
東芝未来科学館 スマホ用アプリ 利用規約 

Toshiba Science Museum Smartphone Application End User License Agreement 

 

東芝未来科学館スマホ用アプリ（以下、「本アプリ」といいます。）は、東芝未来科学館（以下、「当館」

といいます。）が提供しています。本アプリのご利用にあたっては、以下の利用規約（以下、「本利用規

約」といいます。）の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約の全文に同意いただく必要があり

ます。 

Toshiba Science Museum Smartphone Application(“Application”) is provided by Toshiba 

Science Museum of Toshiba Corporation (“Museum”).  For using the Application, please 

carefully this End User License Agreement (“EULA”) . By using the Application, you are 

agreeing to be bound by this EULA. 

 

１．はじめに 

本アプリのご利用にあたっては、以下の記載内容をご確認ください。 

・本利用規約は当館の都合により更新または変更される場合があります。 

・ご利用にあたっては、最新の本利用規約の内容をご確認下さい。 

・本利用規約が変更された後に利用者が本アプリを利用された場合は、当該変更後の本利用規約

にご同意いただいたものとします。 

1. Introduction 

Before using the Application, please confirm these terms below. 

- The Museum may  change this EULA at its reasonable discretion. 

- When you use the Application, please confirm the latest EULA. 

- You shall automatically agree to the latest EULA. 

 

２．本アプリの利用許諾 

利用者は、本利用規約を遵守することを条件に、かつ、本アプリを当館内の展示内容の照会のた

めに自ら使用する目的（以下、「利用目的」といいます。）でのみ使用することができます。 

2. Permission to Use Application 

Upon complying to  this EULA, you are allowed to use the Application solely for personal 

use to inquire  the Museum’s exhibits (“Purpose of Use”). 

 

３．利用環境 

本アプリをご利用になるには、以下の全ての利用条件を満たす環境（以下、「利用環境」といいま

す。）が必要です。 

・インターネットが利用できること 



・iOS 11.0 以上、またはアンドロイド 7.0 以上で動作できるスマホ、タブレット等の通信機器をお持

ちであること 

・上記通信機器にカメラ機能が搭載され、且つ利用できること 

なお、利用者は自己の責任および費用負担において、利用環境を適切に整備するものとし、不正

アクセスおよび情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を講じるものとします。当館は、利用者の利用

環境につき一切関与せずいかなる責任も負いません。 

3. Operating Environment 

All of the following conditions shall be satisfied to use the Application (“Operating 

Environment”). 

-  Internet access 

- Smartphone or tablet with cameras of iOS 11.0 or later or Android 7.0 or later 

 

You shall prepare and maintain your Operating Environment and take security measures 

to prevent unauthorized accesses and information leakage at your own cost. The Museum 

will not take any responsibility for your Operating Environment. 

 

 

４．提供サービス 

利用者は、本アプリを用いて、当館内の展示内容を照会することができます。なお、館外では展示

内容を照会することはできません。 

4. Providing Services 

The Museum’s exhibit explanation through the Application is available  only in the 

Museum, You can’t refer such information outside Museum. 

 

５．本アプリの内容変更 

当館は、当館の都合により、本アプリの内容の全部または一部を変更することができます。 

5. Modifying the Application 

The Museum may  modify the Application at its sole discretion. 

 

６．利用情報等の取扱い等 

当館は、本アプリを用いて利用者が内容を照会した展示物等の利用情報等を本アプリおよび当

館の運営、提供、プロモーション、改善、機能向上および新しい機能・サービスの開発・展開等の目的

のために収集し、または利用者に対して、利用情報等の提供を求める場合があり、利用者はこれに

同意し協力します。 

当館は、本アプリおよび当館の運営、提供、プロモーション、改善、機能向上および新しい機能・サ



ービスの開発・展開等の目的のために、利用情報等を無償で利用できるものとし、利用者はこれに

ついて予め同意します。 

当館は利用情報等に基づき、統計的目的で本アプリおよび当館の利用状況を分析し、統計結果を

一般に公表することがあります。当館は当該公表につき、利用者の個人情報が識別されることのな

いように処理します。 

6. Deal with Usage Information and Relating Matters 

The Museum may collect or request your usage information of the Application , , and you 

shall agree to provide the Museum with your usage information and cooperate with the 

Museum. 

The Museum may use such information for free in order to improve its services and the 

Application. 

The Museum may release the statistical research based on such information to the public 

in a form that doesn’t personally identify you. 

