
MENKAIGO サービス

利 用 規 約 

この規約は、お客様が、株式会社ケアコネクトジャパン（以下「当社」）が提供す
る「MENKAIGO」サービス（以下「本サービス」）をご利用頂く際の取扱いにつき定める
ものです。本規約に同意した上で本サービスをご利用ください。 

第１条（定義） 
本規約上で使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとします。 
（1）本サービス 当社が運営するサービス及び関連するサービス 
（2）本サイト 本サービスのコンテンツが掲載されたウェブサイト 
（3）本コンテンツ 本サービス上で提供される文字、音、静止画、動画、ソフト

ウェアプログラム、コード等の総称（投稿情報を含む）
（4）利用者 本サービスを利用する全ての方 
（5）登録利用者 本サイトの利用者登録が完了した方 
（6）ＩＤ 本サービスの利用のために登録利用者が固有に持つ文字列 
（7）パスワード ＩＤに対応して登録利用者が固有に設定する暗号 
（8）個人情報 住所、氏名、職業、電話番号等個人を特定することのできる

情報の総称 
（9）登録情報 登録利用者が本サイトにて登録した情報の総称（投稿情報は

除く） 
（10）知的財産 発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創

造的活動により生み出されるもの（発見または解明がされた
自然の法則または現象であって、産業上の利用可能性がある
ものを含む）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品ま
たは役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に
有用な技術上または営業上の情報 

（11）知的財産権 特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権そ
の他の知的財産に関して法令により定められた権利または
法律上保護される利益に係る権利 

第２条（本規約への同意） 
１ 利用者は、本利用規約に同意頂いた上で、本サービスを利用できるものとします。 
２ 利用者が、本サービスをパソコンその他情報端末からアクセスし、本規約への同意手続
を行った時点で、利用者と当社との間で、本規約の諸規定に従った利用契約が成立するも



のとします。 
３ 利用者が未成年者である場合には、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、本
サービスをご利用ください。

第３条（規約の変更） 
１ 当社は、利用者の承諾を得ることなく、いつでも、本規約の内容を改定することができ
るものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。 

２ 当社は、本規約を改定するときは、その内容について当社所定の方法により利用者に通
知します。 

３ 前本規約の改定の効力は、当社が前項により通知を行った時点から生じるものとしま
す。 
４ 利用者は、本規約変更後、本サービスを利用した時点で、変更後の本利用規約に異議な
く同意したものとみなされます。 

第４条（利用手続） 
１ 本サービスの利用を希望する方（以下「登録希望者」）は、本規約に同意した上で、所
定の方法で利用の申込を行ってください。 

２ 利用の申込をした方は、弊社がその申込を承諾し、ＩＤ登録が完了した時点から登録ユ
ーザとなります。 

３ 弊社は、登録ユーザ向けにメールで連絡事項の告知や広告その他の情報提供を行いま
す。あらかじめご了承ください。 

４ 弊社は、登録希望者が次の各号のいずれか一つに該当する場合は、弊社の判断により利
用申込を承諾しないことがあります。 
一 登録希望者が、弊社の定める方法によらず利用の申込を行った場合 
二 登録希望者が、過去に本規約または弊社の定めるその他の利用規約等に違反したこと

を理由として利用停止処分を受けた者である場合 
三 登録希望者が、不正な手段をもって登録を行っていると弊社が判断した場合 
四 登録希望者が、お客様以外の情報を登録している場合 
五 その他、弊社が不適切と判断した場合 

第５条（アカウントの管理） 
１ 利用者は、利用に際して登録した情報（以下、「登録情報」といいます。メールアドレ
スや ID・パスワード等を含みます）について、自己の責任の下、任意に登録、管理する
ものとします。利用者は、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買
などをしてはならないものとします。

