
 

    

 

 

利用規約 – [TrioAir] [RotemNet Web] [GreenApp] 

(最終更新日:20.01.22) 

注:ドキュメント間で解釈の相違がある場合は、英語のドキュメントが優先されます。 

 

はじめに 

本利用規約(以下「本規約」)は、あなたによる[TrioAir] [RotemNet Web] [GreenApp] (以下「本アプリ」)とい

うアプリの利用および本アプリケーションの利用を通じて提供されるすべての機能(以下「本サービス」)に適用され

、企業またはその他法人を代表して正式に行動するあなたとMunters Israel Ltd (以下「Munters」、「弊社」

、「弊社を」、または「弊社の」)との間に拘束力のある契約を構成します。本アプリは、商用目的でのみの使用

を意図しており個人使用は除外されます。  

Munters は、本規約 (随時更新) および本規約に含まれるその他適用条件に従い、アプリケーションおよびサ

ービスの利用権をあなたに付与します。アプリまたはウェブページで「利用規約に同意する」をクリックすることによ

り、本規約に同意することとなります。何らかの理由で本規約の一部にでも同意しない場合は「利用規約に同

意する」をクリックして続行せず、またアプリやサービスへのアクセスをおやめください。 

弊社は[https://www.munters.com/ja/terms-controllers-app-japanese] に本規約の更新版を公開する

、またはアプリを更新し新しい利用規約を組み入れることにより、予告なしにいつでも本規約の内容を変更する

権利を留保します。本アプリおよび本サービスの利用や本規約の更新後も引き続き本アプリおよびサービスの利

用により、あなたは更新された本規約を完全に理解し、これに同意したものとみなされます。 

本アプリまたは本サービスへのアクセスを含む本規約を打ち切る場合は、本規約の終了条項に従い、「利用規

約に同意する」チェックボックスをオフにすることで本規約を打ち切ることができます。  

本アプリおよび本サービスの使用に関連したあなたの個人データの処理に関する情報は、

[https://www.munters.com/ja/terms-controllers-app-japanese]から入手可能な弊社のプライバシーポリ

シーに記載されています。 

ライセンス 

本規約への同意により、弊社は、あなたに本利用規約に規定された利用規約 (以下「本ライセンス」)に基づき

、本アプリおよび本サービスを利用するための非独占的、譲渡不能、サブライセンス不能、個人的、限定的、

取り消し可能なライセンスを付与するものとします。 

https://www.munters.com/ja/terms-controllers-app-japanese
https://www.munters.com/ja/terms-controllers-app-japanese
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本ライセンスには、本アプリをデバイス (スマートフォンまたはタブレット) にダウンロードしてインストールする権利やウ

ェブリンク経由で本アプリへのアクセス権が含まれます。また本ライセンスは本アプリであなたのコントローラーデータ 

(以下に定義) を処理し、本サービスを使用する目的に限られます。各ライセンスの対象は、1つのコントローラー (

以下で定義) に関連するアプリおよびサービスの使用のみです。 

本アプリと本サービスの利用 

アプリは、Apple、Inc. App Store (https://www.apple.com/itunes) またはGoogle Inc. Play Store 

(https://play.google.com/store) からダウンロードする、またはこちらのウェブリンク

[https://www.munters.com/ja/terms-controllers-app-japanese] からアクセスできます。個人アカウントの

作成後のみ本アプリにアクセスできます。またアカウントをあなた以外、またあなたの組織外の誰とも共有しない

ことに同意します。 

本サービスの一部は無料 (以下「無料サービス」) で、その他は有料サービス (以下「有料サービス」)です。無料

サービスにはアプリの「読み取り専用機能」が含まれています。つまり、コントローラー (以下で定義) をアプリの機

能から管理することはできません。有料サービスに含まれているのは、アプリ内コントローラーのパラメーターを読み

取ってリモートで変更できる「編集機能」です。Muntersは事前の通知なくいつでも、無料サービスおよび/また

は有料サービスに含まれるサービスの種類を独自の裁量で変更する権利を留保します。 

本規約に適用されるのは本アプリおよび本サービスの利用のみです。本アプリに接続されている(以下「コントロー

ラー」)が提供するその他機能またはサービスには適用されません。誤解を避けるために記しますが、コントローラー

の機能と利用は別の規約で規制されています。 

本利用規約に定めるその他のユーザー制限に加え、本利用規約で明示的に許可されている場合を除き、あな

たは以下を行わないものとします。 

(a) セキュリティ機能の無効化、本アプリおよびサービスのアクセス制御または使用制限の回避。 

(b) Munters の知的財産権またはその他の権利の侵害。 

(c) 公共の目的または商用目的を含みそれに限定されない本アプリで提示または提供されるコンテン

ツのコピー、複製、再発行、再利用、アップロード、投稿、送信または配布すること。 

(d) 本アプリ (ソースコードを含む) のレンタル、リース、サブライセンス、貸付、配布または販売/再販、ま

たは不当な利用。 

(e) 本アプリを他プログラムに組み込むこと。例えば: 

