
法人契約に基づく 

「からだカルテ」会員規約 

 

本規約は、会員と株式会社タニタヘルスリンク（以下「当社」といいます）との間で、法

人契約に基づき当社が提供する本サービスを会員にご利用いただくための条件を定めるもの

です。 

 

第１章 総則 

 

（定義） 

第１条  本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用いたします。 

(1) 法人契約 

当社による会員への本サービス提供の根拠たる、会社、地方公共団体、その他の団体等

の特定の法人と、当社または本サービス提供の当社への再委託者もしくは当社の代理

人（以下「再委託者等」といいます）との契約をいいます。なお、「契約」は、注文書

とその承諾による場合等を含み、形態や名称を問いません 

(2) 契約法人 

当社または再委託者等と法人契約を締結した法人をいいます 

(3) 本サービス 

当社が一般個人向けに運営する「からだカルテ」サービスを基本とし、法人契約に基づ

く変更や追加がある場合にはこれらを含む、当該契約に基づき当社がインターネット

を通じて会員に提供するサービスをいいます 

(4) 管理サーバー 

本サービスの提供のために当社が管理するサーバーをいいます 

(5) 会員 

法人契約に基づき本サービスの利用資格を有しており、契約法人を経由して当社に本

サービスの会員登録を申し込み、当社がこれを受諾した方をいいます 

(6) 登録情報 

会員またはその同意を得た契約法人が、会員登録時等において管理サーバーに登録し

た当該会員の情報をいいます 

(7) 測定機器 

法人契約に基づいて各会員が取得・利用する活動量計、当該契約に基づいて会員が共通

に利用する業務用体組成計および／または業務用血圧計をいいます。なお、これら以外

に法人契約に基づく、通信機器その他の本サービス対応機器がある場合は、当該機器を



含みます 

(8) 測定データ 

会員が、本サービスの利用にあたり管理サーバーに送信したデータであって、会員が測

定機器で計測した活動量、体組成等の計測データ、および運動データ、食事データ(食

事写真データを含む)、健康診断データその他の会員の健康に関するデータをいいます 

(9) ポイント管理サービス 

契約法人が会員向けに、本サービスおよび／または法人契約に基づく健康関連プログラム

の利用に伴って獲得したポイントを商品などに交換できるポイント制度を導入した場合に、

契約法人の定めるところに従って、これを当社が管理サーバー上で管理し、会員が本サービ

スの一環として利用できるようにするオプションサービスをいいます 

 

（利用条件） 

第２条  会員は、本サービスを利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。 

(1)  当社が別に定めるインターネット接続環境およびインターネット接続端末を準備

していること 

(2)  当社指定の会員登録または登録情報更新の手続きを行うこと 

(3) 当社が本規約の規定に基づいて会員のデータを利用することについて、契約法人

および当社に対し同意していること（会員が本規約に同意した場合は、かかる契約法人

および当社に対する同意を行ったものとみなされます） 

２ 前項の条件を満たしている場合であっても、会員が次のいずれかに該当することが判

明した場合には、本サービスの全部または一部のご利用をお断りする場合がございます。 

(1) 妊娠、傷病その他の理由により医師の治療、指導等を受けていられる方で、本サ

ービスの利用について、当該治療、指導等に携わる医師の許可を得られていない場合 

(2) 本サービスに適しない、または本サービスにおいて用いる測定機器の使用に適さ

ない場合（18歳未満の方、ペースメーカーを利用されている方など、測定機器の機

能・性質により異なります） 

(3) 本規約を順守していない、またはそのおそれがあると、当社が相当の根拠をもっ

て判断した場合 

 

第２章 本サービス 

 

（本サービス） 

第３条 本サービスの主な内容は、次のとおりといたします。 

(1) 会員の測定データを、本規約第４条に定める間、管理サーバー内に記録、保存す

ること 

(2) 管理サーバー内に保存されている会員の測定データまたはこれを編集、加工した



データを、インターネットを利用して当該会員に対して提供し、当該会員がご利用に

なるインターネット接続端末において表示（表、グラフ、画像その他の方法による場

合を含みます）すること 

(3) 管理サーバー内に保存されている会員の測定データに基づく健康アドバイスその

他の健康関連情報を当該会員に提供すること 

(4) その他、健康関連のコンテンツ、イベント等を、管理サーバーにおいて当社の裁

量で提供すること 

(5) 契約法人がポイント管理サービスを導入している場合に、本サービスの一環とし

て、会員にポイント制度をご案内し、かつ会員がポイントをチェックしたり商品と交

換したりするための機能を提供すること 

 

（本サービスの利用期間） 

第４条 会員が本サービスを利用できる期間については、法人契約および／または契約法

人の定めるところ（以下「法人契約等」といいます）に従うものとします。 

 

（本サービスの利用料等） 

第５条 本サービスのご利用に際して、当社から会員に対して、入会金、利用料その他の

料金を請求することはございません。ただし、法人契約等において別段の定めがある場合

は、この限りではありません。 

 

第３章 測定機器 

 

