MYLAPS モバイルアプリおよびその他のアプリに関するご利用条件
お客様がダウンロードまたはご利用されたモバイルアプリおよびウェブサービスは、MYLAPS および、いれば、
そのパートナー、供給業者、またはその他の関連会社（以後、「MYLAPS」または「当社」）により提供されてい
ます。詳細は、第 9 条のご利用条件においてご確認いただけます。
MYLAPS のモバイルアプリおよびウェブサービス（以後、「アプリ」）は、お客様のトレーニングおよび試合のリ
ザルトを記録し、お客様のスピードおよびスプリットタイムを追跡し、お客様の現在位置を把握し、試合中の現
在位置およびスプリットタイムを他者と共有すること（ライブトラッキング）に使用されることを目的としています。
アプリの一部は、他の MYLAPS 製品と組み合わせて使用されなくてはなりません。アプリを併用した当該製
品の使用についても、製品ご購入時に提示され、ご承認いただいた MYLAPS の一般条件（以後、「一般条
件」）が適用されます。
本利用条件は、個人情報保護に関する方針と相まって、当社のアプリおよび関連サービス（以後、「サービ
ス」）の利用に適用されます。アカウントを作成し、当社のアプリを利用することは、お客様が利用条件を読み、
ご理解、ご承諾いただいたことをお認めいただくということです。本利用条件をご承認いただけない場合、当社
のアプリまたは関連サービスをご利用いただくことはできません。
第 1 条： 適用性
1.1 本利用条件は、アプリおよびアプリで利用可能なサービスの利用すべてに適用されます。
1.2 MYLAPS でアカウントを作成し（以後、「アカウント」）、アプリやサービスを利用することは、いかなる場
合も、お客様がアプリのユーザーとして（以後、「ユーザー」または「お客様」）本利用条件、個人情報保
護に関する方針、および MYLAPS のその他の適用条件および規約の適用性を承諾するものです。本
利用条件は、MYLAPS がいつアカウントを差し止めても、継続して適用されます。ユーザーの一般条
件の適用性は明確に除外されます。
1.3 MYLAPS は、本利用条件を修正することがあります。修正をご承諾いただけない場合、お客様のアカ
ウントを閉じ、ご使用の携帯デバイスからアプリを削除することで、アプリの利用およびサービスの購入
を終了することができます。
1.4 アプリをとおして第三者のサービスが提供された場合、それらのサービスには当該第三者の一般条
件、個人情報保護に関する方針、クッキーに関する方針が適用されます。MYLAPS は第三者が提供
するサービスおよび、彼らが適用する一般条件、個人情報保護に関する方針およびクッキーに関する
方針に対して責任を負うことはできません。第三者のアプリやサービスの利用を決められた場合はす
べてお客様ご自身の責任となります。
第 2 条： プライバシー
2.1 MYLAPS はお客様のプライバシーを守ることを優先します。MYLAPS は、当社が情報を受け取り、処
理する方法についてユーザーに通知する個人情報保護に関する方針を策定しています。MYLAPS は、
アプリをとおして情報、ファイル、写真、ビジュアル素材、データ、その他の素材を共有するうえで、お客
様が個人情報保護に関する方針を見直し、十分な情報に基づいた判断を下すために活用することを
お勧めします。
第 3 条： 利用
3.1 アプリ、サービス、そこで公開される情報やファイル、データはすべてお客様ご自身の責任となります。
3.2 アプリをご利用いただくには、アプリをとおしてアカウントを作成していただかなくてはなりません。ユー
ザー1 名につき 1 つだけアカウントを作成できます。アカウントは、有効な個人の E メールアドレスまた
は Facebook のアカウントで登録できます。
3.3 アプリをご利用いただくために必要なデバイス、ソフトウェア、インターネット接続は、お客様ご自身のご
負担でご準備いただかなくてはなりません。
3.4 ユーザーが 18 歳未満の場合、アプリまたはサービスの利用には、ご両親または保護者の許可が必要
です。アカウントを作成することは、お客様が 18 歳以上であること、またはお客様のご両親または保
護者がアプリやサービスの利用を許可することを表明していると保証するものです。
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ユーザーは、ユーザーが MYLAPS に提供する情報が完全で、真実で、正しいことを MYLAPS に保証
するものとします。データに変更が生じる場合、アプリをとおして、変更されたデータを速やかに
MYLAPS に伝達しなければなりません。
アカウントは厳密に個人的なものです。他者がお客様に明確な許可を与えない限り、その他者の名前
でアカウントを作成するものではありません。
アカウントのパスワードを秘密に保つのはお客様ご自身の責任です。お客様は、お客様のアカウントを
使用して他者にアプリにアクセスさせないことを保証するものとします。お客様のユーザー名またはパ
スワードを紛失したり、盗難にあったと気づいた場合、または第三者がお客様のアカウントへ無断でア
クセスする方法を得たと信じるに足りる場合、その旨を速やかに MYLAPS に通知し、できるだけ早くパ
スワードをご変更いただかなくてはなりません。
アプリやサービスの利用に際して、お客様は以下を保証するものとします。
a.
