
 

 

公益社団法人日本動物園水族館協会ウェブサイト（ホームページ）のご利用について 

 

 

当協会のウェブサイトのご利用にあたっては、以下に示すご利用に関する条件をよくお読みいただき、

ご同意の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。 

ご同意いただけない場合には、大変申し訳ございませんがご利用をお控えください。 

また、ご利用いただいた場合には、以下のご利用条件すべてにご同意いただいたものとさせていただ

きますのでご了承願います。 

 

１ 著作権について 

このウェブサイトに収められている写真、図版、数字データなどすべてのコンテンツの著作権は、当

協会に帰属しております。但し、協会会員の協力による写真、著作物については当協会以外に著作者が

存在する場合があり、このような著作物についての著作権は原則として各著作者に帰属します。 

ウェブサイトをご覧の個人の方が、ご自身で利用するためにこのウェブサイトならびに収められてい

る写真、図版、数字データなどすべてのコンテンツをダウンロードしたり、個人のパソコンにデータを

保存、印刷することは構いませんが、これを個人が管理する SNS、ウェブサイトや印刷媒体に引用、転

載することはできません。 

その他著作権法で認められている範囲を超えて、協会のウェブサイトに収められている写真、図版、

数字データなどすべてのコンテンツを著作権者に無断で使用することはできません。 

 

２ 商標について 

当協会のウェブサイトに表示される商標（マーク、協会の名称）は登録されており、当協会もしくは

当協会が認めた権利者にその権利が帰属します。 

権利者に無断で使用することはできません。 

 

３ リンクについて 

当協会のウェブサイトへのリンクは、原則として自由です。 

リンクの際の URL は「https://www.jaza.jp/」をベースとし、公益社団法人日本動物園水族館協会の

ウェブサイトである旨を明示してください。 

 

４ メールについて 

当協会より送信する個人、団体へのご返事の Eメールは、お問い合わせにお答えする目的でお送りす

るものです。このメールについての著作権は当協会に帰属しており、当協会に無断で他のホームページ

や印刷物などへの転用、当協会の許可なくメールの内容の全体や一部分を転用、二次使用、その他の目

的で使用されますことはご遠慮ください。 

また、お問い合わせの内容によっては、お返事を差し上げるまでに時間を要することがございます。

あらかじめご了承くださいます様お願いいたします。 

 

５ Cookie(クッキー)について 

当協会のウェブサイトではクッキーの技術を使用しております。クッキーとはウェブサーバーからユ

ーザーを識別するための情報をユーザーのウェブブラウザに送られ、ユーザーのデータをご利用のパソ

コンに保存しておくファイルのことです。 

ユーザーがクッキーの利用を望まない場合には、お使いのブラウザの設定により、無効化することが

できます。設定方法はブラウザにより異なりますので、ブラウザのヘルプなどを参照してください。 

https://www.jaza.jp/


６ 閲覧・動水推奨ブラウザ 

パソコンの閲覧・動作推奨ブラウザ 

● Windows 

  ・Windows10 

   Microsoft Edge 最新版、Google Chrome 最新版 

● Macintosh 

・Mac OSX(10.10以上) 

   Safari 最新版 

スマートフォンの閲覧・動作推奨プラウザ 

● iPhone 

  ・iOS12,13,14 

   Safari最新版 

● Android 

  ・Andrroid8,9,10 

   Google Chrome 

 

※ Internet Explorer11については開発元の Microsoft も Microsoft Edge への移行を推奨しているこ

とから、当協会としても推奨は致しません。 

   

７ SSLサーバー証明について 

 当協会では、多くの皆様が安心してご覧いただくために、サーバー証明書を順次「SH-1」から「SH-1}」

方式に移行しております。 

 移行に伴い、一部のパソコンや携帯電話をご利用の方につきましては、サイトの画面が閲覧できなく

なります。 

 

※ インターネットの暗号化通信を使用する際に、より安全性の高い「SH-2」に移行する取り組みが世

界的にすすめられております。 

 

８ ご注意 

 公益社団法人日本動物園水族館協会は、協会のウェブサイトについていかなる保証をするものではな

く、内容に誤りがあった場合、またこのウェブサイトのご利用に際して生じた利用者と第三者との間の

トラブルについては一切の責任を負いかねます。 

 また、当協会のウェブサイトのご利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故、損害につい

ても一切の責任を負いかねます。なお、ウェブサイトに掲載されている情報等は予告なく変更されるこ

とがありますので、あらかじめご承知ください。 

   

