「ロボホンを使ったオンライン授業パック」利用規約

シャープ株式会社（以下｢当社｣といいます）は、株式会社マクアケが運営する「Makuake」サー
ビス（いか「Makuake」といいます）で当社が募集したプロジェクト（以下「当社プロジェクト」
といいます）に対して応援購入を行ったお客様向けに以下の条件に従って「ロボホンを使った
オンライン授業パック」を提供いたします。
お客様がロボホンを使ったオンライン授業パックを利用いただく際には本規約に同意いただ
くことが必要となります。

第1条
1.

（規約の適用）
「ロボホンを使ったオンライン授業パック」利用規約（以下「本規約」といいます）
は、
「ロボホンを使ったオンライン授業パック」
（第 2 条（用語の定義）で規定します。
以下「本授業パック」といいます。）を利用されるお客様における全ての事項に適用さ
れます。お客様が本授業パックを利用いただくには、本規約を遵守していただく必要
があります。なお、お客様が本授業パックを利用いただいた場合、本規約に同意いた
だいたものとしますので、ご注意ください。

2.

当社は、本規約の内容を補足するために、レンタルロボホン利用規約等の諸規約のほ
かに、ロボホンポータルサイト上または応援購入者が Makuake に連絡先として登録し
たアドレスに対して、Makuake から送信される電子メールを送信する方法で、その他
の諸条件等（以下「諸条件等」といいます）を定める場合があります。この場合、お
客様は、本規約に加えて、諸規約および諸条件等も遵守するものとします。（以下、
「本規約」および「諸規約および諸条件等」を合わせて、「本規約等」といいます）

3.

本規約の内容と、諸条件等が矛盾する場合は、諸条件等の規定が優先して適用される
ものとします。

第2条

（用語の定義）

本規約における用語を、以下各号のとおり定義します。
(1) 「ロボホンポータルサイト」とは、当社が運用するロボホンのためのサポートサイト
で、下記の URL で表示されるサイトをいいます。

（https://robohon.com/）
(2) 「ロブリック」とは、Blockly の機能をロボホン上で実現できるよう当社が拡張した
ロボットプログラミング教育パッケージアプリをいいます。
(3) 「本授業パック」とは、AI 教育パックの利用権、AI プログラミング授業に関する動画
の視聴権、課題の講評権およびレンティオ株式会社（以下「レンティオ」といいます）
からロボホンをレンタルできる権利等のサービスの総称をいいます。
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(4) 「AI 教育パック」とは、ロボホンを用いて、AI プログラミング授業の受講に利用する
ためのアプリ（AI 教育パック対応アプリ、AI 教育パック付属アプリ）および説明書等
のドキュメントの総称をいいます。
(5) 「AI 教育パック対応アプリ」とは、AI プログラミング授業で講義する AI プログラミ
ングに関する課題の内容が実施できるよう、ロブリックに対して AI プログラミングに
関する機能を拡張したものをいいます。
(6) 「AI 教育パック付属アプリ」とは、AI 教育パック対応アプリと連携して利用するチ
ャットボット機能を実現するためのアプリをいいます。
(7) 「Blockly」とは、Google が開発したプログラミング言語学習環境をいいます。
(8) 「TensorFlow」とは、Google が開発しオープンソースで公開している、機械学習に用
いるためのソフトウェアライブラリをいいます。
(9) 「端末」とは、お客様ご自身が AI プログラミング学習に用いる Web ブラウザが動作
するパソコンまたはタブレットをいいます。
(10) 「応援購入者」とは、当社プロジェクトに応援購入をしていただいたお客様をいいま
す。
(11) 「提出課題」とは、応援購入者が、本授業パックを利用した授業の受講の過程で提出し
た課題をいい、主に、AI 教育パック対応アプリで作成したプログラムをいいます。

第1章
第3条

本授業パックについて

（本授業パックの内容）

当社が提供する本授業パックは以下に示すサービスおよびロボホンアプリ（以下、
「本授業
パック構成物」といいます）にて構成されます。
1.

