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並木ファウンドリ利用規約 

Namiki Foundry Terms of Use 

1 （規約への同意：Agreement to Terms） 

本利用規約にご同意いただき、ユーザー登録、研究課題申請することによって並木フ

ァウンドリが管理する共用設備ご利用いただくことができます。 また、ユーザー登録

をすることによって本規約に同意をしたものとみなされます。 

You may use the services and the instruments managed by Namiki Foundry only if you 

agree to form a binding contract, get registered and submit your research proposal. 

2 （規約の変更：Change of Terms） 

並木ファウンドリが必要と判断する場合、あらかじめユーザーに通知することなく、

いつでも本規約および利用約款を変更できるものとします。 

If it is considered necessary, these terms or clauses may be changed by Namiki 

Foundry without any notice. 

3 （ユーザー登録および研究課題申請：User Registration and Research Proposal）

3.1 ユーザー登録および研究課題申請は、NIMS 職員登録をしていることが条件となり

ます。 

3.2 ユーザーご自身に関する情報を登録する場合、正確な情報を提供し、常に最新の情

報となるよう修正してください。 

3.3 パスワードを登録する場合、これを不正に利用されないようご自身の責任で厳重

に管理して下さい。 

3.4 すべての利用権は、申請者本人に帰属するものとし、第三者に譲渡、貸与または相

続させることはできません。 

3.1 You may get registered and submit your research proposal only if you are a 

registered employee or a visiting researcher of NIMS. 

3.2 You must provide Namiki Foundry with your correct information and revise the 

information if there is any updates. 

3.3 You must manage your saved password in order to avoid unauthorized use by a 

third person or party. 



3.4 All rights of use are attributed to the applicant him/herself and transferring, loaning 

or succeeding those rights cannot be made. 

4 （利用時間：Operation Hours） 

4.1 当施設の利用時間は、NIMS の定める勤務日の平日 9 時から 19 時までとします。

原則、時間外使用は認められません。 

4.2 当施設の都合により利用時間を短縮する場合は、事前に予約システム上もしくは

電子メール、その他の方法にて通知します。 

4.1 Operation hours of Namiki Foundry is 9:00 – 19:00 on workdays regulated by 

NIMS. 

4.2 If operation hours should be shortened according to circumstances, we will notify 

you on the reservation system, by email or by other means in advance. 

5 （利用料金：Usage Fee） 

5.1 当施設の利用料金については、別途定める技術開発・共用部門ステーション利用

要領に従うものとします。 

5.2 利用料金は、有料設備を利用した場合に発生するものとし、研究課題申請時に登録

した配算体から支払われるものとします。 

5.1 Usage fee of Namiki Foundry complies with the operation guide of 

Research Network and Facility Services Division.  

5.2 Usage fee will be incurred only when you use chargeable instrument and fee will 

be charged from the budget code you’ll have provided during registration. 

6 （遵守事項：Compliance Rules） 

6.1 当施設の利用にあたっては、並木ファンドリで定める利用ルールおよびスタッフ

の指示に従うこと。 

6.2 NIMS もしくは派遣元が労働安全衛生法第 59 条に基づいて実施する安全衛生教育

を受講済みであること。且つ、並木ファウンドリが実施する施設利用上の安全説明

を受講すること。両方の安全教育を受講していない場合、実験室への入室は認めま

せん。 

6.3 オートロック式の実験室に入室の際には、事務室にて貸与する専用カードキーを

使用し、使用後は速やかに返却すること。 

6.4 実験設備は、並木ファウンドリが管理するシステム上で予約をした上で使用する

こと（一部、例外あり）。 

6.5 実験設備の自立利用にあたっては、設備毎にスタッフから指導を受け、ライセンス

を取得すること。スタッフに無断で使用しないこと。 



6.6 実験中は、原則その場から離れないこと。 

6.7 実験ノートや電子ファイルを含む実験データおよびサンプル等個人所有の物品は、

個人の責任において管理すること。 

6.8 消耗品や備品など実験室内の物品を、スタッフの許可なく持ち出さないこと。 

6.1 You must comply with the rules regulated by Namiki Foundry and follow the 

instruction of the Foundry staff. 

6.2 You must have received Safety and Health Education from NIMS or your company 

in accordance with Article 59 of Industrial Safety and Health Act. Also you must 

receive a lecture to use facilities at Namiki Foundry. Otherwise, you will not be 

permitted to enter any of Namiki Foundry’s laboratories. 

6.3 Borrow a designated card key at Namiki Foundry office to open a locked 

laboratories and return the card as soon as you finish using the rooms. 

6.4 The instruments must be reserved on Namiki Foundry’s reservation system before 

use. (This shall not apply for a few instruments.) 

6.5 If you would like to operate an instrument by yourself, you will have to take due 

trainings to get a permission from Namiki Foundry staff. Operating an instrument 

without staff’s permission is strictly prohibited. 

6.6 In principle, you must not leave the place during an experiment. 

6.7 You must look after your personal belongings such as samples and any 

experimental data including notebooks and electronic files for we do not have any 

liability for your lost properties. 

6.8 Taking Namiki Foundry’s consumable supplies and gadgets out of the rooms 

without staff’s permission is strictly prohibited. 

7 （利用制限：Restriction of Use） 

以下に該当する場合、ユーザー本人に通知したうえで利用を停止します。 

7.1 ユーザーが本規約に違反しまたは違反するおそれがあると並木ファウンドリスタ

ッフが判断した場合。 

7.2 予約キャンセルなしでの不使用など、他者への迷惑となる行為を行った場合。  

7.3 実験室入室用カードキーや設備の予約枠を別のユーザーに貸与するなどの不正利

用を行った場合。 

We may notify you the termination of your rights to use our instruments or services in 

case: 

7.1 You violate Namiki Foundry’s rules or if Namiki Foundry staff suspects that there is 

a great possibility that you might. 

7.2 You create a nuisance such as not using an instrument without cancelation of the 



reservation. 

7.3 You take a dishonest act such as lending the card key you have borrowed from 

Namiki Foundry to others or letting someone else use the machine time you have 

reserved. 

8 （損害賠償：Liabilities for Damages） 

重大な過失により当施設および設備、備品を汚損・破損、または紛失された場合は、ユー

ザー本人もしくは所属するグループにその損害を賠償していただきます。 

If you, by any critical delinquency, deface or damage Namiki Foundry’s instrument or 

equipment, it shall be compensated by the group you belong to or by yourself. 

以上 