（測定機器の提供） 

第６条 測定機器は、当社または契約法人から提供されるものとし、その引渡し方法、機

器代金等、および所有権その他の機器提供の条件については、契約法人の定めるところに

よるものとします。 

２ 会員は、前項に従って引渡しを受けた測定機器に係るドライバソフトの非独占的な使

用権を取得します。ただし、当該使用権は、契約法人の定める範囲内での測定機器の譲

渡、貸与、廃棄などとともにドライバソフトも処分される場合を除き、会員がこれを処分

することはできません。 

３ 測定機器または前項のドライバソフトについて、当社から会員に対して、機器代金、

使用料その他の料金を請求することはございません。ただし、法人契約等において別段の

定めがある場合または会員が当社の案内に基づいてタニタオンラインショップなどの EC

サイトから購入した場合については、この限りではありません。 

 

第４章 会員の義務 



 

（基本的義務） 

第７条 会員は、ご自身の健康状態、外部環境その他の条件を考慮のうえ、ご自身の自由

な選択、判断、意思のもとで本サービスを利用するものとします。当該利用が会員の目的

にそぐわなかったために会員が被った損害については、当社は何ら責任を負わないものと

します。 

２ 会員は、添付または同梱されている利用説明書および当社の指示に従って測定機器を

利用するものとします。これに反した利用をしたために会員が被った損害については、当

社は何ら責任を負わないものとします。 

３ 本サービスを利用するために必要なインターネット接続環境およびインターネット接

続端末は、会員がご自身の責任と負担において、準備し、利用するものとします。 

 

（ID等の管理） 

第８条 会員は、ご自身の IDとパスワードの、第三者に対する譲渡、貸与、使用許諾ま

たはその他の処分を行ってはなりません。また、第三者にこれらを開示し、漏洩し、また

は第三者が知ることができる状況下にこれらを置いてはなりません。ただし、当社または

契約法人が求める場合は、この限りでないものとします。 

２ 会員は、適宜にパスワードの変更を行うことにより、第三者による IDとパスワード

の不正使用の防止に努めるものとします。 

３ 会員の IDとパスワードによる本サービスの利用その他の行為は、すべて会員による

利用とみなされます。ただし、当社の故意または過失により会員の IDとパスワードが第

三者に利用された場合は、この限りではありません。 

 

（登録情報の管理） 

第９条 会員は、ご自身の登録情報について変更が生じた場合には、速やかに登録情報の

変更を行うものとします。なお、当該変更の未実施によって会員が被った損害や損失につ

いては、当社は何ら責任を負わないものとします。 

 

（禁止行為） 

第 10条 会員は、次の行為をしてはなりません。 

(1) 不正または営利の目的をもって本サービスを利用する行為 

(2) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為 

(3) 他の会員が行う本サービスの適切な利用を妨害する行為 

(4) 当社もしくは第三者の著作権等の財産権その他の権利を侵害する、またはそのお

それのある行為 

(5) 第三者に対して本サービスを利用させる行為 



(6) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為 

(7) その他第三者に不当に不利益を与える行為 

(8) コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または掲

載する行為 

(9) 当社が提供したドライバソフトまたは測定機器に組み込まれたソフトウェアにつ

いての、改変またはリバースエンジニアリングに該当する行為 

(10) その他当社の業務を妨害するなど当社に損害を与える行為 

２ 当社は、会員の行為が前項に違反する、またはそのおそれがあると判断される場合に

は、当該会員に対しては、事前の通知なく本サービスの提供を停止するとともに、当該行

為の排除および当該行為によって生じる損害の防止のために必要な措置をとることができ

るものとします。 

 

第５章 当社の義務 

 

（善管注意義務等） 

第 11条 当社は、善良な管理者の注意をもって、本サービスの提供および管理サーバー

の管理を行います。 

２ 当社は、本サービスにおいて提供するデータおよび情報についてできる限り正確であ

るよう配慮するものとしますが、その正確性、完全性、会員の本サービスの利用目的への

適合性その他の有用性については何ら保証いたしません。 

３ 当社は、管理サーバーに記録、保存された会員の測定データを、当該会員が会員資格

を有する間、その利用に供するものとします。ただし、当該会員の健康管理等のために当

該測定データが必要と考えられる合理的期間が経過した後は、当該会員が会員資格を有す

る間であっても、当社の判断により、あらかじめ当該会員に通知のうえ、当該測定データ

を消去することができるものとします。また、会員が何らかの事由により会員資格を喪失

した後であっても、当社は、法令および法人契約に反しない範囲で、当該会員の測定デー

タを継続して管理サーバー内に保存することができるものとします。 

４ 当社は、個人情報以外の、管理サーバー内に保存したすべてのデータを、法令および

法人契約に反しない範囲で、自由に利用および処分することができるものとします。 

 

（測定機器の修理等） 

第 12条 当社は、測定機器の修理等につき、当該測定機器に添付または同梱された保証

書の範囲で保証いたします。保証期間の起算日は、当社から会員または契約法人へ納品し

た日とします。 

 