お客様がアプリを利用する権限を有すること
b.
いかなる場合も本利用条件下にある義務、およびアプリの利用に適用されるすべての法令を準
拠すること
c.
アプリの利用目的に従いアプリを利用すること、および
d.
お客様がアプリをとおして、情報、データ、写真、動画／音声の一部、その他のコンテンツ（以後、
「コンテンツ」）を提供するとき、そのコンテンツは違法または攻撃的な性質（性差別的、ポルノ、
人種差別的、差別的、威圧的、恐喝的、侮辱的なものを含む）のものではなく、適切な法令に抵
触せず、社会秩序や良識に違反したり、第三者のプライバシーを侵害したりしないものであるこ
と。さらに、当該コンテンツが、著作権、肖像権、隣接権、商標やいかなる知的財産権を含め、
MYLAPS または第三者のいかなる権利も侵害しないことを保証すること。コンテンツの掲載によ
り生じる可能性のある第三者からの苦情に対しては、お客様が MYLAP を保証すること
MYLAP は、MYLAP の裁量でコンテンツを削除することがあります。
お客様が MYLAP のデジタル環境をとおしてコンテンツを公開する場合、当該情報やファイル、データ
および素材が、MYLAP の個人情報保護に関する方針に記載される方法および目的で、使用、保存、
複製される場合があることを承諾するものとします。また、MYLAP の個人情報保護に関する方針に記
載されているとおり、サービスの提供には第三者が特定の情報へアクセスすることを求められることに
同意するものとします。
お客様のアカウントをとおして、または他の方法で、知的財産権に保護されたコンテンツを提供するこ
とで、お客様は、自動的に、MYLAP がその情報を、許可や通知なく、お客様やいかなる第三者もいか
なる補償や損害を被ることなく、複製し、公開し、削除し、保存し、増加し、分析し、または宣伝目的で使
用し、伝達する、非独占的な、世界的な、無制限な、サブライセンス可能な、著作権使用料無料の権利
を許諾するものとします。
ユーザーは、情報が他のユーザーと共有され、それらの他のユーザーが当該情報を保存し、複製し、
または使用している限り、当該情報は削除できないことを理解したうえで、アカウントからコンテンツを
削除することできます。データの削除後も、データは MYLAP およびアプリが使用するデータベースの
バックアップ版に、ある程度残る場合があります。
アプリをとおして、コンテンツのある特定の部分を Facebook や Twitter の限りではありませんが、それ
らのソーシャルメディア上で共有することを認めた場合、MYLAPS に提供した情報は、お客様によって
認められた許可に従い、それらの第三者と共有されます。Facebook や Twitter の限りではありません
が、それら第三者のサービスには、当該第三者の一般条件、個人情報保護に関する方針、クッキーに
関する方針が適用されます。MYLAPS は、第三者が提供するサービスおよび、彼らが適用する一般
条件、個人情報保護に関する方針およびクッキーに関する方針に対して責任を負うことはできません。
MYLAPS は、MYLAP の裁量でアカウントを差し止めたり、削除したりする場合があり、MYLAPS が必
要と判断した場合、IP アドレスをブロックすることもあります。お客様のアカウントが差し止められたリ、
いかなる理由でもお客様のアカウントを使用できない場合、お客様がご自身のコンテンツにアクセスす
ることはできず、また補償や損害を求める権利も有しません。MYLAPS は、再びお客様にアクセスを
許可するいかなる義務もありません。MYLAPS は、コンテンツのバックアップを作成するよう、またはユ
ーザーの利益のためにコンテンツを保存しておくよう、ユーザーに求めるいかなる義務もありません。
MYLAPS は、お客様がご自身でバックアップを作成されることをお勧めします。
アプリやサービスのユーザーが本利用条件に違反していることを発見した場合、お客様にはかかる違
反を MYLAPS に報告することをお願いします。

第 4 条： 免責条項および責任
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MYLAPS は、アプリを最適な形態でユーザーの皆様にご利用いただくという目的を自社に課していま
