
2021 年 3 月 10 日 

 

iPrint&Scan エンドユーザーライセンス契約等の変更のお知らせ 

 

平素は iPrint&Scan（以下、「本ソフトウェア」）をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

この度、本ソフトウェアの機能の変更、及び本ソフトウェアを通じてお客様から収集する機器情報の取

扱い方法の変更等（下記適用開始日以降に収集する機器情報から適用いたします）に合わせ、本ソフトウ

ェアのエンドユーザーライセンス契約（以下、「EULA」）およびプライバシーポリシー(以下、「PP」)を

変更いたします。 

 

記 

1. 適用開始日 

2021 年 3 月 19 日 

 

２．変更内容 

No. 属

性 

該当

条項 

変更前 変更後 

1 変

更 

EULA 

7 条 

本ソフトウェアは Google LLC.(以下、「Google」と

いいます)が提供する Google Cloud Print を利用して

おります。Google Cloud Print をご利用いただく場

合、お客様は、お客様の有効な Google Account で

Google Cloud Print にログインして頂き、Google 

Cloud Print に弊社製品を登録頂く必要があります。

また、本ソフトウェアに関連するサービスの一部と

して、お客様任意の選択により第三者のサービスサ

イト・アプリケーション等（クラウドストレージ・サ

ービスを含みますがこれに限りません。以下総称し

て、「第三者サービス」といいます）をご利用いただ

く場合があります。Google Cloud Print または第三者

サービスの利用に関しては、お客様は別途 Google ま

たは当該第三者が提供する利用条件に同意の上をご

利用頂く必要があります。お客様による Google 

Cloud Print または第三者サービスのご利用に際して

ファイルやデータの転送・保存に必要な容量が確保

できていない場合は、お客様の費用と責任において

これを確保するものとし、弊社は如何なる場合でも

これを確保する責任を負いません。また、Google 

Cloud Print または第三者サービスと、本ソフトウェ

本ソフトウェアに関連するサービスの一部として、

お客様任意の選択により第三者のサービスサイト・

アプリケーション等（クラウドストレージ・サービス

を含みますがこれに限りません。以下総称して、「第

三者サービス」といいます）をご利用いただく場合が

あります。第三者サービスの利用に関しては、お客様

は別途当該第三者が提供する利用条件に同意の上を

ご利用頂く必要があります。お客様による第三者サ

ービスのご利用に際してファイルやデータの転送・

保存に必要な容量が確保できていない場合は、お客

様の費用と責任においてこれを確保するものとし、

弊社は如何なる場合でもこれを確保する責任を負い

ません。また、第三者サービスと、本ソフトウェアを

接続したことにより、お客様若しくはお客様の財産

（お客様がアップロードした、またはアップロード

しようとしたデータを含みます）に生じた損害また

は不具合等（データ転送時の画質精度の劣化やお客

様のハードウェアその他お客様がアップロードされ

るデータに生じる不具合等を含みますがこれらに限

りません）及び当該第三者に対してお客様が提供す

る個人情報について、弊社は一切の責任を負いませ



アを接続したことにより、お客様若しくはお客様の

財産（お客様がアップロードした、またはアップロー

ドしようとしたデータを含みます）に生じた損害ま

たは不具合等（データ転送時の画質精度の劣化やお

客様のハードウェアその他お客様がアップロードさ

れるデータに生じる不具合等を含みますがこれらに

限りません）及び Google または当該第三者に対して

お客様が提供する個人情報について、弊社は一切の

責任を負いません。 

ん。 

2 変

更 

EULA 

8 条 

お客様は、本ソフトウェアをオンライン上に設置さ

れた弊社製品と接続する際、ルーターの設定変更や

IP アドレス、有効な Google Account とパスワード

または第三者サービスの利用において必要な ID と

パスワードの入力等が必要になる場合があることを

認識します。弊社は、お客様が、お客様自身若しくは

第三者の所有にかかる弊社製品に対し、本ソフトウ

ェアを接続しようとする際に生じた如何なるトラブ

ル、紛争、若しくは損害等についても責任を負いませ

ん。 

お客様は、本ソフトウェアをオンライン上に設置さ

れた弊社製品と接続する際、ルーターの設定変更や

IP アドレスまたは第三者サービスの利用において必

要な ID とパスワードの入力等が必要になる場合が

あることを認識します。弊社は、お客様が、お客様自

身若しくは第三者の所有にかかる弊社製品に対し、

本ソフトウェアを接続しようとする際に生じた如何

なるトラブル、紛争、若しくは損害等についても責任

を負いません。 

 

