします。支払いは、ウェブサイトで

同時に明記される支払条件に従うものとします。 

 年間のサブスクリプションをご注文された場合、その時点から 12 カ月間実行されます

。お客様は、合意済みの年間料金を前払いするものとします。  

 請求書払いによる年間のサブスクリプションが、12 カ月の期間が満了する 3 カ月前ま

でに、6.26.2項に従ってお客様あるいは当社からの通知により解約されない場合には、 

当該のサブスクリプションは、3 カ月前の解約通知の時点で 12 カ月間延長されるもの

とします。  

6.2 契約の終了 

6.2.1 お客様による終了 

 お客様は、書面によりサブスクリプションを終了するか、またはかかる可能性が提示

された場合には、本サービス内でサブスクリプションを終了するものとします。クレ
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ジットカードにより支払われるサブスクリプションは、本サービス内でお客様が終了

させるものとします。  

 月次のサブスクリプションを終了させる場合、当該の契約は、現在のサブスクリプシ

ョンの月の末日に適用が終了します。  

 お客様が年間のサブスクリプションを保持している場合、本契約は、第 6.1項に定める

ところにより終了することを条件に、第 5.2 項および第 5.3 項に従ってお客様が支払い

を行った年の最終月の月末に適用が終了するものとします。お客様は、年間サブスク

リプションのために既に支払った料金の払戻しに対する権利を有しないものとします

。 

6.2.2 WFによる終了 

 WFが、お客様のクレジットカードから第 5項に従って年間または月次の料金を引き落

とすことによる支払いを受領できなかった場合、本契約は直ちに適用が停止され、当

該のサービスは終了するものとします。 

 WFが、請求書の支払期日後 5日以内に当該請求書に対する年間または月次のサブスク

リプションに関する支払いを受領できなかった場合、WFは、直ちに本サービスに対す

るお客様のアクセスを拒否する権利を有するものとします。その後 WF は、お客様が

督促状を受領後、当該の督促状に記載された期日までに未払いの料金を支払うことが

できなかった場合、直ちに本契約を終了させる権利を有するものとします。  

 WF が第 2.7 項に従って本サービスへのお客様のアクセスを拒否した場合、本契約は、

直ちに終了するものとします。 

 さらに、WF は、第 2.7項に規定されている以外の任意の理由により本サービスを終了

させる権利を有し、その場合、本契約は、お客様が本サービスにログインする際にユ

ーザー名として使用している電子メールアドレスに、またはマルチユーザー・サブス

クリプションの場合には、お客様が WF に通知した最新の電子メールアドレスに、WF

がサービスの終了を実施する日について、その旨を通知することにより、当該の日の

直後の月末に適用が停止されます。お客様が年間サブスクリプションをお持ちの場合

、本項に従って WF が終了を実施すると、当該の契約は、お客様が第 5.2 項および第

5.3項に従って支払った年の最終月の月末から適用が停止されます。 

7. 不可抗力  

 WF は、WF の管理外の状況に起因して生じた不便、損害、または損失について責任を

負わないものとします。したがって、WFは、事故、落雷、火災、戦争、暴動、洪水、

悪天候、当局や他の外部関係者の行動や失敗等、WFの管理外の状況に起因する中断ま

たは途絶について免責されるものとします。  

8. 個人情報 

 WFは、本サービスに関連して提供された、または本サービスの注文、準備または管理

に関連して登録されるその他の方法で提供された個人情報のデータ管理者です。WFは

、皆様に当社のサービスおよび製品をご提供し、利用可能とするため個人データを収

集、処理し、関連する顧客サービスならびにサポートをご提供し、かつ WF のサービ

スおよび製品について皆様に情報提供を行います。お客様は、当社のプライバシーポ

リシー（www.wordfinder.com/privacy-policy）にて、個人データの処理について詳しく

ご覧になれます。 

http://www.wordfinder.com/privacy-policy
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 アカウントの作成、本サービスの注文、WFへの個人データの転送、および本サービス

の提供に関連して個人データの処理を WF に割り当てることにより、お客様は、所定

の個人データが、正しくかつ正当な方法で、ならびに上記の目的および当社のプライ

バシポリシー（www.wordfinder.com/privacy-policy）で言及されている目的と矛盾しな

い目的で、収集および転送されていることを確認したことになります。お客様が、当

社の処理する個人データについて情報を取得したい場合、お客様の個人データの抜粋

は、本サービスに関するお客様のアカウントから直接ダウンロードすることができま

す。お客様が、当社の個人データの処理について他にご質問がある場合、プライバシ

ーポリシーに記載されている連絡先までお気軽にお問い合わせください。 

 お客様は、ユーザー名およびパスワードを秘密にして、権限のない者が使用できない

ようにするため、これを確保することについて個人的に責任を負うものとします。 

9. 準拠法および管轄裁判所 

9.1 準拠法 

 本契約およびこのご利用条件は、スウェーデン法に従って解釈され、同法が適用され

るものとします。   

9.2 裁判所 

 本契約およびこのご利用条件又はこれらから生じる法的状況に関する紛争は、スウェ

ーデンの一般管轄裁判所によって解決されるものとし、イェーテボリ地区裁判所を第

一審とします。 

10. 消費者であるお客様に対する特別規定 

10.1 遠隔契約に関する情報 

 WFは、遠隔契約の締結に関連して、スウェーデン法が要求する情報を提供するものと

しますが、下記の第 10.2 項を参照ください。注文が行われた後、WF は、本サービス

のユーザーアカウントの作成時にお客様が指定した電子メールアドレスにメールする

ことによりこの情報について確認するものとします。  

10.2 本サービスの即時開始  

 第 1.2項に従って本契約を締結した場合、サービスの即時開始に同意するかどうかを尋

ねられます。同意が得られると、直ちに本サービスの提供が開始されます。取消しの

権利は、購入から 14 日以内の購入に適用されます。ただし、本サービスが使用されて

いる場合、お客様は、本サービスが使用された範囲内で WF に補償するものとします

。  

10.3 準拠法 

 上記第 9 項によるスウェーデン法への準拠は、欧州経済領域全体にわたって適用され

るものとします。この地域外の国に居住する消費者については、消費者の母国におけ

る消費者法に違反しない限り、この準拠が適用されるものとします。 

11. ノルウェーでの本サービスの販売 

 ノルウェーでは、本サービスはWFの代理店である Gyldendal Norsk Forlag ASを通じて

販売されます。本サービスに関するノルウェーのお客様からのご質問は、Gyldendal 

Norsk Forlag AS までお寄せください。疑義を避けるため、このご利用条件に別段の定

めがある事項は、ノルウェーのお客様および Gyldendal Norsk Forlag ASを通じて販売さ

れるサービスにも完全に適用されます。 
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12. 日本での本サービスの販売 

 日本では、本サービスはWFの子会社である WordFinder Japan 株式会社を通じて販売さ

れます。本サービスに関する日本のお客様からのご質問は、WordFinder Japan 株式会社

までお寄せください。疑義を避けるため、このご利用条件に別段の定めがある事項は

、日本のお客様および WordFinder Japan 株式会社を通じて販売されるサービスにも完

全に適用されます。 


