
2020年 4月 1日改定 

住信 SBIネット銀行 Alexa スキル利用規約 

 

新 旧 

前文 

お客さまは、住信 SBI ネット銀行（以下「当社」といいま

す。）と本サービスにかかる取引を行う場合は、この規定

（以下「本規定」といいます。）における下記条項のほか、

別途定める各取引に係る規定（以下「各取引規定」といい

ます。）に従うことに同意するものとします。 

 

前文 

本規約は、お客さまが住信 SBI ネット銀行（以下「当社」と

いう。）が提供するスキルを利用したサービスを利用する場

合に適用される事項を定めるものとします。 

 

第 1条 定義 

1. 「Amazon Alexa」とは、音声認識および自然言語解釈

等を行う Amazon Voice Service と Alexa Skill Kitの２

つのフレームワークからなる Amazon 合同会社

（Amazon 合同会社およびその関連会社を含み、以

下、「Amazon」といいます。）が提供する音声認識サー

ビスをいいます。 

 

2. 略 

 

3. 略 

 

4. 略 

 

第 1条 定義 

1. Amazon Alexa とは、音声認識および自然言語解釈等

を行う Amazon Voice Service と Alexa Skill Kitの２つ

のフレームワークからなる Amazon 合同会社（Amazon

合同会社およびその関連会社を含み、以下、

「Amazon」という。）が提供する音声認識サービスをい

います。 

 

2. 略 

 

3. 略 

 

4. 略 

 

第 2条 サービスの内容 

1. 略 

 

2. 本サービスを利用するため、お客さまは、Amazon 

Alexa 対応デバイスに向けて発話してコミュニケーショ

ンする必要があり、Amazon Alexa は音声によりその応

答を受け取ります。第 4 条に定める 4 桁 PIN コードの

認証後になされた Amazon Alexaを通じた当社へのあ

らゆるコミュニケーションは、お客さまによりなされたも

のとみなします。 

 

第 2条 サービスの内容 

1. 略 

 

2. 本サービスを利用するため、お客さまは、Amazon 

Alexa 対応デバイスに向けて発話してコミュニケーショ

ンする必要があり、Amazon Alexa は音声によりその応

答を受け取ります。第 6 条に定める 4 桁 PIN コードの

認証後になされた Amazon Alexa を通じた当社へのあ

らゆるコミュニケーションは、お客さまによりなされたも

のとみなします。 

削除 

 

 

第 3条  規約への同意 

1. お客さまは、本規約に同意いただいたうえで、本サー

ビスを利用するものとします。 

第 3条 無保証 

1. 当社は Amazon Alexa や Amazon Alexa 対応デバイ

第 4条 無保証 

1. 当社は Amazon Alexa や Amazon Alexa 対応デバイ



ス、その他 Amazon のサービス・プロダクトの設計、製

造等を行いません。また、Amazon Alexa は当社が作

成しない第三者のソフトウェアが動作しています。本サ

ービスの利用に際し、Amazon Alexa はお客さまの発

話を正確に理解せず、もしくは、お客さまの発話の内

容を誤って解釈し、または、当社がお客さまに伝える

ように指示したことと異なる内容を発話する可能性が

あります。 

 

2. 略 

 

3. 本サービスにおいて提供される情報は、通信回線の

状況その他の理由によりお客さまにおいてリアルタイ

ムに取得できないことがあります。当社は、本サービス

を通じたお客さまのリアルタイムな情報の取得につい

て保証しないものとします。 

 

4. 略 

 

ス、その他 Amazon のサービス・プロダクトの設計、製

造等を行いません。また、Amazon Alexa は当社が作

成しない第三者のソフトウェアが動作しています。本サ

ービスがお客さまのコミュニケーションを正確に理解し

ない、または、お客さまの発話の内容を誤って解釈す

る、さらに、当社が伝えるように指示したことと異なる内

容を発話する可能性があります。 

 

 

2. 略 

 

3. 本サービスにおいて提供される情報は、通信回線の

状況その他の理由によりお客さまにおいてリアルタイ

ムに取得されないことがあります。当社は、本サービス

を通じたお客さまのリアルタイムな情報の取得につい

て保証しないものとします。 

 

4. 略 

 

第 4条 初期設定 

1. 略 

 

2. お客さまは、本スキルの初期設定フローにおいて、お

客さまが当社に登録したユーザーネームとログインパ

スワード（以下「パスワード等」といいます。）を入力す

るものとし、当社は、入力されたパスワード等をあらか

じめ届出られたものと照合し、その一致を確認すること

で本人確認を行います。これにより本人確認をして取

扱いした場合は、当該パスワード等につきそれらが偽

造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっ

ても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、ま

た、これにより生じた損害については、当社は責任を

負いません。 

 