本授業パックで提供するサービス
(1) ロボホンのレンタル
(2) AI プログラミング授業動画の視聴
(3) 受講した授業で作成した課題の当社のロボホン技術者による講評
(4) 前項の課題の応援購入者向けサイトでの公開（希望者のみ）

2.

本授業パックで利用できるロボホンアプリ
(1) AI 教育パック対応アプリ
(2) AI 教育パック付属アプリ
(3) 前各号に関連するドキュメント

第2章
第4条

本授業パックの利用について

（本授業パックの提供条件）
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1.

本授業パックは、本規約に同意いただいた応援購入者に対して、以下で定める条件
にて提供します。
(1) 利用料金
当社プロジェクトで募集する応援購入の金額となり、当該応援購入以外には費
用は発生しません。
(2) 応援購入の単位
応援購入いただいた応援購入１件を基準として、本授業パック（ロボホンのレ
ンタルを含みます）1 件を提供します。
(3) 利用可能期間（受講可能期間）
利用可能期間（受講可能期間）は応援購入された商品（リターン）毎に異なり
ます。リターン毎の利用可能期間は以下に定める期間となります。なお、利用
可能期間終了後は本規約で提供するサービスはすべて終了するものとします。
応援購入者はリターン毎で決められている期日までにレンタルを受けたロボホ
ンを別途指定された方法で返送してください。
①

②

2.

リターン 1（2020 年 8 月スタート）
・

受講期間：2020 年 8 月 2 日から 2020 年 8 月 29 日まで（28 日間）

・

レンタルロボホンの返却期限：2020 年 8 月 31 日

リターン 2（2020 年 9 月スタート）
・

受講期間：2020 年 9 月 6 日から 2020 年 10 月 3 日まで（28 日間）

・

レンタルロボホンの返却期限：2020 年 10 月 5 日

AI プログラミング授業動画の視聴方法等の本授業パックで提供するサービスに関す
る情報については、応援購入後に当社から提供するドキュメント等でご確認くださ
い。

第5条

（ロボホンのレンタル）

応援購入者は、利用可能期間の間、以下の各項で定める条件を遵守することでレンティオ
よりロボホンのレンタルを受ける事ができます。
1.

以下の各号で定めるレンティオの利用規約等に同意いただくこと。
(1) レンティオ利用規約
https://www.rentio.jp/help/agreement
(2) レンティオプライバシーポリシー
https://www.rentio.jp/help/privacypolicy
(3) レンタルロボホン利用規約
https://www.rentio.jp/help/robohon-agreement

2.

当社からの指示に従ってレンティオよりレンタルを受けたロボホン（以下「レンタル
ロボホン」といいます）を取扱い、指定された期日までにレンタルロボホンを返却す
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ること。
3.

応援購入者は、第 1 項に定めるレンティオの利用規約等での条件に加え、善良なる管
理者の注意をもってレンタルロボホンを取り扱うこと。

4.

応援購入者は、以下の各号の場合、レンティオ利用規約第 10 条（延滞又は破損等）
の定めに従うことにあらかじめ同意するものとします。
(1) 応援購入者の故意または過失でレンタルロボホンが破損した場合
(2) 第三者により盗難された等の理由で返却出来ない場合
(3) 応援購入者が返却期日までにレンタルロボホンの返却を行わない場合、

第6条

（本授業パックを利用するための通信費用等）

本授業パックを利用いただくために必要な無線 LAN 機器または必要なインターネット接続
サービスのプロバイダー料、通信費等、インターネットによる通信に必要となる諸費用は
全て応援購入者に負担いただきます。これらの機器、インターネット回線等の不具合によ
り、応援購入者が本授業パックの利用に支障をきたしたとしても、当社は一切責任を負い
ません。

第7条

（本授業パックの利用地域）

本授業パックの提供区域は、日本国の全ての地域とします。日本国外では利用いただけま
せん。

第8条

（応援購入者の責任）

1.