すが、アプリまたはアプリの正しい機能へのアクセスを保証するものではありません。ユーザーは、ア
プリおよびサービスをそのままの状態で承諾するものとします。MYLAPS は、ユーザーに対するすべ
ての責任を退けます。
MYLAPS は、アプリ、いかなる情報の精度、信頼性や詳細、アプリをとおして利用できるサービスを利
用することで得られるリザルトを保証するものではありません。MYLAPS は、完全な有用性またはセキ
ュリティを保証するものではなく、アカウントや他の方法をとおして、またはメインテナンスのため一時ア
クセス不可というかたちで、ユーザーのいかなる権利をも生じさせず、サービスおよびアプリへのアクセ
スを一時的に停止したり、終了することがあります。
MYLAPS は、アプリ、サービス、そこで公開される情報、ファイル、データが、ユーザーが望む使用目
的に適していることを保証できません。
MYLAPS は、アプリおよびアカウントがいかなるときも、中断、停止、エラーや欠陥なく利用できること
を保証できません。MYLAPS は、アプリがいかなる理由により利用不能、または最適に満たない状態
で機能していたとしても、ユーザーに対するいかなる責任も負いません。
MYLAPS は、提供される情報、機能、サービス、MYLAPS のアプリをとおして利用可能な情報、機
能、サービスが、正しく、完全で、不正コンテンツを適切に無効にしているということを保証できません。
MYLAPS は、アプリをとおして提供する情報、および提供される方法を自由に決定するものとします。
ユーザーは、どのような情報、機能、サービスがどのような方法で提供されるかに関して、権限も資格
も有しません。MYLAPS は、アプリをとおして MYLAPS からユーザーに提供される情報、機能、サー
ビスが、ユーザーに提供し続けられるよう保証する必要はありません。
MYLAPS は、いつでも MYLAP の裁量で、アプリの情報や機能の一部またはすべてを変更、終了する
ものとし、アプリやその他のサービスを制限したり、差し止めたり、終了したり、情報、ファイル、データ
や素材を、いかなる理由でも MYLAPS の裁量で、どのようなかたちでもユーザーに対する責任はな
く、削除するものとします。
ユーザーは、アプリやサービスが隠れた欠陥を含む欠陥がある可能性を認識し、損失のリスクがある
ことを承諾し、MYLAPS はかかる損失からいかなる責任も負わないことを承諾するものとします。
万が一、MYLAPS がいかなる形態の損失にいかなる理由でも責任を負う事態が発生した場合、
MYLAPS の責任は、やり直す義務を含め、いかなる場合でも最大 100 米ドルに限られます。

第 5 条： 知的財産権および肖像権
5.1 ユーザーは、MYLAPS およびその関連会社のすべての商標、ロゴ、商品名は、MYLAPS およびその
関連会社が所有するものであり、知的財産権によって保護されていることを認識し、承諾するものとし
ます。ユーザーは、アプリ、アプリの機能に使用されているすべてのソフトウェア、アプリを使用して作
成されたすべての情報およびデータベース、アプリをとおしてユーザー以外に公開されるすべてのコン
テンツは、MYLAPS および MYLAPS のライセンサーが所有するものであり、著作権、データベース
権、隣接権、商標権を含むが、それだけに限らない知的財産権によって保護されていることを認識し、
承諾するものとします。
5.2 本利用条件、アプリやサービスのいかなる部分も、かかる知的財産権を、またはユーザーにかかる知
的財産権を与えるその他の手段を、移譲することを意図していません。
5.3 ユーザーは、アプリおよびサービスが意図する目的でサービスのアプリを使用することを視野に入れ
て、第 5.1 条に言及されている知的財産権を使用するものとします。ユーザーは、MYLAPS および第
三者の知的財産権を侵害しないことを保証するものとします。アプリやサービスが機能するために使用
されたソフトウェアを解読しようとしたり、変更や改ざんすること、二次的著作物を開発すること、適用さ
れている著作権をいかなるその他の方法でも侵害すること、アプリの見た目や機能をフレーム、ミラー
