
「トクイのカケハシ」実証サービスに関する利用規約 

 

本規約には、当社が提供する本サービスのご利用にかかる条件および会員と当社との間の

権利義務関係が定められています。本サービスのご利用に際しては、本規約の全文をお読み

いただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。 

 

第 1章 総則 

 

第 1条（本規約の目的および適用） 

1. 本規約は、本サービスのご利用に関する条件および会員と当社との間の権利義務

関係を定めることを目的とし、会員と当社との間の本サービスのご利用に関する一切の関

係に適用されます。 

2. 当社が、本アプリ上に随時掲載する本サービスのご利用等に関するルール、諸規定

等は、本規約の一部を構成し、以下、本規約内において本規約という場合には、特段の表示

のない限り、これらを含むものとします。 

3. 本規約の内容と、前項のルール、諸規定等その他の本規約以外における本サービス

の説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優勢して適用されます。 

 

第 2条（用語の定義） 

本規約において用いられる用語は、以下の各号に定める意味で使用します。  

(1) 「依頼者」とは、本アプリを利用して、提供者に対して何らかのサービス、役務等

の提供を依頼し、または、依頼しようとする会員を意味します。 

(2) 「会員」とは、登録アドレスによる本人認証により本サービスの会員としての登録

を完了し、当社との間で本サービス利用契約が成立した者を意味します。 

(3) 「会員間契約」とは、本アプリ上で、連絡箱を利用して、依頼者から依頼がなされ、

内容が確定されることで依頼者と提供者間で成立するサービス、役務等の提供に関する契

約を意味します。 

(4) 「会員証」とは、会員が、本アプリの利用に際し、自身の紹介を目的とし、本アプ

リの仕様に従い作成するものを意味します。 

(5) 「会員証作成画面」とは、会員が、本アプリ上で会員証を作成するために会員情報

を入力する画面を意味します。 

(6) 「会員情報」とは、会員が会員証の作成のために会員証作成画面に入力等する氏名、

ニックネーム、自己紹介、資格・所属）およびプロフィール写真を意味します。 

(7) 「各種損害保険」とは、第 31 条第 1 項各号に定める損害保険を意味します。 

(8) 「数値情報」とは、本アプリ上で会員が閲覧したWEB 画面のページビュー数、イ

ンプレッション数およびクリック数を意味します。 



(9) 「登録アドレス」とは、登録希望者が本サービスの会員登録の際に当社の定める新

規登録画面に入力および送信する登録希望者本人が保有するメールアドレスを意味します。 

(10) 「登録希望者」とは、本サービスのご利用を希望する者を意味します。 

(11) 「登録情報」とは、登録アドレスおよび登録パスワードを意味します。 

(12) 「登録パスワード」とは、登録希望者が本サービスの会員登録の際に当社の定める

新規登録画面に入力および送信するパスワード（英数字 6文字以上）を意味します。 

(13) 「トクイのカケハシサポートセンター」とは、会員の本サービスの利用を支援する

ために当社が設ける会員からの問い合わせ等に対応する窓口（コールセンター）を意味しま

す。なお、問い合わせ先電話番号と対応時間は以下のとおりです。 

 

フリーダイヤル：0120-926-628  (10:00-18:00 土日祝含む) 

 

(14) 「提供期間」とは、当社が本サービスを提供する 2019 年 2 月 18 日から 2020年 6

月 30 日までの期間を意味します。 

(15) 「提供者」とは、本アプリを利用して、依頼者に対して何らかのサービス、役務等

を提供し、または、提供しようとする会員を意味します。 

(16) 「当社」とは、KDDI 株式会社を意味します。 

(17) 「認証メール」とは、登録希望者からの登録申請に応じて当社が会員の登録アドレ

ス確認のために登録アドレス宛に送信するメールを意味します。 

(18) 「反社会的勢力」とは、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第 77 号。以下「暴対法」といいます。）第２条第２号に規定する暴力団をい

