GJDB × scan 利用規約
沿革

2021 年 1 月 25 日

20 規約第 7 号 制

定

2022 年 4 月 8 日 22 規約第 3 号 一部改正
第１条 定義
本規約において使用する用語の意義は、⇒に続いて記載のとおりとします。
（１）本規約⇒GJDB × scan 利用規約
（２）本アプリ⇒GS1 Japan が提供するスマートフォン用アプリケーション GJDB × scan
（３）その他の規程⇒ガイドライン、ヘルプ、その他の本規約以外の本アプリに関する規約および規程
（４）対象商品情報⇒本アプリでバーコードを読み取った商品のうち、GJDB に公開対象として登録さ
れている商品情報
（５）ユーザー⇒本規約を承認して本アプリを利用するユーザー
（６）GS1 Japan⇒一般財団法人流通システム開発センター
（７）本サイト⇒本アプリに関する情報が掲載された GS1 Japan のウェブサイト
（８）利用環境⇒ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保等、本ア
プリの利用に必要な環境
（９）GJDB⇒GS1 Japan が管理・運営する商品情報データベース GS1 Japan Data Bank
（10）ブランドオーナー⇒ある商品の名称を利用する権利を有する製造業者、卸売業者または小売業者
（11）送信情報⇒第４条第２号および第３号に定める機能を利用したことにより GS1 Japan に収集され
る情報（以下、フィードバック情報）および本アプリを利用して GS1 Japan に収集された、数値、デー
タ、その他 GS1 Japan 所定の情報（これを元に自動生成された情報や処理結果、本アプリの利用履歴も
含みます。
）
（12）知的財産等⇒特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法上の権利等の知的財
産および人格権
第２条 本規約への同意
１

本規約は、GS1 Japan とユーザーとに適用されます。ユーザーは、本アプリを利用する前に、本規

約の全ての内容を確認し同意しなければなりません。
２

ユーザーは、本規約の定めに従って本アプリを利用しなければなりません。

３

ユーザーが、本アプリをユーザーのスマートフォンにダウンロードし、本アプリを利用可能な状態

としたときから、本規約が適用されます。
４

GS1 Japan は、
ガイドライン等の本規約以外のその他の規程を、
本サイトへの掲載その他 GS1 Japan

所定の方法により定める場合があります。その他の規程は、本規約と同様にユーザーが従う必要があり
ます。
第３条 本アプリの利用
１

ユーザーは、本アプリが提供されている期間、本規約に従って本アプリを利用することができます。

２

本アプリの詳細な仕様は、GS1 Japan が定めます。GS1 Japan は、本アプリの仕様の改良、追加、

削除等の変更を行うことがあります。また、GS1 Japan は、本アプリの運用を、第三者に委託すること
があります。
３

利用環境の整備はユーザーの責任です。

４ App Store、Google Play 等のアプリストアの利用規約および運用方針の変更等に伴い、本アプリの
一部または全部の利用が制限されることがあります。
第４条 本アプリの機能
ユーザーは、本アプリをスマートフォンにダウンロードすることで、次の機能を利用することができま
す。
（１）スマートフォンの機能で商品のバーコードを読み取り、対象商品情報を表示する機能
（２）対象商品情報が表示され、その情報に誤りがある場合、GS1 Japan を通じて、ブランドオーナー
に対象商品情報の誤りをフィードバックする機能
（３）読み取った商品の情報が表示されない、かつその商品のブランドオーナーが GJDB を利用してい
る場合、GS1 Japan を通じて、ブランドオーナーに商品情報の登録依頼を行うことができる機能
第５条 対象商品情報
１

対象商品情報はブランドオーナーが GJDB に登録したデータを公開するものであって、公開された

データの信頼性について、GS1 Japan は保証しません。ユーザーは自己の責任で情報を利用してくださ
い。
２

本アプリからウェブサイトへリンクが設定されることがありますが、GS1 Japan は、そのウェブサ

イトに関して、保証しません。ユーザーは、自己の責任でそのウェブサイトにアクセスしてください。
第６条 利用料金
１

本アプリの利用は、無料です。ただし、データの取得・送信で発生する通信料その他費用は、ユーザ

ーの負担となります。
２

本アプリの内容の変更、事業上の理由、法令の制定改廃、経済情勢の変動等によって、本アプリの有

料化への移行の必要が生じたときは、GS1 Japan は、第１７条に定める規約変更手続きに従い、有料化
します。
第７条 権利帰属
１

本アプリおよび対象商品情報に関する知的財産等は、GS1 Japan または対象商品情報のブランドオ

ーナーに帰属します。
２

本規約に定める本アプリの利用は、本規約に明示的に規定される場合を除き、本アプリならびに対

象商品情報に関する GS1 Japan およびブランドオーナーの知的財産等に関し、いかなる権利も許諾する
ものではありません。ユーザーは、本アプリが予定している利用態様を超えて、本アプリを利用すること
はできません。
３