3 追

加 

EULA 

16 条 

 本契約への変更及び補足は、以下の場合になされ

ることがあります。A)変更内容が、お客様の一般の

利益に適合するとき。B)変更内容が相当性・合理性

のあるものであり、かつ、本契約の目的に反しない

ものであるとき。 

弊社は、当該変更の内容を、弊社ウェブサイトへ

の掲載その他相当な方法により事前に周知し、効力

を生じる前にお客様が確認できる機会を提供しま

す。改訂された契約の効力が生じた場合、本ソフト

ウェアの利用を継続されるお客様は、改訂された契

約に拘束されます。 

4 変

更 

PP前文 このプライバシーポリシーは、弊社が提供する本ソ

フトウェアのご利用において適用されます。 

このプライバシーポリシーは、ブラザー工業株式会

社(以下、「弊社」といいます)が提供する「Brother 

iPrint&Scan」モバイルアプリ(以下、「本ソフトウェ

ア」といいます。)のご利用において適用されます。 

5 変

更 

PP 1 条 お客様が本ソフトウェアを通じて印刷する際、特定

の形式のファイルは印刷用の形式への変換のため自

動的にサーバーに送られ、変換後にお客様のモバイ

ル端末に送信されます。お客様が、本ソフトウェア

お客様が本ソフトウェアを通じて印刷する際、特定

の形式のファイルは印刷用の形式への変換のため自

動的にサーバーに送られ、変換後にお客様のモバイ

ル端末に送信されます。お客様が、本ソフトウェア



を、Google, LLC.（以下「Google」といいます。）が

提供するサービスである、GmailまたはGoogle Drive

のコンテンツを印刷するためにご利用される場合、

本ソフトウェアは、Google のサーバーに存在する当

該コンテンツのデータを自動的に参照します。その

後、Gmail のコンテンツである場合を除き当該コン

テンツのデータは弊社サーバーに自動的に送信さ

れ、印刷のためのフォーマットに変換され、お客様の

利用する機器（弊社製品）に送られます。サーバーに

送られた全てのファイルは、変換後、短時間で自動削

除されます。サーバーに保存機能はありません。弊社

は上記のような変換目的を除き、お客様の事前同意

なしに当該ファイルへのアクセス又はその保存や利

用をしません。 

を、Google, LLC.（以下「Google」といいます。）が

提供するサービスである、GmailまたはGoogle Drive

のコンテンツを印刷するためにご利用される場合、

本ソフトウェアは、Google のサーバーに存在する当

該コンテンツのデータを自動的に参照します。その

後、Gmail のコンテンツである場合を除き当該コン

テンツのデータは弊社サーバーに自動的に送信さ

れ、印刷のためのフォーマットに変換され、お客様の

利用する機器（以下、「弊社製品」といいます）に送

られます。サーバーに送られた全てのファイルは、変

換後、短時間で自動削除されます。サーバーに保存機

能はありません。弊社は上記のような変換目的を除

き、お客様の事前同意なしに当該ファイルへのアク

セス又はその保存や利用をしません。 

 

6 変

更 

PP 2 条 a) 製品に関する情報の送信 

本ソフトウェアのインストール後、お客様が利用す

る弊社の製品（以下、弊社製品といいます。）から、

製品モデル名、シリアル番号、総印刷枚数、エラー履

歴、製品の設定情報、ジョブ実行時の設定情報その他

の弊社機器に関する情報（以下、「製品情報」といい

ます。）が弊社サーバーに送信されます。 

お客様が弊社製品をお客様以外のユーザーと共同で

利用する場合（以下、「共同利用者」といいます。）、

製品情報には、共同利用者による弊社製品の利用状

況に関する情報も含まれます。この場合、お客様は、

お客様の責任において、事前にこのプライバシーポ

リシーの内容を共同利用者に説明の上、共同利用者

の理解を得るようにしていただくようお願いいたし

ます。 

万が一製品情報の送信を希望されない場合は、本ソ

フトウェアのトップ画面よりインフォメーション画

面を選択し、使用状況の「情報を送信する」のチェッ

クを外していただくことで製品情報の送信を停止す

ることができます。なお、弊社は、お客様が製品情報

の送信を停止せずに本ソフトウェアを使用し続けた

場合、お客様及び共同利用者のご理解の上ご使用い

ただいているものと見なします。 

a) 製品に関する情報の送信 

本ソフトウェアのインストール後、お客様が利用す

る弊社製品から、製品モデル名、シリアル番号、総印

刷枚数、エラー履歴、製品の設定情報、ジョブ実行時

の設定情報その他の弊社製品に関する情報（以下、

「製品情報」といいます。）が弊社サーバーに送信さ

れます。 

万が一製品情報の送信を希望されない場合は、本ソ

フトウェアのトップ画面よりインフォメーション画

面を選択し、使用状況の「情報を送信する」のチェッ

クを外していただくことで製品情報の送信を停止す

ることができます。なお、弊社は、お客様が製品情報

の送信を停止せずに本ソフトウェアを使用し続けた

場合、お客様のご理解の上ご使用いただいているも

のと見なします。 

 