（システム障害等） 



第 13条 当社は、次の各号のいずれかの事態が生じた場合には、会員に事前に通知する

ことなく本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。なお、当社は本

サービス提供の迅速な再開に努めますが、障害復旧に時間がかかる場合であっても、これ

に起因して会員または第三者が被った損害に関して何ら責任を負いません。 

(1) 管理サーバーその他本サービスの提供のための設備等の保守を定期的にまたは緊

急に行う場合 

(2) 災害、暴動、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合 

(3) コンピュータウィルス等悪意あるプログラムの管理サーバーへの侵入、管理サー

バーへの過度のアクセス集中その他運用上または技術上の問題により本サービスの提

供ができなくなった場合 

(4) 裁判所の命令または法令に基づき、本サービスの提供の停止を命じられ、または

管理サーバーの使用の停止を招く強制的な処分を受けた場合 

(5) その他当社の責めに帰すべからざる事由によって、本サービスの提供を停止せざ

るを得なくなった場合 

２ 当社は、会員が準備したインターネット接続環境またはインターネット接続端末に起

因して本サービスの提供がなされない場合には、これによる責任を何ら負わないものとし

ます。 

 

（損害賠償の制限） 

第 14条 債務不履行、不法行為、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス

または測定機器に関して当社が会員に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責めに帰

すべき事由を直接の原因として会員に現実に発生した通常の損害に限定されるものとしま

す。 

 

第６章 個人情報 

 

（個人情報） 

第 15条 当社は、会員の個人情報を、本サービスの会員登録／ログイン画面にリンクし

て掲示する「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。 

２ 当社は、本サービスに関連して取得した個人情報、測定データその他の情報を、次の

利用目的の範囲内で取り扱います。 

(1) 本サービスを提供・運営すること 

(2) 本サービスの利用状況の調査・確認を行うこと 

(3) 各会員への通知を行うこと 

(4) 各会員に、当社が提供する本サービスおよびこれに関連するサービスならびに当

社または当社の提携事業者が提供する健康の管理・維持増進・改善、食生活およびそ



の改善、美容、スポーツまたは保養に関連する商品・サービスの、情報またはご案内

をお送りすること（ただし、会員は、当社が定める方法によりかかる情報やご案内の

受領を拒否することができます） 

(5) 本サービスのレベルの維持向上を図るためにアンケート調査および分析を行うこ

と 

(6) 利用目的の変更等の際に会員から同意を求めるため、各会員用ページでの通知、

電子メール・郵便等の送付、または電話をすること 

(7) 個人を特定できない形に統計的処理を加えた資料の作成、製品及びサービス等の

研究開発、営業等に利用すること 

(8) その他会員から得た同意の範囲内で利用すること 

(9) 会員が登録した個人情報（ID、名前、メールアドレス、電話番号）、測定データそ

の他の情報を、あらかじめ契約法人が提供について会員から承諾を得ている場合に、

契約法人からの要請に応じて契約法人に提供すること 

３ 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報の取り扱いを委託先に委託す

ることができるものとします。 

 

 

 

第７章 雑  則 

 

（免責事項） 

第 16条 本サービスは、健康上または医療上の診断や治療を行うものではありません。

会員の過度なダイエットによる体調不良の発生や先天的または後天的疾病の発症などにつ

きましては、当社は何ら責任を負いません。 

２ 本サイトのリンク先やバナー先の他サイトは、当社の管理下にはございません。従い

まして、当社は、当該他サイトで提供される情報、サービスその他内容については何ら責

任を負いません。 

 

（著作権等） 

第 17条 契約法人の商号・商標・ロゴおよび法人が自ら制作したコンテンツを除き、本

サービスを構成し、または本サービスに含まれるすべてのコンテンツ、ソフトウェアプロ

グラム、デザイン、画面情報、商標、ロゴ等についての著作権、商標権、意匠権その他の

知的財産は、当社に帰属し、またはその管理に属するものとします。 

２ 会員は、本サービスを通じて提供されるいかなるデータや情報についても、私的な使

用を超えてこれを複製し、改変し、翻案し、頒布し、譲渡し、公衆送信し、その他使用、

利用、収益または処分を行わないものとします。 



３ 会員が、本サービスのご利用に際して当社に提供した情報に著作物性がある場合、当

該情報についての著作権は、当社への提供と同時に当社に移転したものとみなされるもの

とします。 

 

（通 知） 

第 18条 当社から会員への通知は、本規約に特段の定めまたは法令等の規制がない限

り、電子メール、郵送または各会員用ページへの掲載などの当社が適当と判断する方法に

より行います。 

２ 前項の通知は、本規約に特段の定めのない限り、電子メールの場合は会員のメールサ

ーバー上のメールボックスに記録された時、郵送の場合は会員に到達した時、各会員用ペ

ージへの掲載の場合は掲載された時にその効力を生じます。 

 

（本規約の変更） 

第 19条 本規約は、当社が必要と判断した場合には予告なく変更されることがありま

す。 

 

（準拠法及び合意管轄） 

第 20条 本規約の解釈および適用に関する準拠法は、日本法とします。 

２ 本規約または本サービスに関し、万が一会員と当社との間で訴訟等の必要が生じた場

合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。 

 

2016年 9月 10日制定 

2019年 7月 1日一部改定 