3. お客さまは、本スキルの初期設定フローにおいて、本

スキルを利用するための PIN コードを用いた Amazon 

Alexa独自の認証(以下「4桁 PINコード認証」といいま

す。)を解除する PIN 情報(以下「4 桁 PIN コード認証

解除キー」といいます。)を設定するものとします。な

お、お客さまは、4 桁 PIN コード認証解除キーの設定

に当たり、当社との取引にあたって設定しているパスワ

ード等と同一のものを使用してはならないものとしま

第 5条 初期設定 

1. 略 

 

2. お客さまは、本スキルの初期設定フローにおいて、当

社所定のユーザーネームとログインパスワードを入力

するものとし、当社は、入力されたログインパスワード

などをあらかじめ届出られたものと照合し、その一致を

確認することで本人確認を行います。これにより本人

確認をして取扱いましたうえは、当該パスワード等に

つきそれらが偽造、変造、盗用、または不正使用その

他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものと

して取扱い、また、これにより生じた損害については、

当社は責任を負いません。 

 

 

3.【6条 1項を分割し移動】 



す。 

 

第 5条 4桁 PIN コード認証 

1. 当社は、お客さまが、本サービスを利用する際に、本

スキルを利用するための 4桁 PIN コード認証を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

2. 当社は 4 桁 PIN コード認証解除キーの管理や照合を

行いません。 

 

3. 略 

 

4. Amazon Alexa 対応デバイスおよび 4 桁 PIN コード認

証解除キーの取扱いにより、お客さまに生じた損害に

ついて、当社は一切その責任を負いません。 

 

第 6条 4桁 PIN コード認証 

1. お客さまは、本サービスを利用する際に、本スキルを

利用するための PINコードを用いた Amazon Alexa独

自の認証(以下「4 桁 PIN コード認証」といいます)を行

います。4 桁 PIN コード認証を解除する PIN 情報(以

下「4桁 PIN コード認証解除キー」といいます)は、本ス

キルの初期設定フローにおいてお客さま自身が設定

し、当社との取引にあたって設定しているパスワード等

と同一のものを使用してはならないものとします。 

 

2. 4 桁 PIN コード認証は、当社が行い、当社は 4 桁 PIN

コード認証解除キーの管理や照合を行いません。 

 

3. 略 

 

4. Amazon Alexa 対応デバイスおよび 4 桁 PIN コードの

取扱いにより、お客さまに生じた損害について、当社

は一切その責任を負いません。 

 

第 6条 情報セキュリティの保持 

 

第 7条 情報セキュリティの保持 

 

第 7条 通信料の負担 

 

第 8条 通信料の負担 

 

削除 

 

 

 

 

 

第 9条 譲渡・質入れ等の禁止 

1. お客さまは、自身が本サービスの提供を受ける目的で

のみ本スキルを利用することができ、本スキルに基づ

くお客さまの権利について譲渡、質入れ、第三者への

貸与等はできません。 

 

第 8条 本サービスおよび本スキルの変更、利用停止など 

 

第 10 条 本サービスおよび本スキルの変更、利用停止な

ど 

 

第 9 条 Amazon Alexa 対応デバイスの変更、紛失および

盗難 

 

第 11条 Amazon Alexa対応デバイスの変更、紛失および

盗難 

 

第 10条 免責事項 第 12条 免責事項 

 

第 11条 権利の帰属 

 

第 13条 権利の帰属 

 

削除 第 14条 個人情報 



1. 本サービスにおける個人情報の取扱いについては、

当社の「個人情報保護方針」及び「個人情報のお取り

扱いについて」に従うものとします。 

 

第 12条 規定の変更 

1. 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、

効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の

内容および効力発生日を、当社 WEB サイトにおいて

公表するほか、必要があるときにはその他相当な方

法で周知した上で、本規定を変更することができま

す。 

 

（1） 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合すると

き。 

（2） 変更の内容が、本規定に基づくお客さまと当社との

契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内

容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理

的なものであるとき。 

 

第 15条 規約・規定の準用・変更 

1. 本サービスおよび本スキルに関し、本規約に定めのな

い事項については、住信 SBIネット銀行の銀行取引規

定など、当社の他の規約・規定の定めを準用します。 

 

2. 当社は、その都合により、本規約を変更することができ

るものとします。この変更により、お客さまに生じた損

害について、当社は一切の責任を負いません。 

 

3. 当社が本規約の内容を変更する場合、当社は原則と

して変更日および変更内容を当社の WEB サイトへ掲

載することにより告知します。お客さまが変更日以降

に本サービスの提供を受けたときは、変更後の規約を

承認したものとみなします。 

 

第 13条 規定の準用 

1. 本規定に定めのない事項については、銀行取引規

定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の

定めるところによるものとします。当社の他の規定、規

則などは当社ＷＥＢサイトへの掲示により告知します。 

 

第 15条を分割し移動 

削除 第 16条（準拠法・裁判管轄） 

1. 本規約は、日本法を準拠法とします。 

 

2. 本サービスおよび本スキルに起因しまたは関連して

紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第 1 審の

専属的合意管轄とします。 

 

 