本アプリの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブル、その他本アプリ

の解析を禁止します。
第８条 送信情報
１

ユーザーは、送信により GS1 Japan または第三者の権利を侵害しないことを保証します。

２

GS1 Japan は、本アプリの運営、改善、本アプリ利用者の利用履歴に係る統計データの作成、その

他これらに関連する事項のために必要な範囲で、送信情報を利用することができます。ユーザーはこれ
に対し、GS1 Japan ならびに GS1 Japan より正当に権利を取得した第三者およびその第三者から権利
を承継した者に対し、異議を申し立てない（著作者人格権の不行使を含む。
）ことに同意します。
３

GS1 Japan は、フィードバック情報の全部または一部を、GJDB 内に掲載もしくはメールまたはそ

の他 GS1 Japan が適当と思われる方法でブランドオーナーに伝達します。なお、GS1 Japan はブラン
ドオーナーに伝達するフィードバック情報の選定基準を開示しません。
４

GS1 Japan は、以下のいずれかに該当すると判断した場合は、ユーザーに通知することなく、送信

情報の全部もしくは一部を開示、保存、復元し、または第三者へ開示することがあります。なお、GS1
Japan は上記判断に関する理由を開示しません。
（１）ユーザーの同意を得たとき。
（２）GS1 Japan が開示等の同意を求める連絡をユーザーに行ってから７日以内に、ユーザーからの回
答がなかったとき。
（３）裁判所、警察等の公的機関から、法令に基づく要請を受けたとき。
（４）法律に従い開示等の義務を負うとき。
（５）ユーザーが本規約に違反したとき。
（６）ユーザーまたは第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき。
（７）本アプリのメンテナンスや技術的不具合解消のために必要があるとき。
（８）上記各号に準じる必要性があるとき。
５

GS1 Japan は、送信情報を監視する義務は負いません。

第９条 禁止行為
ユーザーによる、以下の各号のいずれかに該当する行為を禁止します。
（１）法令に違反する行為
（２）犯罪に関連する行為
（３）公序良俗に反する行為
（４）GS1 Japan または第三者の知的財産等、プライバシー権、名誉、信用、肖像権、その他一切の権
利または利益を侵害する行為
（５）本アプリの運営・維持を妨げる行為
（６）本アプリのネットワークまたはシステム等に過度の負担をかける行為
（７）本アプリのネットワークに不正にアクセスする行為
（８）本アプリの通常の用法を用いないで対象商品情報を閲覧・取得する行為
（９）第三者になりすます行為
（10）第三者に本アプリを利用させる行為

（11）第三者の知的財産等、プライバシー権、名誉、信用、肖像権、その他一切の権利または利益の侵害
にとなる情報を、GS1 Japan に送信する行為
（12）本アプリにより利用しうる情報を改ざん、流用または第三者に提供する行為
（13）第４条に定める本アプリの機能により、第三者に不利益もしくは損害を与える行為、迷惑行為、ま
たはそのおそれのある行為
（14）反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者、以下同じ。
）の維持、
運営または経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流または関与をする行為
（15）前各号の行為を直接もしくは間接に惹起しまたは容易にする行為
（16）その他、GS1 Japan が不適切と判断する行為
第１０条 利用停止等
１

GS1 Japan は、ユーザーが以下の各号のいずれかに該当すると GS1 Japan が判断した場合は、事

前に通知することなく、本アプリの全部もしくは一部の利用の停止、終了または本規約の適用の停止、終
了をすることができます。なお、GS1 Japan は、上記判断に関する理由を開示しません。
（１）本規約に違反した場合
（２）GS1 Japan からの問い合わせに対して、７日間以上応答がない場合
（３）GS1 Japan が本アプリの利用を適当でないと判断した場合
２

本規約の適用が停止、終了された場合、ユーザーは、本アプリを利用する権限を失い、本アプリをダ

ウンロードしたスマートフォンから、直ちにこれを削除しなければなりません。
３ ユーザーは、本アプリの利用を停止された場合、GS1 Japan に対して負っている債務の一切につい
て期限の利益を失い、直ちに GS1 Japan に対する全ての債務の履行をしなければなりません。
４ GS1 Japan は、本条に基づき GS1 Japan が行った行為によりユーザーに生じた損害について、一
切の責任を負いません。
第１１条 本アプリの利用終了
１

ユーザーは、本アプリをダウンロードしたスマートフォンから本アプリを削除し、いつでも本アプ

リの利用を終了することができます。
２ ユーザーは、本アプリの利用終了後も、GS1 Japan および第三者に対する本規約上の一切の義務お
よび債務を免れるものではありません。
第１２条 本アプリの変更、中断、終了
１

GS1 Japan は、事業上の理由、システムの過負荷・システムの不具合・メンテナンス・法令の制定

改廃・天災地変・偶発的事故・停電・通信障害・不正アクセス、その他の事由により、本アプリをいつで
も変更、中断、終了することができ、これによってユーザーに生じたいかなる損害についても、一切責任
を負いません。
２