２ 当社は、登録情報によって本サービスの利用があった場合、利用登録をおこなったお客



様が利用したものと扱うことができ、当該利用によって生じた結果ならびにそれに伴う
一切の責任については、利用登録を行ったお客様に帰属するものとします。  

３ 利用者は、登録情報の不正使用によって当社または第三者に損害が生じた場合、当社お
よび第三者に対して、当該損害を賠償するものとします。 

４ 登録情報の管理は、利用者が自己の責任の下で行うものとし、登録情報が不正確または
虚偽であったために利用者が被った一切の不利益および損害に関して、当社は責任を負
わないものとします。  

５ 登録情報が盗用されまたは第三者に利用されていることが判明した場合、利用者は直
ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。 

第６条（個人情報等の取り扱い） 
個人情報及び利用者情報については、当社が別途定める「サービス利用における個人情報

の取扱について」に則り、適正に取り扱うこととします。 

第７条（禁止行為） 
本サービスの利用に際し、当社は、利用者に対し、次に掲げる行為を禁止します。当社に

おいて、利用者が禁止事項に違反したと認めた場合、利用者用の一時停止、その他当社が必
要と判断した措置を取ることができます。  
（１）当社または第三者の知的財産権を侵害する行為
（２）当社または第三者の名誉・信用を毀損または不当に差別もしくは誹謗中傷する行為
（３）当社または第三者の財産を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
（４）当社または第三者に経済的損害を与える行為
（５）当社または第三者に対する脅迫的な行為
（６）コンピューターウィルス、有害なプログラムを仕様またはそれを誘発する行為
（７）本サービス用インフラ設備に対して過度な負担となるストレスをかける行為
（８）当サイトのサーバーやシステム、セキュリティへの攻撃
（９）当社提供のインターフェース以外の方法で当社サービスにアクセスを試みる行為

（１０）一人の利用者が、複数の利用者 ID を取得する行為
（１１）上記の他、当社が不適切と判断する行為

第８条（有料コンテンツ） 
１ 本サービス内の一部については、対価を支払うことにより有料コンテンツを購入する
ことができます。有料コンテンツの金額、決済方法その他の事項は、別途当社が定め、
本サービスまたは当社ウェブサイトに表示します。 

２ 当社は、本サービスにおいて無償または有料とされているコンテンツについて、当社の
裁量でその価格を変更することがあります。 



３ 利用者が有料コンテンツの対価の支払いを遅滞した場合、利用者は、年 14.6％の割合
による遅延損害金を当社に対して支払うものとします。 

４ 有料コンテンツは、利用者本人の登録情報に対してのみ使用が許諾されます。 

第９条（免責） 
１ 当社は、本サービスの内容変更、中断、終了によって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 当社は、利用者の本サービスの利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負い
ません。 

３ 当社は、本サービスが利用者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・
正確性・有用性を有すること、利用者による本サービスの利用が利用者に適用のある法
令または業界団体の内部規則等に適合すること、および不具合が生じないことについて、
何ら保証するものではありません。 

４ 当社は、本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本
サービスの利用に供する情報端末のＯＳのバージョンアップ等に伴い、本サービスの動
作に不具合が生じる可能性があることにつき、利用者はあらかじめ了承するものとしま
す。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により、当該
不具合が解消されることを保証するものではありません。

5 当社は、本サービスを利用したことにより直接的または間接的に利用者に発生した損害
について、一切賠償責任を負いません。 

6 当社は、利用者その他の第三者に発生した機会逸失、業務の中断その他いかなる損害（間
接損害や逸失利益を含みます）に対して、当社が係る損害の可能性を事前に通知されて
いたとしても、一切の責任を負いません。 

7 第１項の規定は、当社に故意または重過失が存する場合又は契約書が消費者契約法上の
消費者に該当する場合には適用しません。 

8 前項が適用される場合であっても、当社は、過失（重過失を除きます。）による行為によ
って利用者に生じた損害のうち、特別な事情から生じた損害については、一切賠償する
責任を負わないものとします。  