(f) (i) 本アプリ全体または一部の改変。または (ii) アプリの全体または一部に基づいて、逆アセンブル

、逆コンパイル、リバースエンジニアリングまたは二次創作物の作成。および 

(g) 本アプリからの著作権、商標またはその他の所有権に関する通知の削除。 

https://www.apple.com/itunes
https://play.google.com/store
https://www.munters.com/ja/terms-controllers-app-japanese
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お支払いとサブスクリプション 

手数料や税金は本アプリ記載の価格に含まれていません。また外国為替手数料や場所 (為替レートなど) に

基づき異なる価格が適用される場合があります。弊社は合理的な通知をした上で価格を自由に変更すること

があります。料金の未払いにより、あなたの有料サービスは終了します。 

有料サービスを契約した場合、かかるサービス料金は 12か月間のサブスクリプション期間の一括料金として請

求されます。サブスクリプションは、当該サブスクリプション期間の終了までに自動更新され、その期間終了 1か

月前の通知でキャンセルされることがあります。支払い方法が無効になった場合、サービスのサブスクリプションは

自動で無料サービスのサブスクリプションに変更されます。 

コントローラーデータ  

あなたはコントローラーによって収集されたデータ (「コントローラーデータ」) の保存、表示、閲覧およびダウンロードす

るため、またMuntersの製品開発活動に加え、トラブルシューティング、サポート統計目的を含むがこれらに限

定されない目的のために使われる取消不能、 譲渡可能、譲り渡し可能およびサブライセンス可能な権利を

Munters に付与 (または以下の権利の所有者が明示的に付与したことを保証) します。さらにあなたが分析プ

ラットフォーム Sonarを使用する場合、あなたは以下を行い (または以下の権利の所有者が明示的に付与した

ことを保証し) ます。(i) Muntersグループ会社である MTech Systemsにコントローラーデータを譲渡する取消不

能、譲渡可能、譲り渡し可能およびサブライセンス可能な権利を Munters に付与することおよび (ii) コントロー

ラーデータを保存、表示、閲覧及びダウンロードし、トラブルシューティング、サポート、分析および統計目的、なら

びにMTech Systemsの製品開発活動に使用するための取消不能、移転可能、譲渡可能およびサブライセ

ンス可能な権利をMTech Systems に付与すること。 

コントローラーデータに個人データが含まれている場合、そのデータの処理は弊社の[Privacy Policy]の対象となり

ます。 

サービスアベイラビリティ 

Munters は、いつでも、一時的または永久に、本アプリまたは本サービス (またはその一部) の変更、更新およ

び/またはアップグレードを行う権利を留保します。 

本アプリまたは本サービスのあなたの利用がMuntersまたはその他の者に直接または継続的に損害を与えてい

るとMunters が独自に合理的に判断した場合、あなたの本アプリおよび本サービスへのアクセスを Muntersが

停止することにあなたは同意するものとします。したがってあなたは上記記載のような状況において、あなたまた

は第三者が本アプリまたは本サービスへのアクセスを停止した場合、Muntersがその責任を負わないことに同

意します。 

第三者 
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Apple Inc. (その関連会社も総称して「Apple」) App StoreまたはGoogle Inc. (その関連会社も総称して「