本授業パックの利用に関しては、応援購入者の責任にて行うものとします。

2.

本授業パックの利用において、応援購入者が第三者に損害を与え、または第三者との
間で紛争が生じた場合は、当社に帰責性のある場合を除き、応援購入者が自己の費用
と責任で解決するものとします。

3.

本授業パックの利用に関連して、応援購入者が当社に損害を与えた場合は、応援購入
者がその損害を賠償するものとします。

4.

応援購入者が第三者と共同で本授業パックを利用する場合（以下、共同で利用される
第三者を「他利用者」といいます）、応援購入者が自らの責任において、他利用者から
本規約に対する同意を得たことを当社に保証した上で行うこととします。

第9条

（本授業パックの利用停止）

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に応援購入者に通知することなく、応
援購入者による本授業パックの全部もしくは一部の利用を停止することができます。これ
に伴い、応援購入者は本授業パックの利用ができなくなります。本授業パックの利用停止
により応援購入者または第三者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
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(1) 応援購入者が本規約等または本授業パックと連携する各種サービスに関する個別規
約、レンティオの提供する規約に違反した場合
(2) その他、応援購入者に不適切な行為があると当社が判断した場合
(3) 応援購入者が、Makuake に関する契約を解除した場合

第10条
1.

（応援購入者への通知・連絡）
本授業パックに関する仕様の変更や本授業パック構成物等に関する通知または連絡
は、原則としてロボホンポータルサイトまたは Makuake の当社プロジェクト紹介ペー
ジに掲載することにより行うものとします。ただし、重要な連絡等の場合は利用中の
ロボホン上への表示、ロボホンへの電子メールの送信、または応援購入者が Makuake
に連絡先として登録したアドレスに対して、Makuake から送信される電子メールで行
うこともあります。

2.

本規約に定める通知およびお知らせは、それが応援購入者に到達したか否かにかかわ
らず、ロボホンポータルサイトまたは Makuake の当社プロジェクト紹介ページに掲載
し、ロボホン上へ表示し、または、Makuake に連絡先として登録したアドレスに対し
て、Makuake から送信した時点もしくはロボホンに対して電子メールを送信した時点
をもって、到達したものとみなします。

第11条

（本授業パックの利用の中断等）

当社は、天災地変、戦争等の不可抗力、その他非常事態が発生しもしくは発生するおそれ
がある場合、システムの保守・点検を緊急的に行う必要が発生した場合、通信障害または
設備障害への対応を余儀なくされた場合、またはその他やむを得ない事由が生じた場合は、
応援購入者に対する事前の通知なく、本授業パックの利用の全部または一部を一時的に中
断または停止することができます。これにより応援購入者または第三者に損害が生じたと
しても、当社は一切責任を負いません。

第12条
1.

（本授業パックの変更）
当社は、業務上の都合により、本授業パックの利用に関し、全部または一部を変更ま
たは追加することがあります。この場合、本規約第 21 条（本規約変更）に定める方
法で通知または周知を行います。

2.

本授業パックの変更が、重要な契約内容の変更を伴う場合は、応援購入者は、本授業
パックの変更の効力が発生する日までに当社所定の方法で手続きを行うことにより、
AI 教育パックの利用を終了することができます。なお、本項が適用される場合は本規
約変更時の通知または周知により応援購入者にお知らせします。本項により応援購入
者が本授業パックの利用を終了した場合でも、応援購入者が購入された応援購入の代
金の返却はできませんのであらかじめご了承ください。
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3.

