BASF SE が提供する “BASF アプリ” モバイル
アプリケーションに関する利用規約

1. 一般情報について
本利用規約は、BASF SE（住所：67056 Ludwigshafen, Germany。以
下「BASF」といいます）が開発し、Apple App Store / Google Playスト
アを通じて提供する携帯アプリ「BASF App」（以下「BASFアプリ」といい
ます） を利用する権利の許諾を定めるものです。従って本利用規約は、
BASFがApple App Store / Google Playストアを通じて提供するBASF
アプリの利用について、BASFアプリを適切な端末デバイスにダウンロー
ドして利用することを希望する利用者（以下「利用者」といいます）と
BASFとの間の契約と合意のすべてを含みます。ただし、個別の契約に
よってその他の規定が定められる場合には、それに従うものとします。
2. BASFアプリを利用するライセンス
2.1 一般条項
利用者が、Apple App Store / Google Play ストアからダウンロードして
BASF アプリを利用するには、あらかじめ本利用規約への同意が必要と
なります。利用者には、Apple App Store / Google Play ストアの運営者
が定める利用規約が本利用規約に優先する場合、本利用規約に加えて
当該利用規約にも従う場合があること、また BASF はこうした他の利用
規約から何ら影響も受けるものではなく、従って他の利用規約には一切
責任を負わないことを、理解しているものとします。
BASF アプリをダウンロードするには、適切な端末デバイスとインターネ
ットへのアクセスが必要になり、Apple App Store / Google Play ストア
の接続には費用が発生する場合があります。
2.2 BASFアプリのメンテナンスとサポート
BASF は、BASF アプリのアップデートやアップグレードおよび/または定
期的なアップデートやアップグレードを提供する義務を負いません。ただ
し利用者は、ダウンロード可能な BASF アプリのアップデートやアップグ
レードを BASF が提供した場合には、入手できる最新の情報を受け取る
ために、これらをインストールしなければなりません。こうしたインストー
ルが行われないと、BASF は、BASF アプリが正確に機能すること、また
は提供する情報が最新の状況を示すことを保証することができません。
BASF アプリのアップデートやアップグレードが提供されたにもかかわら
ず、これをインストールせず、古いバージョンを利用し続ける利用者は、
不具合や損害賠償を申し立てる権利を放棄することになります。
2.3 知的財産；商標
BASF アプリ、グラフィックス、ビデオクリップ、図表、写真やイラスト、ユ
ーザーインターフェース、オーディオクリップ、エディトリアルコンテンツに
は、BASF または第三者の保護されたコンテンツおよび素材が含まれて
います。これらに関する権利は、すべて BASF または第三者が保有しま
す。これは、利用者が BASF アプリを修正したり、利用者ご自身のプロ
グラムや第三者のプログラムと組み合わせたりした場合にも適用されま
す。BASF アプリのコンテンツに含まれる第三者の知的財産は BASF が
第三者から適切に取得したこと、また BASF はこうした知的財産を使用
して BASF アプリ内で他者にライセンスを行う権限を受けていることが保
証されています。利用者は、本利用規約に定める BASF アプリ利用以
外の目的で、この保護されたコンテンツまたは素材を利用することはで
きません。
BASF アプリに使われている「BASF」という語の標章、BASF のロゴ、そ
の他の商標は、BASF が使用しているか、あるいは登録を行った商標で
す。BASF アプリに使われるその他の商標は、BASF 以外の他者が所
有している可能性があります。BASF アプリ上の商標に関して本利用規
約で利用者に対して明示的に許可されない権利は、すべて BASF が保
有しています。従って利用者には、BASF アプリに関する上記の商標お
よびその使用についていかなる権利もライセンスも与えられるものでは
ありません。
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2.4 第三者のWebサイト；免責事項
BASF アプリには、第三者の Web サイトへのハイパーリンクも掲載され
ている場合があります。BASF はそのような第三者の Web サイトやその
コンテンツに対する責任を一切負いません。リンク先の Web サイトのコ
ンテンツに責任を負うのは、常に上記 Web サイトの各プロバイダーまた
は運営業者です。リンク先の Web サイトに対しては、リンクする時点で
法律に違反するかどうかの確認を取っており、その時点で違法なコンテ
ンツは認識されておりません。しかし、リンク先のページを永続的に管理
することは、違反に関して具体的な証拠がない限り、妥当とはいえませ
ん。BASF は、こうしたリンクに具体的な違反を認識した時点で、該当す
るリンクを直ちに削除します。また BASF は、これらの Web サイトやコン
テンツの利用可能性についても責任を負いません。こうした Web サイト
へのハイパーリンクの利用は、利用者の自己責任となります。BASF は、
第三者の Web サイトの利用から生じる損害や損失について責任を負う
ものではありません。従って、外部 Web サイトへのリンクの利用は、利
用者の自己責任となります。
2.5 アプリを利用する権利
a. ライセンスの範囲 本利用規約をご理解いただいた利用者が規約に
従うことを条件として、BASF は本利用規約により、期間の制限なく
BASF アプリを利用できる非独占的で譲渡不可能な権利（以下「本ライ
センス」といいます）を利用者に無償で与えるものとします。これによって
利用者は、適切な端末デバイス１台を使って、本利用規則に必要と定め
られる方法で、BASF アプリを利用することができます。
利用者は、ドイツ著作権法（UrhG）第 69 条 c 項以下に定める範囲を超
えて、BASF アプリ、そのアップデートやアップグレード、またはその一部
をコピー、逆コンパイル、リバースエンジニアリングまたは逆アセンブル
することはできません。また BASF アプリのソースコードの取得、BASF
アプリの修正、または BASF アプリに基づく二次的著作物の作成を試み
ることもできません。
利用者は、BASF アプリを販売または流通したり、BASF アプリを複数の
機器で同時に利用できるネットワークで利用可能にしたりすることはでき
ません。ただし、本利用規約に別途規定がある場合は、この限りではあ
りません。利用者は BASF アプリのレンタルもしくはリース、貸出、販売、
譲渡、再販売もしくは再流通、またはサブライセンスを行うことはできま
せん。利用者は、BASF アプリをダウンロードした端末デバイスを第三者
に売却する時には、当該デバイスから BASF アプリをアンインストールし
てから売却しなければなりません。
本利用規約の規定は、BASF が提供するすべてのアップデートやアップ
グレードにも適用され、オリジナルの BASF アプリを書き換え、または補
足するものとします。ただし、こうしたアップデートやアップグレードが別
の利用規約の対象になっている場合は、この限りではありません。
b. 輸出規制
利用者は、アメリカ合衆国の法律および BASF アプリを取得したその他
の国の法律で許可されない方法で、BASF アプリを利用したり輸出また
は再輸出したりすることはできません。特に、(a)アメリカ合衆国が輸出入
を禁止している国、または(b)米国財務省の「特定国籍業者」リスト、もし
くは米国商務省の輸出禁止対象（顧客・団体双方）リストに掲載される人
物に対する BASF アプリの輸出または再輸出は固く禁じられています。
利用者は、BASF アプリを利用することによって、ご自身がこれらの国に
滞在していないこと、こうしたリストに名前が掲載されていないことを確認
することになります。利用者は、アメリカ合衆国の法律で禁じられる行為
（特に核兵器、ミサイルまたは化学もしくは生物兵器の開発、設計、製造
または生産）を目的として BASF アプリを利用することはできません。