リング、またはシミュレーションすることは明確に禁止されています。さらに、ユーザーは、ユーザーが
アプリをとおして MYLAPS のデジタル環境で配置していないデータ、情報、ファイルやその他の素材を
ダウンロード、複製、変更、公開するものではなく、直接的または間接的な商用目的で、またはアプリ
やサービスが意図する目的ではないその他の目的で、使用するものではありません。
5.4 ユーザーが目に見えるかたちで写っている写真および動画、その他のビジュアル素材が提供されたそ
の時点で、ユーザーは知的財産権、および、広義ではユーザーの写真や動画、その他のビジュアル素
材に関する肖像権を含むが、それのみに限らないユーザーに帰属するその他の権利を放棄するもの
とします。これは写真およびその他のビジュアル素材に見られるユーザー以外の他者にも適用される
ものとします。写真、動画、その他のビジュアル素材が他者を描写している場合、ユーザーは、他者
も、知的財産権、および、広義では写真に関わる著作権、肖像権、隣接権を含むが、それのみに限ら
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ないその他の権利を放棄することを保証しなくてはなりません。ユーザーは、知的財産権および他者に
帰属するその他の権利に関わる第三者の損害、損失、費用、出費にかかるすべての申し立てから
MYLAPS を補償するものとします。
第 6 条： 医学的助言の不該当
6.1 MYLAPS がアプリをとおして提供するサービスは、医学的助言とはみなされません。MYLAPS は、ユ
ーザーがトレーニングプログラムを開始する前、試合に参加する前、アプリを使用する前に、トレーニン
グプログラムに従うこと、試合に参加すること、アプリを使用することが医学的に信頼できるかどうか医
師に決定してもらうことを勧めます。
6.2 MYLAPS は、アプリやサービスの利用で生じた、または関連したいかなる死亡や損傷に対する責任も
負いません。本条に規定される責任の制限は、死亡責任が故意または MYLAPS の重大な過失によ
るものであった場合、失効します。
第 7 条： 参加者宣言書
7.1 イベントに参加するためにアプリやサービスを利用する場合、アプリをインストールし使用するときに提
示され、同意を求められる、MYLAPS の参加者宣言書に同意しなくてはなりません。
第 8 条： その他の規定
8.1 事業活動の移譲が生じた場合、MYLAPS は、本利用条件に基づく権利および義務、参加者宣言書を
第三者へ移譲することがあります。
第 9 条： MYLAPS
9.1 「MYLAPS」とは、オランダ・ハールレムに登記上の事務所を置く、私的有言責任会社 MYLAPS B.V.
を指し、営業拠点は Zuiderhoutlaan 4, (2012 PJ) Haarlem に置き、商工会議所商号登録 34053090
で登録され、関連会社も含んでいます。
9.2 本利用条件で使用される名称「MYLAPS」は、MYLAPS グループ全体を意味します。MYLAPS グル
ープには、MYLAPS B.V.、Mylaps 体験ラボ B.V.、Mylaps イベントタイミング B.V.、Mylaps US, Inc.
（米国ジョージア州アトランタ）、Mylaps Japan KK（日本・東京）、Mylaps Asia-Pacific（オーストラリア・
シドニー）が含まれます。MYLAPS グループは複数のアプリを有しており、本利用条件は、MYLAPS
アプリへのあらゆるアクサスおよびすべての使用に適用されるものとします。
第 10 条： 準拠法および争議
10.1 MYLAPS およびユーザー間の法的関係は、義務のすべてまたは一部が外国で実行される場合、また
は法律行為に関わるユーザーが外国に居住する場合において、委任統治法が提示されない限り、オ
ランダの法律のみが適用されます。
10.2 オランダ・ハールレム裁判所は、委任統治法が提示されない限り、アプリに関する MYLAPS およびユ
ーザー間のいかなる争議をも審問し、結審する独占的裁判権を有します。
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