 

７．料金等 

利用者は、対価を支払うことなく、本アプリを利用することができます。ただし、通信料その他本アプ

リの利用に関連する費用については、利用者が全て負担するものとします。 

7. Fees and Costs 

You can use the Application free of charge, however, you are solely responsible for any 

third party’s fees associated with your smartphone, tablet and communication fee, 

including but not limited to Internet service fee. 

 

８．禁止事項 

本アプリの利用にあたって、利用者は以下に定める行為を行ってはならないものとします。 

・本アプリの利用目的以外で本アプリをインストールし、または利用すること 

・本アプリを複製、分解、追加、編集、削除、改変、改造、公衆送信、翻案、その他の著作権法上の利

用行為を行うこと 

・本アプリについてリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルなど解析を行うこと 

 ・有償無償を問わず、本アプリの譲渡、使用許諾、担保設定その他の処分を行うこと 

・有償無償を問わず、本アプリを使用するための権利の譲渡、使用権許諾、担保設定その他の処

分を行うこと 

・当館または第三者の財産権、知的財産権、プライバシーなどの権利もしくは利益を侵害すること、

またはそのおそれのある行為を行うこと 

・当館、株式会社東芝を含む東芝グループ会社（以下、「東芝グループ」といいます。）または第三者

を誹謗中傷し、もしくはそれらの者の名誉、信用を毀損すること、またはそのおそれのある行為を行



うこと 

・公序良俗に反すること、またはそのおそれのある行為を行うこと 

・本アプリを違法な目的で利用すること 

・本アプリに関し、コンピュータウィルスなど有害なプログラムを作成すること 

・本アプリおよび当館の運営に支障をきたすおそれのある行為を行うこと 

・その他、当館が不適切と判断する行為を行うこと 

利用者が上記の禁止行為を行い、当館または東芝グループが損害を被った場合は、利用者は当

館または東芝グループに対して当該損害を賠償する義務を負うものとします。 

8. Prohibitions 

You are prohibited from doing acts listed below: 

- To use the Application for purposes other than the  Purpose of Use  

- To reproduce, resolve, add, edit, delete, modify, alter, publicly transmit, and/or port the 

Application, or to use the Application in the manner  violating Copyright Law. 

- To analyze the Application such as reverse engineering, decompilation, or disassembling. 

- To transfer, sublicense, loan, attach security interest to, or otherwise dispose the 

Application. 

- To use the Application to infringe any rights, including intellectual property rights and 

privacy rights. 

- To slander Toshiba Corporation, including the Museum, Toshiba group companies 

(“Toshiba Group”), or third party, and damage reputations and reliance thereof. 

- To do an act which is (or would be) contrary to public order or morality. 

- To use the Application for any illegal purpose. 

- To develop computer viruses or other harmful programs for the Application. 

- To do an act which would might interfere with the Museum’s operation or services. 

- And to do any act which the Museum judges as inappropriate. 

When Museum or Toshiba Group suffer any damages by your prohibited act described 

above, you shall be liable to the Museum or Toshiba Group for such loss or damages. 

 

９．本アプリ等の中止・中断 

以下の状況が発生した場合、当館は、利用者に事前に通知することなく、当館の判断により本アプ

リの配信、本アプリを使ったサービスの中止、停止、中断、その他の対応（以下、あわせて「中止等」と

いいます。）を行うことができるものとします。 

・天災、騒乱、停電、労働争議など非常事態が発生した場合 

・本アプリに関連するサーバなどの運用設備および本アプリならびに本アプリで表示されるすべ

てのコンテンツ、テキスト、イメージ、データ、ソフトウェア、情報およびその他の資料（以下、あわせて



「コンテンツ等」といいます。）などの保守・点検を行う場合 

・中止等が必要だと当館が判断した場合 

9. Suspension or Temporally Stop of Application and Its Services 

The Museum may suspend stop or cancel (“Suspension”) its services relating to the 

Application without prior notice to you in the following case;. 

- Emergency situation, including but not limited to, natural disasters, disturbances, power 

cuts, or labor disputes. 

- Maintenance of servers or other equipment for the Application, or modification of 

contents, texts, images, data, software, information, and other materials for the Application 

(“Contents”) . 

- Any other situation where the Museum judges the Suspension is necessary. 

 

１０．本アプリ等の終了 

 当館は、本アプリの配信、本アプリを使ったサービスをいつでも終了することができるものとし、当

該終了に関して利用者に損害が生じた場合でも一切の責任を負いません。 

10. Termination of Application and Its Services 

The Museum may terminate its services relating to the Application at any time. In no event 

the Museum shall be liable to you for any damages arising out of such termination. 