9 本サービスの利用に関し当社が損害賠償責任を負う場合、当該損害が発生した月に利用
者から受領した利用額を限度として賠償責任を負うものとします。 

１0 利用者と他の利用者との間の紛争及びトラブルについて、当社は一切責任を負わない
ものとします。利用者と他の利用者でトラブルになった場合でも、両者同士の責任で解
決するものとし、当社には一切の請求をしないものとします。 

１1 利用者は、本サービスの利用に関連し、他の利用者に損害を与えた場合または第三者
との間に紛争を生じた場合、自己の費用と責任において、かかる損害を賠償またはかか
る紛争を解決するものとし、当社には一切の迷惑や損害を与えないものとします。 



１2 利用者の行為により、第三者から当社が損害賠償等の請求をされた場合には、利用者
の費用（弁護士費用）と責任で、これを解決するものとします。当社が、当該第三者に
対して、損害賠償金を支払った場合には、利用者は、当社に対して当該損害賠償金を含
む一切の費用（弁護士費用及び逸失利益を含む）を支払うものとします。 

１3 利用者が本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、利用者の費用と責任
において当社に対して損害を賠償（訴訟費用及び弁護士費用を含む）するものとします。 

第１０条（広告の掲載について）  
利用者は、本サービス上にあらゆる広告が含まれる場合があること、当社またはその提携先
があらゆる広告を掲載する場合があることを理解しこれを承諾したものとみなします。本
サービス上の広告の形態や範囲は、当社によって随時変更されます。

第１１条（権利譲渡の禁止） 
１ 利用者は、予め当社の書面による承諾がない限り、本規約上の地位および本規約に基づ
く権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとします。 

２ 当社は、本サービスの全部または一部を当社の裁量により第三者に譲渡することがで
き、その場合、譲渡された権利の範囲内で利用者のアカウントを含む、本サービスに係る
利用者の一切の権利が譲渡先に移転するものとします。 

第１２条（分離可能性） 
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執
行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と
判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 

第１３条（当社への連絡方法） 
本サービスに関する利用者の当社へのご連絡・お問い合わせは、本サービスまたは当社が運
営する web サイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームからの送信または当社
が別途指定する方法により行うものとします。 

第１４条（準拠法、管轄裁判所） 
１ 本規約の有効性，解釈及び履行については，日本法に準拠し，日本法に従って解釈され
るものとします。 
２ 当社と利用者等との間での論議・訴訟その他一切の紛争については、訴額に応じて弊社
の本店所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意します。 

附則： 
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サービス利用における個人情報の取扱について 
 この規約は、お客様が、株式会社ケアコネクトジャパン（以下「当社」）が提供する「CAREKARTE Live」サー
ビス（以下「本サービス」）をご利用頂く際の個人情報の取扱について、以下のとおりプライバシーポリシー（以
下，「本ポリシー」といいます。）を定めます。 
 
第１条（個人情報取り扱いに関する基本方針） 
一．当社は介護事業者向けパッケージシステムの開発・販売業者として取扱う個人情報の重要性を良く認識し当
社での個人情報保護マネジメントシステム（PMS）定着への活動を日々推進しています。当社は個人情報を取
扱う事業者としてなすべきことについて次の方針を掲げます。 

1. 当社事業で大量に取扱う個人情報及び雇用等において取扱う個人情報の特定された利用目的の範囲の中
で個人情報の適切な取得・利用を行い、利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い(目的外
利用）を行わないこと及びそのための措置を講じます。 

2. 当社は個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針及びその他の規範を遵守します。 
3. 当社は個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止を行い、不適切な事項につ

いては是正を行うなどの内部規程を定め、個人情報を保護します。 
4. 当社は個人情報の取扱いに関する苦情及び相談対応への内部規程を定め、苦情及び相談に対応します。 
5. 当社は個人情報保護マネジメントシステム（PMS）の継続的改善を行います。 

 
第２条（個人情報の定義） 
一．「個人情報」とは，個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし，以下の項目のいずれかに該当するも
のとします。 