 

９ お問い合わせ 

 このページに関するお問い合わせは下記にてお願いいたします。 

   ・ 電話  （03）3837-0211 

・ お手紙  東京都台東区台東 4-23-10 ヴェラハイツ御徒町 402 

          公益社団法人日本動物園水族館協会 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Terms and conditions of use for the Japanese Zoo and Aquarium Association website 
 
 
Please read the following terms and conditions of use carefully before using our website. 
If you do not agree with these conditions, please refrain from using our website. 
Please note that by using this site, you are agreeing to all of the following terms and conditions of 
use. 
 
1. About Copyright 
The copyright to the photographs, illustrations, numerical data and other content on this website 
belongs to the Association. However, in the case of photographs and other copyrighted works that 
were created with the cooperation of our members, the copyrights to such works belong to their 
respective authors, in principle. 
Individuals who visit this website may download the website and all of its contents, including 
photographs, illustrations and numerical data, for their own use, and may save and print the data 
on their personal computers. You may not quote or reprint any of the contents in print media. 
The use of the contents of the Association's website, including photographs, illustrations, and 
numerical data, beyond the scope of the copyright law, is not permitted without the permission of 
the copyright holder. 
 
2. Regarding Trademarks 
The trademarks (marks and the name of the Association) displayed on the Association's website are 
registered, and the rights to them belong to the Association or to the owner of the rights recognized 
by the Association. 
It is not allowed to use them without the permission of the right holder. 
 
3. Linking to the Site 
In principle, you are free to link to the website of the Association. 
When linking to the Association's website, the URL should be based on "https://www.jaza.jp/" and 
clearly indicate that it is the website of the Japanese Association of Zoos and Aquariums. 
 
4. E-mail 
E-mail replies to individuals and organizations are sent to respond to your inquiries. The copyright 
to these e-mails belongs to us, and we ask that you do not reproduce them on other websites or in 
printed materials without our permission, or use them in whole or in part without our permission, 
or use them for a secondary use or for any other purpose. 
Depending on the content of your inquiry, it may take some time before we can respond to you. We 
ask for your understanding in advance. 
 
5. About cookies 
Our website uses cookie technology. A cookie is a file that is sent from a web server to the user's web 
browser to identify the user and store the user's data on the user's computer. 
If the user does not wish to use cookies, the user can disable them by changing the settings on their 
browser. Please refer to your browser's help file for instructions on how to set up your browser. 



6. Recommended Browsers 
・Recommended browser for computer browsing and operation 

Windows 
   Windows 10 - Windows 10 
   Latest version of Microsoft Edge, Latest version of Google Chrome 

Macintosh 
Mac OSX (10.10 or higher) 

   Safari Latest Version 
・Smartphone browsing and operation recommendations 

iPhone 
   iOS 12,13,14 
   Latest version of Safari 

Android 
   Android8,9,10 
   Google Chrome 
Since Microsoft, the developer of Internet Explorer 11, recommends that you switch to Microsoft 
Edge, we do not recommend it. 
   
7. SSL Server Certification 
In order to ensure that as many people as possible can view our site with peace of mind, we will be 
transitioning our server certificate from "SH-1" to "SH-1}". 
Due to this change, some users of computer and mobile phones will not be able to view the website. 
There has been a worldwide effort to switch to SH-2, which is more secure when using encrypted 
Internet communications. 
 
8. Caution 
The Japanese Association of Zoos and Aquariums (JAZA) does not guarantee the contents of the 
JAZA website and assumes no responsibility for any errors in the content of the JAZA website or for 
any problems that may arise between users and third parties in the use of this website. 
The Association also assumes no responsibility for any accidents or damages to software or hardware 
that result from the use of its website. Please note that the information on the Association's website 
is subject to change without notice. 
   
9. Contact Us 
If you have any questions about this page, please contact us at the following 
Please call us at +81-3-3837-0211 
Vera Heights Okachimachi 402, 4-23-10 Taito, Taito-ku, Tokyo 
Japanese Association of Zoos and Aquariums 