 

１１．免責事項 

当館は、本アプリの動作保証をはじめ、利用者の特定の使用目的への適合性、有用性、的確性、信

頼性などについて、一切の責任を負いません。 

本アプリを利用したこと、または利用できなかったことで利用者が損害を受けても、当館の故意ま

たは重大な過失による場合を除き、当館は一切の責任を負いません。 

当館は、利用者による、本アプリを使ったサービスのご利用において、紛争または損害等が発生し

た場合においても、一切の責任を負いません。 

11. Disclaimer of Liability 

The Application is provided “AS IS” and the Museum makes no representations, extends 

no warranties of any kind, either express or implied, including warranties of merchantability 

and fitness for a particular purpose. 

In no event shall the Museum be liable for personal injury or any incidental, special, indirect 

or consequential damages whatsoever, including without limitation, damages for loss or 

profits, loss of data, or any other damages or losses arising out of or related to your use of 

the Application.  

１２．損害賠償 



 利用者が本利用規約に違反したことにより、当館に損害が生じた場合、利用者は当館に対して当

該損害を賠償する責任を負います。 

12. Compensation for Damage 

You shall be liable to the Museum for any damages arising out of or related to your breach 

of this EULA. 

 

１３．知的財産権 

本アプリおよび本アプリで表示されるコンテンツ等ならびにこれらに関する著作権、商標権など

一切の知的財産権は、当館またはコンテンツ等の提供者に帰属し、関連する知的財産関連法令によ

って保護されています。 

コンテンツ等に関する知的財産権の利用を許諾されたわけではありませんので、利用者は利用

目的及び法律において明示的に認められる範囲を越えて、コンテンツ等を利用することはできませ

ん。 

本アプリに掲載される商号、商標、標章に関する権利は、当館または当館が利用を許可した権利

者に帰属し、商標法、不正競争防止法その他の法令によって保護されています。利用者は当館およ

び権利者の明示の許可なくして利用することはできません。 

13. Intellectual Property Rights 

All right and title, including without limitation copyright and trademark right, in and to the 

Application and  the Contents are owned by Toshiba Corporation or its third party 

suppliers, and protected by applicable laws and regulations. 

You are not granted intellectual property rights regarding the Contents,  and are not 

allowed to use Contents beyond the explicitly allowed in this EULA or applicable laws. 

The rights regarding trade names, trademarks, and marks in the Application shall belong 

to the Museum  or its licensors, and shall be protected by Trademark Act, Unfair 

Competition Prevention Act, and/or other related law.  You may not use the trade names, 

trademarks, and marks in the Application without prior written consent of  the Museum 

and such licensors. 

 

 

１４．本利用規約の変更 

 当館は、本利用規約を自由に変更できるものとします。利用者が、本利用規約変更後に本アプリ

を利用した場合、本利用規約の変更に同意したものとみなします。但し、法令上利用者の同意が必

要となるような内容の変更の場合は、当館所定の方法で利用者の同意を得るものとします。 

14. Amendment 

The Museum reserve the right to amend  any of the terms and conditions of this EULA at 



its sole discretion.  When  you use the Application after such amendment, it shall be 

deemed that you agree to the amended EULA , provided that where your consent shall be 

required to amend this EULA according to applicable laws, the Museum shall obtain  your 

consent in such manner as may be prescribed. 

 

１５．準拠法、管轄裁判所 

本アプリの利用ならびに本利用規約の解釈および適用は、日本法に準拠するものとします。  

本アプリに関する全ての紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とす

るものとします。 

15. Governing Laws, Competent Court 

The use of Application and the interpretation and application of this EULA shall be 

governed by the laws of Japan, without reference to conflict of laws principles. 

Any dispute arising out of or in connection with the Application shall be subject to the 

exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court in the first instance. 

 

１６．輸出管理について 

本アプリの技術、プログラムを日本国内における非居住者への開示を含む、国外へ開示する場合

は、「外国為替及び外国貿易法」「米国輸出管理法」およびその他適用される法令を遵守してくださ

い。 

16. Export Control 

When you disclose techniques and a program of the Application overseas including the 

disclosure to nonresidents in Japan, you must observe “Foreign Exchange and Foreign 

Control Trade Law,” “Export Administration Act (EAA) of the United States,” and/or other 

applicable laws and ordinances. 

 

１７．言語 

本利用規約は、日本語で作成され、英語に翻訳される。日本語版が正本であり、英語版は参考と

して作成される。これら両言語版の間に矛盾抵触がある場合、日本語版が優先する。 

17. Language 

This EULA is made in Japanese and translated into English. The Japanese text is the 

original and the English text is for reference purposes. If there is any conflict or 

inconsistency between these two texts, the Japanese text shall prevail. 

 

 

以上 