GS1 Japan は、前項の変更、中断、終了にあたっては、事前に相当期間をもって予告するよう努め

ます。ただし、緊急の場合、技術的に困難な場合その他やむを得ない事由がある場合は、この限りであり
ません。

第１３条 免責
１

対象商品情報の利用はユーザーの責任で行い、その情報の利用に関連して損害が発生しても、GS1

Japan は責任を負いません。
２

本アプリが何らかの原因により利用できなかったことにより生じる損害について、GS1 Japan は責

任を負いません。
３

GS1 Japan は、本アプリの利用を含めて本アプリに関していかなる保証もしません。

第１４条 紛争処理および損害賠償
１

ユーザーは、本アプリの利用に関連して GS1 Japan に損害を与えた場合、GS1 Japan に対し、その

損害を賠償するものとします。
２

ユーザーが、本アプリに関連して第三者からクレームを受けまたは第三者との間で紛争が生じた場

合、ユーザーは、直ちにその内容を GS1 Japan に通知すると共に、ユーザーの費用と責任において、当
該クレームまたは紛争を処理し、その進捗および結果を GS1 Japan に報告するものとします。
３ GS1 Japan が、ユーザーによる本アプリの利用に関連して第三者からクレームを受けまたは第三者
との間で紛争が生じた場合、ユーザーは、ユーザーの費用と責任において、当該クレームまたは紛争を処
理し、その進捗および結果を GS1 Japan に報告すると共に、GS1 Japan が支払いを余儀なくされた金
額その他の損害を賠償するものとします。
４

GS1 Japan がユーザーに対して損害賠償義務を負う場合（前項の場合または消費者契約法その他法

律の適用による場合等）
、賠償すべき損害の範囲は、1000 円を上限とします。但し GS1 Japan に故意ま
たは重過失がある場合は除きます。
第１５条 秘密保持
ユーザーは、本アプリに関連して GS1 Japan がユーザーに対して秘密に扱うことを指定して開示した情
報について、GS1 Japan の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示目的以外に利用せず、また、
第三者に開示しないものとします。
第１６条 個人情報の取扱い
GS1 Japan は、個人情報を、GS1 Japan 所定の「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱います。
第１７条 本規約の変更
１ GS1 Japan は本規約を任意に変更することができます。
２ 本規約を変更しようとするときは、GS1 Japan はその変更内容を GS1 Japan のウェブサイトに掲
示し、変更の効力発生時期を明示します。
３

本規約の変更がウェブサイトに掲示された後に、本アプリを利用したユーザーは、変更後の規約に

同意したものとみなされます。
４

ユーザーが本規約の変更を同意しない場合、ユーザーは、本アプリをダウンロードしたスマートフ

ォンから、本アプリを直ちに削除して利用を終了することができます。GS1 Japan はユーザーの利用終

了に対する補償は行いません。また、利用規約の変更が効力を生じた日以降も本アプリの使用を継続す
る場合または本アプリの削除を行わない場合、本規約の変更に同意したものとみなします。
第１８条 連絡
１

GS1 Japan からユーザーへの連絡は、本アプリを通じたスマートフォンへの通知または本サイトへ

の掲載等、GS1 Japan が適当と判断する手段によって行います。連絡が、本アプリを通じた通知または
本サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点でユーザーに到達した
ものとします。
２

ユーザーから GS1 Japan への連絡は、GS1 Japan 所定の問合せ窓口宛にお願いします。GS1 Japan

は、問合せ窓口以外への問い合わせについては、対応することができません。
第１９条 規約上の地位の譲渡等
１

ユーザーは、GS1 Japan の事前の書面による承諾なく、本規約上の地位または本アプリに基づく権

利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
２

GS1 Japan は、本アプリに係る事業を第三者に譲渡（法人分割その他事業が移転するあらゆる場合

を含む。
）した場合には、本アプリに基づく権利義務および登録事項、送信情報、個人情報、その他の情
報を事業譲渡の譲受人に譲渡することができ、ユーザーは、譲渡にあらかじめ同意します。
第２０条 分離可能性
本規約の一部が、法令または裁判所により違法、無効または不能であるとされた場合においても、本規約
のその他の部分は有効に存続し、また、違法、無効または不能であるとされた部分については、その部分
の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えて適用し、またはその趣旨に最も近い有効な規定
となるよう合理的な解釈を加えて適用します。
第２１条 反社会的勢力の排除
１

ユーザーは本アプリの利用期間中、ユーザーが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、不法収益・犯罪収

益等関連犯罪行為者、総会屋その他反社会的勢力ではないこと、また過去においても反社会的勢力では
なかったことを表明し保証します。
２

ユーザーが前項の表明・保証に反した事実が判明したときは、GS1 Japan はユーザーの本アプリの

利用を停止し、必要な場合、ユーザーの送信情報を削除することができます。
第２２条 準拠法および合意管轄裁判所
１

本規約の解釈については、日本国法を準拠法とします。

２

本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