1. 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電磁的方式（電子
的方式、磁気的方式その他人の近くによっては認識できない方式をいう。）に記載され、若しくは記録さ
れ、又は音声、動作その他の方法を用いて評された一切の事項（個人識別符号を除く。）をいいます。そ
れにより特定の個人を識別することができるものをいいます。（他の情報と照合することができ、それに
より特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）  

2. 個人識別符号（個人情報の保護に関する法律第２条第２項に規定する個人識別符号をいう。）が含まれる
もの 

ニ．「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報をコンピュータ等用いて検索できるように体系的に構成し
たもの及びこれに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより、特定の個人情報を容易に検索す
ることができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次・索引その他検索を容易にするためのもの
を有するものをいい、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして次のいずれにも該当
するものを除きます。 

1. 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が法又は法
に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。 

2. 不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。 
3. 生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。 



三．「個人データ」とは、個人情報のうち、個人情報データベース等を構成するものをいいます。 
四．「従業員等」とは、非典型雇用労働者を含むお客様の従業員（一般従業員、嘱託従業員、パートタイマー等）
及びお客様の指揮命令に服する派遣労働者であって、お客様の取締役、執行役、監査役等の役員以外の者をいう。 
 
第３条（個人情報の取得方法） 
一．当社は，お客様が利用登録をする際に施設名（法人、事業所）、担当者氏名，住所，連絡先，メールアドレス，
ご利用のシステムに関する環境などの個人情報をお尋ねすることがあります。 
 
第４条（個人情報を収集・利用する目的） 
一．当社が個人情報を収集・利用する目的は，以下のとおりです。 

1. 当社サービスの提供・運営のため 
2. お客様からのお問い合わせに回答するため（本人確認を行うことを含む） 
3. お客様が利用中のサービスの新機能，更新情報，キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスの案

内のメールを送付するため 
4. メンテナンス，重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため 
5. 利用規約に違反したお客様や，不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし，

ご利用をお断りするため 
6. お客様にご自身の登録情報の閲覧や変更，削除，ご利用状況の閲覧を行っていただくため 
7. 有料サービスにおいて，お客様に利用料金を請求するため 

上記の利用目的に付随する目的 
 
第５条（利用目的の変更） 
一．当社は，利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り，個人情報の利用目的を変更
するものとします。利用目的の変更を行った場合には，変更後の目的について，当社所定の方法により，お客様
に通知し，または本ウェブサイト上に公表するものとします。 
 
第６条（個人情報の第三者提供） 
一．当社は，次に掲げる場合を除いて，あらかじめお客様の同意を得ることなく，第三者に個人情報を提供する
ことはありません。ただし，個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。 

1. 人の生命，身体または財産の保護のために必要がある場合であって，本人の同意を得ることが困難であ
るとき 

2. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって，本人の同意を得
ることが困難であるとき 

3. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して
協力する必要がある場合であって，本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ
があるとき 

4. 予め次の事項を告知あるいは公表し，かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき 
① 利用目的に第三者への提供を含むこと 



② 第三者に提供されるデータの項目 
③ 第三者への提供の手段または方法 
④ 本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること 
⑤ 本人の求めを受け付ける方法 

ニ．前項の定めにかかわらず，次に掲げる場合には，当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。 
1. 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合 
2. 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合 
3. 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって，その旨並びに共同して利用される個人情

報の項目，共同して利用する者の範囲，利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任
を有する者の氏名または名称について，あらかじめ本人に通知し，または本人が容易に知り得る状態に
置いた場合 
 

第6条（個人情報の開示） 
一．当社は，本人から個人情報の開示を求められたときは，本人に対し，遅滞なくこれを開示します。ただし，
開示することにより次のいずれかに該当する場合は，その全部または一部を開示しないこともあり，開示しない
決定をした場合には，その旨を遅滞なく通知します。 

1. 本人または第三者の生命，身体，財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 
2. 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 
3. その他法令に違反することとなる場合 