前 2 項の規定にかかわらず、法令等の理由により、応援購入者の同意が必要となるよ
うな内容の変更の場合は、当社所定の方法で応援購入者の同意を得るものとします。

第13条

（禁止事項）

応援購入者は、本授業パックの利用においてまたはロボホンを用いて以下の行為をしては
なりません。また、当社は、応援購入者が本授業パックに関して、以下の行為を行い、ま
たは行うおそれがあると判断した場合、本授業パックの利用停止その他適切な措置を講じ
ることができます。
(1) 本規約等に違反する行為
(2) レンティオの定める利用規約等に違反する行為
(3) 第 23 条（Blockly のライセンスについて）および第 24 条（AI 教育パック付属アプリ
で利用するライセンスについて）で規定する利用規約に違反する行為
(4) 法令もしくは公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為
(5) 当社もしくは第三者に損害を与える行為、またはそのおそれのある行為
(6) 本授業パックおよび当社の活動を妨げる行為、当社もしくは第三者の信頼を毀損する
行為、または、そのおそれのある行為
(7) 性行為やわいせつな行為を目的とする行為、または出会い系の目的で利用する行為
(8) 当社または第三者の本授業パックの利用に用いる設備等もしくは本授業パックの運
営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(9) 本授業パックの改変、リバースエンジニアリング（主に、内容を解析して、人間が読
み取り可能な形に変換することを指します）、逆コンパイル、または逆アセンブル等
する行為
(10) 本授業パックを通じて提供される情報を改ざんする行為、または提供側の事前の同意
なく第三者に開示する行為
(11) 当社の事前の承認なく、本授業パックの目的に反して営利目的等のために本授業パッ
クを利用する行為
(12) 本授業パックの利用に関連する権利および義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡
する行為、またはそれに準ずる行為
(13) 当社もしくは第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為、または侵害するお
それのある行為
(14) 政治活動・宗教活動・犯罪的行為、またはそれらにつながる行為
(15) 前各号に準ずる行為
(16) その他、当社が不適切と判断する行為

第14条

（責任の免除）

1. 当社は応援購入者の本授業パックの利用および利用の結果について、当社に帰責事由
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がある場合を除き、一切責任を負いません。ただし、本条最終項に定める場合を除き
ます。
（以下本条について同じ）
2. 当社は、本授業パックにおいて当社が提供する本授業パックが正常に作動することお
よび将来にわたり正常に作動すること、ならびに、本授業パック構成物が常時利用で
きることを保証しません。また、本授業パックが正常に作動しないことおよび本授業
パックが利用できないことにより応援購入者または第三者が損害を被った場合、当社
は当該損害に関して一切責任を負いません。
3. 応援購入者による過誤、管理不十分、または第三者による不正使用等により、応援購
入者または第三者が損害を被った場合、当社は当該損害に関して一切責任を負わず、
これにより当社が第三者等より損害賠償の請求等を受けた場合、応援購入者は当社を
防御し、当社が被った損害を賠償するものとします。
4. 当社は、応援購入者が本授業パックを通じて提供された情報によって、第三者との間
に生じた権利侵害等の紛争に関して一切責任を負いません。
5. 応援購入者は、当社が本授業パックを通じて提供するサービスについて、本授業パッ
ク構成物が正常にロボホンにインストールされ、有効に動作していること等を前提条
件とする場合があることをあらかじめ了承するものとします。このような前提条件が
ある場合においては、原因の如何を問わず、応援購入者がその本授業パック構成物を
削除または利用停止等している場合、その本授業パック構成物を通じて提供されるサ
ービスが適切に利用できないことに関して応援購入者に損害が生じたとしても、当社
は一切の責任を負いません。
6. 応援購入者の本授業パックの利用にあたり、本授業パックに関し、ロボホンに設定ま
たは登録したデータが破損、消失または変更されたとしても、当社は一切責任を負い
ません。
7. 当社は、応援購入者が本授業パックの利用によって発話させるために作成した内容に
ついて、発話の読み、タイミングやイントネーション等に関し、いかなる保証もしま
せん。また、これらの発話内容により応援購入者または第三者が損害を被った場合、
当社は当該損害に関して一切責任を負いません。
8. 当社は、応援購入者が本授業パックを通じて得た情報およびデータに関し、その正確
性および特定の目的への適合性等について、いかなる保証もしません。また、これら
の情報およびデータにより応援購入者または第三者が損害を被った場合、当社は当該
損害に関して一切責任を負いません。
9. 応援購入者が第 11 条（本授業パックの利用の中断等）に基づき本パックの利用が中断
したことによって応援購入者または第三者が不利益を被った場合、当社はその不利益
に関して、一切責任を負いません。
10. 当社は、本授業パックが第三者の知的財産権およびその他の権利を侵害していないこ
とを何ら保証するものではなく、応援購入者その他の第三者が本授業パックに関連し
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て直接的または間接的に被ったいかなる損害についても責任を負いません。
11. 本授業パックは、当社が指定するサーバーに自動的に接続を行います。当社が指定す
るサーバーで提供される情報の完全性、有用性、正確性などについて、当社は一切責
任を負いません。
12. 当社は、本授業パックに瑕疵が発見された場合、第 10 条（応援購入者への通知・連絡）
で規定した方法により、応援購入者に対し瑕疵のある旨を通知するとともに、瑕疵の
ない本授業パックを提供するか、または本授業パックの瑕疵の補修について、合理的
な範囲内で対応するよう努めます。
13. 前各項にかかわらず、当社に帰責事由がある場合において、応援購入者が本授業パッ
クの利用等により損害を被った場合は、当社は、応援購入者が本授業パックの利用等
により被った、社会通念上、債務不履行または不法行為から通常発生するものと考え
られる損害（いわゆる通常損害）に限定して賠償する責任を負います。ただし、当社
に故意または重大な過失がある場合は、法の定めに従って賠償する責任を負います。