September 2018

2.6 データの保護
BASF はデータの保護を優先事項と考えており、個人情報の収集、使
用、処理には、適用される規定（特に一般データ保護規則）を厳守してい
ます。BASF が管理者として特定の個人情報処理に関する通知を行わ
ない限り、こうした情報の取り扱いは basf.com/data-protection-eu に掲
載される通りです。
2.7 セーフティシステム
BASF アプリには、BASF が定めた利用基準に従ってデジタル情報を保
護し、BASF アプリの利用を制限するセーフティシステム（以下「セーフテ
ィシステム」といいます）が含まれることがあることを、利用者にお知らせ
します。各セーフティシステムは BASF アプリになくてはならない機能で
す。利用者は、セーフティシステムまたはその一部について、(i)違反、(ii)
回避、(iii)リバースエンジニアリング、(iv)逆コンパイル、(v)逆アセンブル、
もしくは(vi)いかなる方法によっても許可のない変更を行わない義務、ま
たはこうした行為について他者を支援しない義務を負います。
2.8 契約終了およびアプリを利用する権利の停止
本ライセンスは、利用者か BASF のどちらかが終了させるまで有効に存
続します。利用者および BASF は、双方ともに本ライセンスをいつでも終
了させることができます。利用者は、BASF アプリを端末デバイスから解
除/削除することで、理由なくいつでも BASF との本ライセンスを終了させ、
サービスの利用を停止することができます。
2.9 第三者の工業所有権
BASF は、本利用規約に従った BASF アプリの利用を制限または不可
能にするような第三者の権利が BASF アプリに含まれていないことを保
証します。第三者の工業所有権によって合意された内容で BASF アプリ
を利用することに悪影響が出た場合、BASF は、利用者にいかなる制限
も与えず、追加料金も発生させない形で、その悪影響を取り除くように
BASF アプリを修正するか、または本利用規約に沿って BASF アプリを
利用できる権限を取得することができます。
第三者の工業所有権に対する BASF の保証義務は、いかなる場合でも
BASF アプリの範囲に限られており、BASF アプリの機能に必要となる
第三者のソフトウェアに及ぶことはありません。
第三者の工業所有権の侵害の申し立てが利用者に対して行われたとき
には、利用者はいかなる場合にも直ちに書面にて BASF に通知する義
務を負います。
2.10 保証
利用者は、BASF アプリの不具合に関する保証を請求することはできま
せん。ただし BASF が不具合を不正に隠していた場合はこの限りではあ
りません。
2.11 責任の制限
BASF は、BASF アプリについて適切なケアを提供しますが、これは「現
状有姿」で提供されるものとします。BASF は、BASF アプリについてい
かなる表明または保証も行いません。利用者は、ご自身のシステム
（BASF アプリを含みます）のバックアップを行うことに特に責任を負いま
す。BASF アプリの利用から生じる損害または損失について BASF が責
任を負うのは、故意または重大な過失によってこれらが発生した場合に
限られます。
2.12 請求の制限
利用者が保証の請求、損害賠償の請求、補償金の請求を行うことがで
きるのは、BASF アプリのインストールから 1 年以内に限られます。ただ
し、BASF が不具合を不正に隠していた場合、または他の法的根拠によ
って責任が義務付けられている場合は、この限りではありません。