ニ．前項の定めにかかわらず，履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については，原則として開示
いたしません。 
 
第7条（個人情報の訂正および削除） 
一. お客様は，当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には，当社が定める手続きにより，当社

に対して個人情報の訂正，追加または削除（以下，「訂正等」といいます。）を請求することができます。 
二. 当社は，お客様から前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には，遅滞なく，当該

個人情報の訂正等を行うものとします。 
三. 当社は，前項の規定に基づき訂正等を行った場合，または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく，

これをお客様に通知します。 
 

第8条（個人情報の利用停止等） 
一. 当社は，本人から，個人情報が，利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由，または不正の手段

により取得されたものであるという理由により，その利用の停止または消去（以下，「利用停止等」といいま
す。）を求められた場合には，遅滞なく必要な調査を行います。 

二. 前項の調査結果に基づき，その請求に応じる必要があると判断した場合には，遅滞なく，当該個人情報の利
用停止等を行います。 

三. 当社は，前項の規定に基づき利用停止等を行った場合，または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは，
遅滞なく，これをお客様に通知します。 



四. 前ニ項にかかわらず，利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であ
って，お客様の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は，この代替策を講じ
るものとします。 
 

第９条（損害賠償責任） 
一．お客様は、お客様の故意又は過失に基づく個人情報の漏洩、紛失又は毀損により、当社を含めた第三者（当
該個人情報によって特定される本人を含む。）に損害が発生した場合、それらの者に対し、その損害を賠償するも
のとします。 
二．お客様の役員又は従業員等の故意又は過失に基づく個人情報の漏洩，紛失又は毀損は、お客様の故意又は過
失に基づくものとみなします。 
 
第１０条（契約内容の不遵守の場合） 
一．当社は、次のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し、期間を定めて管理の改善のために必要な
措置をとることを要請することができるものとします。 

1. お客様の個人情報保護に関する管理体制及び措置が不十分である場合 
2. 当社の指示する個人情報・書類等についての管理事項を、お客様が遵守していない場合 

ニ．当社は、お客様が前項の当社からの改善要請に応じていないと判断した場合、何らの催告等の手続きを要せ
ず、直ちに原契約及び本ポリシーを解除することができるものとします。 
 
第１１条（事故発生時の連絡・報告等） 
一．お客様は、個人情報に関する漏洩・紛失・毀損等の事件又は事故（以下、「事件等」という。）が発生した場
合に備え、お客様内部における連絡・報告の手続き等、事件等により生ずる損害を最小限に止めるための事前の
対応体制を確立するものとします。 
二．万一事件等が発生した場合、又は発生するおそれがある場合、お客様は当社に対し、直ちにその事実を報告
しなければならない。さらに、お客様は、その原因に関して可能な限りの調査を行い、当社に対し、その結果を
遅滞なく書面にて報告するものとします。 
3．お客様は、当社が自ら前項の原因調査を行う場合も、積極的に協力するものとします。 
 
第１２条（アクセス解析ツールについて） 
当サービスは、Googleが提供するアクセス解析ツール「Googleアナリティクス」を利用しています。Googleア
ナリティクスは、Cookieを使用することでお客様のトラフィックデータを収集します。 
なお、トラフィックデータからお客様個人を特定することはできません。詳しくは Google アナリティクス利用
規約をご確認ください。 
 
第１３条（合意管轄） 
本ポリシーに関する権利・義務について法的紛争が生じ、訴訟等裁判手続きの必要性を生じた場合の専属的合意
管轄裁判所は、原契約における定めに従うものとする。 
 



第１４条（プライバシーポリシーの変更） 
一．本ポリシーの内容は，法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて，お客様に通知することなく，
変更することができるものとします。 
当社が別途定める場合を除いて，変更後のプライバシーポリシーは，本ウェブサイトに掲載したときから効力を
生じるものとします。 
 
附則： 
第一版 2020年5日13日施行 
第二版 2020年5月29日施行 
第三版 2020年７月１日施行 
 