第3章
第15条
1.

プライバシーポリシー

（個人情報、利用情報、センサー情報等の取り扱いについて）
本授業パックの提供に関して取得する応援購入者の個人情報は、当社の「お客様情
報の取扱いについて」に基づいて取り扱います。
「お客様情報の取扱いについて」
（https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html）

2.

応援購入者の個人情報のうち、氏名、住所、電話番号については、レンティオから
応援購入者に対し、ロボホンのレンタル（ロボホンを発送または返却を含みます）
を行うため、レンティオに提供します。この場合、当社はレンティオと個人情報の
取扱いに関する契約を締結し、厳密に取り扱うものとします。

3.

本授業パックの利用にあたり当社が取得するお客様の個人情報、利用情報、センサ
ー情報等（以下「各種情報」といいます）の取り扱いについては、別途定める「レ
ンタルロボホン利用規約」を参照ください。お客様が本授業パックを利用される時
点において、
「レンタルロボホン利用規約」の適用を受けることについて同意するも
のとします。

第16条
1.

（提出課題の取り扱いについて）
応援購入者は、提出課題に使用する全ての情報（文字情報、画像情報等を含みますが
これらに限られません。以下、同じです。）に関して、応援購入者自らが著作権等の知
的財産権を保有し、または、応援購入者以外の第三者の権利が含まれる場合はその権
利を保有する第三者（以下「既存の権利者」といいます）から必要な許諾を得た上で、
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提出課題に使用してください。
2.

応援購入者の提出課題に関する全ての情報の著作権等の知的財産権については、応援
購入者および既存の権利者に留保されるものとします。ただし、当社が、本授業パッ
クの運用、改良、品質の向上または不備の是正等ならびに出版、宣伝、利用促進また
はマーケティング等の目的で必要な範囲で、提出課題を利用する場合、応援購入者は、
提出課題に掛かる、国内外における複製権、公衆送信権、譲渡権、翻訳権・翻案権等
の全ての著作権その他知的財産権に関する権利（当社から第三者に対する再利用許諾
権を含みます。）を、当社に対して無償で利用することを許諾するものとし、既存の権
利者からも同様に、当社が無償で利用することの許諾を得るものとします。また、応
援購入者は当社の本項に基づく提出課題の利用に関して、著作者人格権を行使しない
ものとします。

第4章
第17条
1.