場合（例：利用者が料金を支払って機能を取得した場合）には、この限り
ではありません。
またBASFは、以下の場合にも機能を変更もしくは修正し、または他の機
能を提供する権利を有します。
(a) 適用法に従った機能を提供するよう、BASFが義務づけられる場
合（特に法的な状況が変わる場合）。
(b) 裁判所の判決または司法当局の決定に従うよう、BASFが義務づ
けられる場合。
(c) セキュリティ上の欠陥を補うために変更または修正が必要な場合。
(d) 変更または修正がもっぱら利用者にとって好都合である場合。
(e) 単純な技術的または手続上の変更または修正を行う場合で、利
用者に大きな影響がない場合。
本項では、BASFアプリの機能にわずかな影響しかない変更および修正
は、BASFアプリへの変更とはみなしません。この規定は、単純なグラフ
ィックの変更や、ごくわずかな機能調整の変更に対して、特に適用されま
す。
2.14 利用規約の修正と変更
BASF は、本利用規約の規定に表現の不一致または欠落/抜け道など
の問題があった場合には、いつでも本利用規約を修正し、新たな、また
は補足された利用規約に基づいて利用者に BASF アプリを利用させる
権利を有します。しかしこうした修正は、BASF が提供する BASF アプリ
のサービスのコンテンツにはあてはまらないことを明示します。こうした
修正と修正の理由は利用者に通知され、利用者の受け入れと同時に直
ちに効力が発生し、本利用規約に統合されます。利用者がこうした修正
に同意しないことを各情報通知の日付から 10 暦日以内に明示しない限
り、該当する修正への承認と同意は得られたものとみなします。
BASF は、こうした修正を受け入れない利用者については、本利用規約
を終了させることができます。また修正の受け入れを明らかにしないまま
BASF アプリを利用し続ける利用者については、修正を暗黙に認めたも
のとみなします。
BASF建設化学品部門のBASF MyConcrete!アプリに関する特
定の商品情報、その他の利用規約
BASF アプリが算出するコンテンツは最初の表示にすぎません。利用者
は、このコンテンツをさらにご確認いただく必要があります。
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4. その他の条項
本利用規約は、利用者と BASF との間の合意のすべてであり、利用者
と BASF が以前に行ったすべての合意に優先します。
本利用規約の一部またはすべてが無効または効力がないとされた場合
でも、利用規約のその他の規定に何ら影響するものではありません。
BASF と利用者は、無効な規定を書き換えたり削除部分を埋めたりする
ために、無効または効力のない規定に代えて、経済的見地から元の規
定に最も近い有効な規定に合意するものとします。ただし、補足する契
約について、その解釈が優先する場合、またはそれが可能である場合
は、この限りではありません。
BASF が本契約上の権利または規定を主張しなかったことで、これらを
放棄したものとはみなされません。BASF は自己に課されない義務の不
履行には、責任を負いません。
本利用規約と BASF アプリの利用は、1980 年 4 月 11 日国際物品売買
契約に関する国連条約（「CISG」）およびドイツの抵触法の原則を除き、
ドイツ法に準拠するものとします。

2.13 BASFアプリの変更
BASFは、BASAアプリの機能を変更もしくは修正し、または他の機能を
提供する権利を保有します。ただし、これが利用者にとって妥当でない
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