
栄養 Proクラウド学修機関様団体プラン利用規約 

 

この利用規約（以下「本規約」といいます。）は、学校法人香川栄養学園 女子栄養大学出版

部及び日本ソフト開発株式会社及び株式会社マッシュルームソフト（以下、併せて「当社」

といいます。）が提供する Webサービス「栄養 Proクラウド」（以下「本サービス」といいま

す。）の学修機関様団体プランの利用条件を定めるものです。登録機関の皆さま（以下「ユ

ーザー」といいます。）には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。 

 

第 1条（適用） 

1. 本規約は、ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用され

るものとします。 

2. 当社は本サービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の定め

（以下、「個別規定」といいます。）を行うことがあります。これら個別規定はその名

称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。 

3. 本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の

定めなき限り、個別規定の規定が優先されるものとします。 

 

第 2条（本規約への同意） 

1. ユーザーは、本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. ユーザーが、本規約の内容を承諾の上、本サービスの利用申込みを行った時点で、ユ

ーザーと当社との間で、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。 

 

第 3条（利用登録） 

1. 本サービスの利用を希望する方は、本規約に同意の上、当社の定める方法によって利

用登録を行ってください。 

2. 当社は、利用登録者に以下の事由があると判断した場合、利用登録を取り消すことが

あり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。 

1. 利用登録内容に虚偽の事項がある場合 

2. 本規約に違反したことがある者の登録である場合 

3. 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代

理人、後見人､保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合 

4. その他、当社が利用登録を不適切であると判断した場合 

 

第 4条（利用期間） 

本サービスの利用期間は当社がユーザーによる利用代金の支払いを確認した日より 1 年間



とし、自動更新はされないものとします。期間終了１ヶ月前までに更新のご案内を第 18条

（通知または連絡）に基づいた連絡先へご案内致します。 

 

第 5条（データの管理） 

利用期間終了日までに、翌年度更新手続きを行った場合、サーバー内のデータは引継がれ、

翌年も継続して利用できます。利用期間終了日までに翌年度更新手続きを行わなかった場

合、サーバー内のデータ等は削除します。これにより利用者に生じた損害に対して、当社は

いかなる責任も負わないものとします。 

 

第 6条（ユーザーIDおよびパスワードの管理） 

1. ユーザーは、自己の責任において、本サービスのユーザーIDおよびパスワードを適切

に管理するものとします。 

2. ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または

貸与し、もしくは第三者と共用することはできません。当社は、ユーザーIDとパスワ

ードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのユーザーIDを

登録しているユーザー自身による利用とみなします。 

3. ユーザーID 及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は、

当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとし

ます。 

 

第 7条（禁止事項） 

ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはなりません。 

1. 法令または公序良俗に違反する行為 

2. 本サービスの内容等、本サービスに含まれる著作権、商標権ほか知的財産権を侵害す

る行為 

3. 当社、ほかのユーザー、またはその他第三者のサーバーまたはネットワークの機能を

破壊したり、妨害したりする行為 

4. 当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為 

5. 不正アクセス、またはこれを試みる行為 

6. 他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為 

7. 不正な目的を持って本サービスを利用する行為 

8. 本サービスの他のユーザーまたはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行

為 

9. 他のユーザーに成りすます行為 

10. その他、当社が不適切と判断する行為 

 



第 8条（お支払い） 

1. ユーザーは、本サービス年間利用代金について、サービス利用開始日から翌年（1 年

間）までの代金を当社の指定する方法によりお支払いいただきます。 

2. 理由の如何を問わず、当社は、受領した代金その他の費用を返還いたしません。 

 

第 9条（料金等の変更） 

当社は本サービスのサービス内容の変更、拡張等によって料金の変更の必要が発生した場

合には、サービス料金を改定する事が出来るものとします。この場合、第 16条 (規約の変

更)の規定に準じます。 

 

第 10 条（本サービスの提供の停止等） 

1. 当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザー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または中断することができるもの

とします。 

1. 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合 

2. 地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が

困難となった場合 

3. コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合 

4. その他、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合 

2. 当社は、本サービスの提供の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が被った

いかなる不利益または損害についても、一切の責任を負わないものとします。 

 

第 11 条（利用制限および登録抹消） 

1. 当社は、ユーザーが以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、ユーザー

に対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、またはユーザーとしての

登録を抹消することができるものとします。 

1. 本規約のいずれかの条項に違反した場合 

2. 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 

3. 当社からの連絡に対し、一定期間返答がない場合 

4. その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合 

2. 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について、一切

の責任を負いません。 

 

第 12 条（登録解除） 

ユーザーは、当社の定める手続方法により、本サービスの利用登録を解除できるものとしま

す。解除された場合、サーバー内のデータ等を削除します。これにより利用者に生じた損害



に対して、当社はいかなる責任も負わないものとします。 

 

第 13 条（免責事項） 

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、ユーザー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、本サービスがユーザー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、ユーザーによる本サービスの利用がユーザーに

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、ユーザー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、本サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を

負いません。ただし、本サービスに関する当社とユーザーとの間の契約（本規約を含

みます。）が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、この免責規定は適用され

ません。 

6. 前項ただし書に定める場合であっても、当社は、過失（重過失を除きます。）による行

為によってユーザー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。 

7. 当社は、本サービスに関して、ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において

生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。 

 