その他

（お問い合わせ）
本授業パックに関するお問い合わせは、以下のアドレスまでお願いします。
biz-robohon@sharp.co.jp

2.

一般的なロボホンサービスに関するお問合わせは、以下のサポート・お問合わせペー
ジからお願いいたします。
（https://jp.sharp/support/robohon/）

第18条

（権利義務の譲渡制限等）

応援購入者は、当社との本規約に基づく本授業パックの利用に関わる権利および義務を第
三者に譲渡し、またはそれに準ずる行為をすることはできません。

第19条

（知的財産権）

本授業パックに係る知的財産権は、当社または当社の提携先等当社が利用許諾を受けてい
る第三者に帰属します。本規約による応援購入者への本授業パックの利用の許諾は、応援
購入者に対する何らかの権利移転等を意味するものではありません。

第20条

（反社会的勢力）

当社は、反社会的勢力（暴力団、暴力団構成員、暴力団関係者等）またはその関係者の方
に対しては利用をお断りしています。応援購入者が反社会的勢力またはその関係者である
ことが判明した場合、または本授業パックを利用して反社会的勢力またはその関係者へサ
ービスを提供する場合、当社は、応援購入者との契約を解除し、応援購入者の利用資格を
停止します。
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第21条
1.

（本規約変更）
当社は、以下のいずれかに該当する場合、本規約を変更することがあります。本規約
が変更された後の本授業パックの利用許諾に関する条件は、変更後の本規約によりま
す。
(1) 応援購入者の一般の利益に適合するとき
(2) 契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の
変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2.

本規約の変更後の内容については、当社が別途定める場合を除いて、当社が任意に選
択する以下のいずれかの方法により、規約を変更する旨、変更後の規約の内容、変更
内容の効力発生日をお客様へ通知または周知します。
(1) ロボホンポータルサイト上への掲載
(2) お客様が Makuake を利用するにあたり登録しているメールアドレスへの Makuake
からの送信

3.

本条第 1 項第 2 号に該当する変更を行う場合、効力発生に先立ち前項の通知または周
知を行います。

4.

本規約の変更が、重要な契約内容の変更を伴う場合は、お客様は、変更後の本規約の
効力が発生する日までに当社所定の方法で手続きを行うことにより、本授業パックの
利用を終了することができます。（利用を終了する場合、すみやかにレンタルロボホ
ンを返却いただきます。）なお、本項が適用される場合は、本規約変更時の通知また
は周知により応援購入者にお知らせします。

5.

前 4 項の規定にかかわらず、法令上等の理由により、応援購入者の同意が必要となる
ような内容の変更の場合は、当社所定の方法で応援購入者の同意を得るものとします。

第22条

（専属的合意管轄裁判所）

応援購入者と当社との間の本規約および本授業パックに関する紛争については、被告の住
所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第23条

（Blockly および TensorFlow のライセンスについて）

当社は、応援購入者に対し、Apache License Version 2.0（以下「Apache ライセンス」と
記載します。
）および本規約に基づき本授業パックの利用を許諾します。Apache ライセン
スの内容と本規約の内容が異なる場合、Apache ライセンスの内容が優先して適用されま
す。なお、なお、Apache ライセンスの内容は以下の URL でご確認ください。
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

第24条

（AI 教育パック付属アプリで利用するライセンスについて）
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AI 教育パック付属アプリは、株式会社リクルートの提供する A3RT サービスを利用してい
ます。AI 教育パック付属アプリをご利用される応援購入者は、以下の A3RT 利用規約をご
確認いただき、A3RT 利用規約にご同意いただいたうえでご利用ください。また、他利用者
に利用させる場合も、同様に他利用者より同意いただいたうえで利用させてください。
A3RT 利用規約
（https://a3rt.recruit-tech.co.jp/policy/terms.html）

以上

【制定日：2020 年 7 月 3 日】

シャープ株式会社
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