b) 接続機器に関する情報の送信 

お客様が弊社製品を利用される際に接続する機器

（以下、「接続機器」といいます。）から、OS 情報、

ロケール ID、ファームウェア情報、本ソフトウェア

の各機能の利用状況、本ソフトウェア内の操作ログ

情報、その他の接続機器に関する情報（以下、総称し

て「接続情報」といいます。）が弊社サーバーに送信



 

b) 接続機器に関する情報の送信 

お客様が弊社製品を利用される際に接続する機器

（以下、「接続機器」といいます。）から、OS 情報、

ロケール ID、ファームウェア情報、本ソフトウェア

の各機能の利用状況、本ソフトウェア内の操作ログ

情報、その他の接続機器に関する情報（以下、総称し

て「接続情報」といいます。）が弊社サーバーに送信

されます。 

 

c) 収集した情報の利用方法 

製品情報及び接続情報（以下、総称して「機器情報」

といいます。）は、シリアル番号を除き、それ自体で、

あるいは弊社が持っている他のいかなる情報と組み

合わせても、お客様個人を特定できません。弊社はこ

れらの情報を、本ソフトウェア及びその他の弊社製

品・サービスの改良、お客様個人を特定しない形式で

のマーケティング及び調査活動、並びに商品企画等

の顧客価値の向上（以下、「本目的」といいます。）の

ためにのみ、当該機器情報を利用します。また本目的

のため、お客様の機器情報を第三者に開示する場合

には、個人を特定できない形で、かつ当該第三者に対

し秘密保持義務を課した上で開示するものとしま

す。 

 

機器情報には、弊社製品のシリアル番号が含まれま

す。お客様が弊社の販売子会社運営の製品登録用ウ

ェブサイトに情報を登録された場合、弊社はシリア

ル番号と当該情報とを関連付けることができます。

ただし、弊社は当該情報によりお客様個人を特定せ

ず、かつ本目的以外に利用しません。お客様の居住す

る国と比較して、個人情報保護のレベルが十分でな

い国に所在するサーバーにシリアル番号が保存され

る可能性があります。但し、シリアル番号及びその他

の機器情報は、弊社の「機器情報ステートメント」< 

http://www.brother.com/privacy/device/index.htm> 

に従い厳密に管理されます。 

されます。 

 

c) 収集した情報の利用方法 

製品情報及び接続情報（以下、総称して「機器情報」

といいます。）は、シリアル番号を除き、それ自体で、

あるいは弊社が持っている他のいかなる情報と組み

合わせても、お客様個人を特定できません。弊社はこ

れらの情報を、本ソフトウェア及びその他の弊社製

品・サービスの改良、お客様個人を特定しない形式で

のマーケティング及び調査活動、並びに商品企画等

の顧客価値の向上（以下、「本目的」といいます。）の

ためにのみ、当該機器情報を利用します。 

 

機器情報には、弊社製品のシリアル番号が含まれま

す。お客様が弊社の販売子会社運営の製品登録用ウ

ェブサイトに情報を登録された場合、弊社はシリア

ル番号と当該情報とを関連付けることができます。

ただし、弊社は当該情報によりお客様個人を特定せ

ず、かつ本目的以外に利用しません。お客様の居住す

る国と比較して、個人情報保護のレベルが十分でな

い国に所在するサーバーにシリアル番号が保存され

る可能性があります。但し、シリアル番号及びその他

の機器情報は、弊社の「機器情報ステートメント」< 

http://www.brother.com/privacy/device/index.htm> 

に従い厳密に管理されます。 

上記にかかわらず、弊社または弊社グループ会社か

らご案内する、弊社製品またはサービスに関するダ

イレクトマーケティング（弊社製品のご利用に応じ

た各種サービスのご提案、関連新製品のご提案等を

含みますが、これらに限られません）（以下単に、

「ダイレクトマーケティング」といいます）に対し

機器情報を使用することについて、お客様に同意を

お願いする可能性があります。お客様は、かかるダ

イレクトマーケティングへの機器情報の使用につい

て同意する義務を負いませんが、同意された場合

は、当該同意にかかる条件に基づき、弊社及び弊社

http://www.brother.com/privacy/device/index.htm
http://www.brother.com/privacy/device/index.htm