Google」) Play Store からアプリをダウンロードした場合、あなたは次のことに同意します。(i) あなたがいかなる

ときも Apple および Google に関連して適用される個別条項を遵守すること。および(ii) 本規約はあなたと

Munters の間でのみ締結され、Appleや Googleは本アプリおよびコンテンツの責任を負わないこと。ただし

Apple や Googleの契約条件に明示的に規定されている場合を除きます。誤解を避けるために記すと、

Apple または Google は、本アプリまたは本サービスに関するメンテナンスおよびサポートサービスの提供義務を

一切負いません。Apple App Storeから本アプリをダウンロードした場合は、下記の追加条件をご覧ください。 

Apple App Store から本アプリをダウンロードした場合、または iOS デバイスで本アプリを使用している場合、あ

なたは Apple に関する以下の通知を読んで理解し同意したこととなります。本規約の締結は Appleとではな

く、あなたとMuntersの間でのみ行われます。Apple は本アプリとその内容に関する責任を負いません。

Apple は、本アプリに関するメンテナンスおよびサポートサービスを提供する義務を一切負いません。本アプリが

該当する保証に準拠していない場合、あなたはApple に通知することができ、本アプリに該当する購入価格

があれば Apple があなたに返金します。また、Apple は、適用法で許可されている最大限の範囲において、本

アプリに関するその他の保証義務を一切負いません。Appleは以下を含め、本アプリまたは本アプリの所有お

よび/または利用に関するお客様または第三者による申し立てに対処する責任を負いません。(1) 製品責任賠

償要求、 (2) 本アプリが適用される法的または規制要件に適合していないという申し立て、および (3) 消費者

保護または同様の法律に起因する申し立て。Appleは本アプリおよび/または本アプリのあなたの所有権および

利用が第三者の知的財産権を侵害していると主張する第三者の調査、弁護、和解および免責についての責

任を負いません。本アプリ利用時にあなたは適用される第三者の規約に従うことに同意するものとします。

Apple および Apple 子会社はこれらの規約における第三者の受益者です。これらの規約へのあなたの同意に

より、Apple は本規約の第三者受益者であるあなたに対し本規約を執行する (およびその権利に同意したと

みなされる) 権利を有します。あなたは次のことを表明し保証します。(1)米国政府の禁輸措置対象国に居住

していないこと。または米国政府が「テロ支援国」と指定した国に居住していないこと。および (2) 米国政府の禁

止または規制リストにあなたが記載されていないこと。 

弊社は本アプリでリンクされている第三者のウェブサイトまたはモバイルアプリのコンテンツの管理を行っておらず

一切の責任を負いません。このようなリンクされたウェブサイトおよびモバイルアプリは、便宜上の目的で「現状の

まま」提供され、記載されている情報については、明示または黙示の保証がありません。これら第三者のウェブサ

イトおよびモバイルアプリの契約条件、利用規約およびプライバシーポリシーは、かかる第三者のウェブサイトおよ

びアプリの利用に適用されます。  

知的財産権 

本アプリ、本サービス、またはコントローラーデータにある全知的財産権 (法的に許可されていると広く解釈される

もの) の所有権はMunters が保有します。さらに本アプリおよび本サービスに関連して使われる全商標およびロ

ゴは、Munters の商標およびロゴです。本規約のいかなる条項も、知的財産権の移行、譲渡、または所有権

の付与を構成するものではありません。  
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Munters の書面による事前の同意なく本アプリまたは本サービスによって生成された情報の不正な目的におけ

る利用は、明示的に禁じられています。 

保証 

本アプリおよび本サービスは現状のまま、利用可能な状態で提供されます。Munters は、ユーザーによるアプリ

およびサービスの使用が安全、適時、中断なし、またはエラーなしで行われることを表明または保証しません。ま

たは本アプリと本サービスがユーザーの要件を満たすこと、アプリ内のすべてのエラーが修正されること、本アプリに

ウイルスやその他の有害なコンポーネントがないこと、または本アプリがMuntersの提供しない他のハードウェア、

ソフトウェア、システムやデータとともに動作すること、または本アプリや本サービスの運用は常に安全である、また

はMunters が常に第三者がコントローラーデータやユーザーの機密情報にアクセスしたり破壊したりすることを防

止できることについても表明または保証しません。上記の保証は、Muntersが提供する唯一かつ排他的な保

証です。特定の目的に対する商品性または適合性を含みこれらに限定されない、明示または黙示を問わずそ

の他の保証または条件はありません。ユーザーは本アプリおよび本サービス、または生成された情報がユーザーの

目的に照らして正確または十分か判断する責任を負います。 

責任制限  

Munters の債務総額は、発生の如何を問わず、本規約に起因するかまたは本規約に関連するかを問わず、

当該日以前の 12か月間 (請求の原因となった事案が発生した日またはその事案が 12か月経過する前に発

生した場合には、それよりも短い期間) に本アプリの使用に対しユーザーがMuntersに支払った料金の合計額

を超えないものとします。 

Munters は、いかなる場合においても、事業、収益、利益、生産、営業上の信用、利用、データ、予想される

経費削減またはその他経済的利益 (損害が直接的または間接的にかかわらず)、および結果的損害、間接

的損害、付随的損害または懲罰損害による損失について責任を負わないものとします。 

終了  

Munters はいかなる責任も負わず、予告なくいつでも即時に本規約を終了できます。「お支払いとサブスクリプ

ション」節の規定に従い、ユーザーはいつでも本規約を終了することができ、その終了は現行のサブスクリプション

期間終了時に有効となります。終了に伴い、あなたは本アプリや本サービスにアクセスできなくなります。本規約

が終了した場合、あなたがすでに支払った金額を払い戻す義務がMuntersにないことを、あなたは認め同意

するものとします。 

雑則 

本規約のいずれかの条項が完全または部分的に無効である場合、本規約全体の有効性には影響が及ばず

、残りの条項は引き続き有効です。かかる無効が本規約の当事者の利益または本規約に基づく履行に重大

な影響を及ぼす範囲において本規約は合理的に修正されるものとします。 
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ユーザーはMuntersの書面による事前の同意なく、本規約に基づく権利および/または義務をすべてまたは部

分的に譲渡、担保またはその他処分することはできません。 

本規約は本アプリおよび本サービスの利用に適用されるものであり、あなたとMunters間で締結されたその他

の契約または同意を変更または改変するものではありません。  

準拠法および紛争解決 

本規約はイスラエルの法律 (法律の規定に抵触しない範囲) に従って解釈・準拠され、本規約関連の紛争は

イスラエルの裁判所の専属管轄権に服するものとします。 

お問い合わせ  

本アプリまたは本サービスに関するご質問やご不明点があれば、以下よりお問い合わせください。 

Munters Israel Ltd 

 該当する場合は App.support@munters.com 


