
 
 

2021 年 7 月 15 日 

オムロンソフトウェア株式会社 

Wnn Keyboard Lab 利用規約 変更のお知らせ 

 

平素より、Wnn Keyboard Lab をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

このたび、新機能追加に伴い、「Wnn Keyboard Lab 利用規約」および「Wnn Keyboard Lab Terms of 

Use」の内容を一部変更することになりましたのでご案内いたします。 

 

【変更の効力発生日】   2021 年 7 月 29 日（木） 

 

【変更内容】 ・ ６.3 項に、“禁止事項” を追加  

・ ９項に、“自己責任の原則”規定を追加          

※ 詳しくは以下の表をご確認ください。 

 

■「Wnn Keyboard Lab 利用規約」  

（下線は変更部分を示す） 

変更前 変更後 

6.3. 不正使用 お客様は、本ソフトウェアを不正に使用

してはなりません。たとえば、次の行為を行ってはなりませ

ん。 

(a) ～(e) （略） 

 

 

6.3. 不正使用 お客様は、本ソフトウェアを不正に使用

してはなりません。たとえば、次の行為を行ってはなりませ

ん。 

(a) ～(e) （略） 

(f) 当社又は第三者の知的財産権その他の権利を侵

害する行為、又はその恐れのある行為 

(g) 当社又は第三者に不利益もしくは損害を与える行

為、又はその恐れのある行為 

9.1. 範囲 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. 賠償額 （略） 

9.1. 範囲 （略） 

9.2. 自己責任の原則 お客様は、本ソフトウェアの利用

に伴いお客様自身の行為によって第三者に対して損害を

与えたとき又は第三者からクレーム等の請求がなされたと

きは、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとし

ます。オムロンは、お客様と第三者との間で発生した紛争

について何ら責任を負いません。またオムロンは、当該紛

争により第三者及びお客様自身に生じた損害について責

任を負いません。 

9.3. 賠償額 （略） 

 



■「Wnn Keyboard Lab Terms of Use」 

（下線は変更部分を示す） 

変更前 変更後 

6.3. Misuse. You must not misuse the 

Software. For example, you must not; 

(a) ～(d)  (unchanged text omitted) 

(e) violate applicable law. 

6.3. Misuse. You must not misuse the 

Software. For example, you must not; 

(a) ～(d)  (unchanged text omitted) 

(e) violate applicable laws; 

(f) infringe or threaten to infringe the 

intellectual property rights or other rights of 

OMRON or any third party; 

(g) cause or threaten to cause disadvantage 

or damage to OMRON or any third party. 

9.1. Scope.  (unchanged text omitted) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Amount.  (unchanged text omitted) 

9.1. Scope.  (unchanged text omitted) 

9.2. Principle of self-responsibility.  If you 

cause any damage to any third party or if 

any claim is made against you by any third 

party, due to your own act in connection with 

any use of the Software, you shall handle 

and resolve such claim(s) at your own cost 

and responsibility. OMRON is not responsible 

for resolving such claim(s) and disputes 

between you and any third party. In addition, 

Omron shall not be liable for any damages 

caused to you or any third party as a result 

of such claim(s) and disputes. 

9.3. Amount.  (unchanged text omitted) 

 

※ 「Wnn Keyboard Lab Terms of Use」を解釈または理解するにあたっては、Section11.1 に基づき、「Wnn 

Keyboard Lab Terms of Use」の日本語版である「Wnn Keyboard Lab 利用規約」を使用します。 

 

※ 「Wnn Keyboard Lab 利用規約」および「Wnn Keyboard Lab Terms of Use」の全文につきましては、

Wnn Keyboard Lab のアプリメニュー「利用規約」をご参照ください。 

 

以上 