第 14 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 15 条（サービス内容の変更等） 

当社は、ユーザーに通知することなく、本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供

を中止することができるものとし、これによってユーザーに生じた損害について一切の責

任を負いません。 

 



第 16 条（利用規約の変更） 

当社は、必要と判断した場合には、ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更する

ことができるものとします。なお、本規約の変更後、本サービスの利用を開始した場合には、

当該ユーザーは変更後の規約に同意したものとみなします。 

 

第 17 条（個人情報の取扱い） 

当社は、本サービスの利用によって取得する個人情報については、当社「プライバシーポリ

シー」に従い適切に取り扱うものとします。 

 

第 18 条（通知または連絡） 

ユーザーと当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。

当社は、ユーザーから、当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録さ

れている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行います。 

 

第 19 条（権利義務の譲渡の禁止） 

ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権

利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。 

 

第 20 条（準拠法・裁判管轄） 

本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。 

本サービスに関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審

の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

個人情報のお取り扱いについて 

 

学校法人香川栄養学園 女子栄養大学出版部（以下「女子栄養大学出版部」といいます。）

及び日本ソフト開発株式会社（以下「日本ソフト開発」といいます。）は、本サイトに

おける｢栄養 Pro｣ユーザー登録に伴ってお客様からご提供いただく個人情報を以下の

とおり取り扱うとともに、その保護のために細心の注意を払います。 

 

１． 個人情報の登録 

(1) 登録フォームにご入力いただいたお客様の個人情報は、日本ソフト開発が本

サイトの運営のために管理・運用するサーバーに登録されます。個人情報のご

登録にあたっては、お客様ご自身の意思で正確、真実かつ最新の情報をご登録

いただきますようお願いいたします。 



(2) ご入力いただく個人情報には、｢栄養 Pro｣および本サイトの運営・管理に関す

るサービス提供のために必ずご登録いただく情報と、お客様の任意でご登録

いただく情報があります。それぞれの内容について、登録フォーム画面でご確

認のうえ、ご登録ください。任意項目のうちご提供いただけない項目があった

場合、提供されるサービスが限定される場合がございます。 

 

２． 共同利用について 

 女子栄養大学出版部および日本ソフト開発は、お客様からご登録いただいた個人情

報を、下記の目的に共同利用いたします。下記以外の目的に利用する場合は、改めてお

客様に通知し、同意のご確認をいただくことといたします。 

  【女子栄養大学出版部および日本ソフト開発の個人情報の共同利用目的】 

1. 「栄養 Pro」に関するライセンス管理その他本サイトの運営・管理 

2. 「栄養 Pro」のサービス提供、アフターサービス、テクニカルサポートその

他これらに関連するサービスの提供 

3. 「栄養 Pro」に関するアンケート調査その他「栄養 Pro」の開発・販売に資す

るための活動の実施 

4. 女子栄養大学出版部の新刊書籍や新作ソフト情報その他女子栄養大学出版

部の実施する事業に関する情報を提供すること 

 

３． 個人情報の委託及び第三者提供について 

(1) 女子栄養大学出版部および日本ソフト開発は、本サイト及び問い合わせ窓口の

運営・管理その他利用目的の実施に必要な範囲で、個人情報を委託することが

あります。 

(2) (1)に記載する場合を除き、お客様の承諾がない限り、個人情報を第三者に開

示いたしません。 

 

４． アクセスログについて 

 日本ソフト開発は、本サイトご利用時のアクセスログに含まれるドメイン名や使用

されているブラウザ、アクセス日時等の情報は、ウェブサイトの保守管理や利用状況に

関する統計分析、および問題解決のために活用し、お客様の個人情報を取得する目的で

は使用いたしません。 

 

５． 個人情報の安全管理措置 

(1) 女子栄養大学出版部および日本ソフト開発は、個人情報への不正アクセス、紛

失、破壊、改ざんおよび漏えい等を予防するための合理的な安全対策を講じる

とともに、必要な是正措置を講じます。ただし、不正なアクセスを防止する絶



対的な技術が存在しないことをあらかじめご了解ください。 

(2) 女子栄養大学出版部および日本ソフト開発は、自己の社員等に対して個人情報

保護のための教育を定期的に行います。 

 

６． 女子栄養大学出版部および日本ソフト開発の個人情報保護方針 

 女子栄養大学出版部は、お客様の個人情報を取り扱うにあたり、女子栄養大学出版部

の「個人情報保護方針」を遵守いたします。 

 日本ソフト開発は、お客様の個人情報を取り扱うにあたり、日本ソフト開発の「個人

情報保護方針」を遵守いたします。 

 

 ※女子栄養大学出版部の「個人情報保護方針」については、女子栄養大学出版部のホ

ームページの個人情報保護方針ページ< https://eiyo21.com/privacy/>をご覧くださ

い。 

 ※日本ソフト開発の「個人情報保護方針」については、日本ソフト開発株式会社のホ

ームページの個人情報保護方針ページ< https://www.nihonsoft.co.jp/privacy.html>

をご覧ください。 

 

７． 個人情報に関わるお問い合わせ窓口 

日本ソフト開発株式会社 お客さま相談窓口 

〒521-0015 滋賀県米原市米原西 23 

TEL：0749-52-3811 ／ FAX：0749-52-3804 

E-mail：info@nihonsoft.co.jp 

 

以上 

 