グループ会社が機器情報をダイレクトマーケティン

グに使用する権利を留保するものとします。 

なお、お客様が過去に弊社製品（本段落においての

み、弊社のプリンタ及び複合機のみを指すものとし

ます）向けのソフトウェアやアプリ（以下、「過去の

ソフトウェア」といいます）をインストールされてい

る場合、本ソフトウェアをインストールすることで、

過去のソフトウェア内の機器情報を収集するための

機能が上書きされる場合があります。この場合、過去

のソフトウェアによる機器情報の収集についても、

本条が適用されるものとします。 

7 変

更 

PP３条 お客様が初めて本ソフトウェア上で製品を選択する

場合において、Wifi 又は Wifi-Direct 対応の弊社製品

を選択したとき、又は本ソフトウェアのアップデー

ト後に初めて弊社製品を選択した場合（同じ弊社製

品を選択し直した場合も含む）、本ソフトウェアは、

弊社又はお客様がお住まいの地域の弊社の販売子会

社運営のウェブサイト（以下、「弊社ウェブサイト」

といいます。）を自動的に表示することがあります。 

弊社ウェブサイトでは Google LLC が提供するウェ

ブ解析ツール Google アナリティクスを利用してい

ます。また、Google アナリティクスの利用にあたり、

弊社はクッキーを使用し、ランダムに割り当てられ

たクライアント ID によりお客様を識別しています。 

弊社ウェブサイトが自動的に表示されると、製品情

報（モデル名、シリアル番号等）及び接続情報（国情

報、言語情報等）がパラメータとして弊社ウェブサイ

トの URL の末尾に付加されます。当該パラメーター

は、お客様が初めてパラメータ付き URL で弊社ウェ

ブサイトにアクセスした場合、及び以後お客様が弊

社ウェブサイトを閲覧する場合、割り当てられたク

ライアント ID と紐づけられて Google アナリティク

スに記録されます。Google アナリティクスの利用に

関する詳細は、弊社の「総合プライバシーポリシー」

<https://www.brother.co.jp/privacy/bil/index.aspx>

をご確認ください。 

なお、Google アナリティクスによるデータの収集を

お客様が初めて本ソフトウェア上で製品を選択する

場合において、Wifi 又は Wifi-Direct 対応の弊社製品

を選択したとき、又は本ソフトウェアのアップデー

ト後に初めて弊社製品を選択した場合（同じ弊社製

品を選択し直した場合も含む）、本ソフトウェアは、

弊社又はお客様がお住まいの地域の弊社の販売子会

社運営のウェブサイト（以下、「弊社ウェブサイト」

といいます。）を自動的に表示することがあります。 

弊社ウェブサイトでは Google LLC が提供するウェ

ブ解析ツール Google アナリティクスを利用してい

ます。また、Google アナリティクスの利用にあたり、

弊社はクッキーを使用し、ランダムに割り当てられ

たクライアント ID によりお客様を識別しています。 

弊社ウェブサイトが自動的に表示されると、製品情

報（モデル名、シリアル番号等）及び接続情報（国情

報、言語情報等）がパラメータとして弊社ウェブサイ

トの URL の末尾に付加されます。当該パラメータ

は、お客様が初めてパラメータ付き URL で弊社ウェ

ブサイトにアクセスした場合、及び以後お客様が弊

社ウェブサイトを閲覧する場合、割り当てられたク

ライアント ID と紐づけられて Google アナリティク

スに記録されます。Google アナリティクスの利用に

関する詳細は、弊社の「総合プライバシーポリシー」

<https://www.brother.co.jp/privacy/bil/index.aspx>

をご確認ください。 

なお、Google アナリティクスによるデータの収集を

https://www.brother.co.jp/privacy/bil/index.aspx
https://www.brother.co.jp/privacy/bil/index.aspx


停止するには、お客様がご使用の接続機器から

Googleのオプトアウトアドオンのダウンロードペー

ジ（https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/）にア

クセスし、オプトアウトアドオンをダウンロード及

びインストールした上で、Google アナリティクスの

設定を無効にしてください。 

停止するには、お客様がご使用の接続機器から

Googleのオプトアウトアドオンのダウンロードペー

ジ（https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/）にア

クセスし、オプトアウトアドオンをダウンロード及

びインストールした上で、Google アナリティクスの

設定を無効にしてください。 

 

 

     以上 
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