います。以下同じ。）、暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいいます。以下

同じ。）、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴

力集団等その他これらに準じる者およびこれらの者と密接な関わりを有する者を意味しま

す。 

(19) 「評価情報」とは、提供者による依頼者に対する会員間契約に基づくサービス、役

務等の提供の終了後、依頼者が提供者に対する評価を入力した情報を意味します。 

(20) 「本アプリ」とは、当社が本サービスに関して提供するWeb アプリケーション（イ

ンターネット・ブラウザを介して利用できるアプリケーション）を意味します。 

(21) 「本アプリ起動情報」とは、会員による本アプリの起動に関する情報を意味します。 

(22) 「本規約」とは、本サービスに関する利用規約を意味します。 

(23) 「本サービス」とは、当社が提供する「トクイのカケハシ」実証サービスを意味し

ます。 

(24) 「本サービス利用契約」とは、会員と当社の間で成立する本サービスの利用に関す

る契約を意味します。 

(25) 「本チャットボット」とは、本アプリ上で当社が提供し会員と会話形式でメッセー



ジをやりとりするプログラムを意味します。 

(26) 「マイページ」とは、本アプリ上で、会員に関する各種情報の確認、変更等および

当社からのお知らせ、利用規約、お問い合わせ先等の情報の確認ができる画面を意味します。 

(27) 「メニューカード」とは、提供者が、自身が提供するサービス、役務等を依頼者に

提案することもしくは、依頼者が、自身が依頼したいサービス、役務等を提供者に提示する

ことを目的として本アプリの仕様に従って作成するものを意味します。 

(28) 「連絡箱」とは、提供者と依頼者が、提供者が提供するサービス、役務等の内容、

条件等を調整するためのメッセージのやりとりに利用する匿名型チャット機能を意味しま

す。 

(29) 「Google」とは、Google, Inc を意味します。 

(30) 「Google Analytics」とは、Google Inc.が提供するWEB サイトのアクセス解析ツ

ールを意味します。 

(31) 「Mixpanel」とは、Mixpanel Inc.が提供するWEB サイトのアクセス解析ツールを

意味します。 

 

 

第 2章 会員 

 

第 3条（登録条件） 

本サービスへの会員登録の条件は、以下の各号に定めるとおりとします。 

(1) 登録希望者が、提供期間において、日野市に在住、在勤し、または往来が可能であ

り、日野市内でサービス、役務等の提供が可能であること 

(2) 登録希望者が、次条に定める登録申請時に、満 20歳以上であること 

(3) 登録希望者が、当社が別途指定する方法で本アプリをスマートフォンで利用する

ことができること 

(4) 登録希望者が、電子メールアドレスを保有していること 

(5) 登録希望者が反社会的勢力でなく、過去にも反社会的勢力でなく、反社会的勢力を

利用したことがないこと 

 

第 4条（登録手続） 

1. 登録希望者が、本規約を遵守することに同意したうえで、登録アドレスおよび登録

パスワードを本アプリの新規登録画面に入力および送信する方法で登録を申請します。 

2. 登録希望者が、当社が登録アドレス宛に送信した認証メールの本文に記載する認

証用の URL をタップして認証完了画面を表示させることにより、登録希望者の会員登録が

完了します。 

 



第 5条（本サービスの利用に関する契約の成立）  

前条第 2 項に定める会員登録の完了をもって、本サービスの利用に関する契約が、会員と

当社との間に成立し、会員は本サービスを本規約に従い利用することができます。  

 

第 6条（会員証） 

会員は、会員登録の完了後、当社の定める会員情報を会員証作成画面へ入力することで、会

員証を作成できます。 

 

第 7条（登録パスワードおよび会員情報の変更） 

会員は、登録パスワードおよび会員情報に変更があった場合は、遅滞なく、マイページから

当該事項を変更しなければなりません。 

 

第 8条（退会） 

会員は、トクイのカケハシサポートセンターにお電話でご連絡いただくことで、いつでも本

サービスから退会することができます。 

 

 

第 3章 本サービス 

 

第 9条（本サービスについて） 

1. 本サービスは、会員に対し、メニューカードの作成補助、掲載、メニューカードの

検索、リコメンド等の各種情報の表示機能、会員間のコミュニケーション機能および会員間

の評価機能を提供し、会員間契約の締結を簡易におこなえるよう支援するプラットフォー

ムを提供します。 

2. 本サービスは、提供者と依頼者との間で、簡易に、会員間契約を直接締結すること

を支援することを目的とするものであり、当社は会員間契約の当事者とはなりません。 

3. 本サービスは、会員間契約のサービス、役務等の内容、遂行方法等に関わらず、会

員間の雇用関係のあっせんを行うものではありません。 

4. 会員は、本アプリを利用して、以下の各号に定める本サービスの機能を利用するこ

とができます。なお、会員の利用するスマートフォン等の端末種別、本アプリのバージョン

等によっては、ご利用できるサービス・機能に制限がある場合があります。 

(1) 検索・依頼機能 

会員は、メニューカードを検索し、スマートフォンの画面上に表示することができます。ま

た、依頼者もしくは提供者は、連絡箱を利用して提供者もしくは依頼者への提案および依頼

内容の問合せ、調整等を行うことができます。 

(2) 連絡箱機能 



 依頼者および提供者は、登録アドレスを相互に開示することなく、連絡箱のチャット機能

を利用して、メッセージのやりとりを行うことができます。 

(3) メール通知機能 

 連絡箱に新しいメッセージを受信した際等に、登録アドレスに対し、メール通知が行われ

ます。 

(4) 評価機能 

提供者による依頼者に対する会員間契約に基づくサービス、役務等の提供の終了後、依頼者

が提供者に対する評価を入力することができます。 

 (5)     本人確認機能 

会員は、本サービスで指定する本人確認書類の画像を本アプリから提出することで、本人確

認を行うことができます。 

5. 登録情報、会員情報、メニューカード等に記載の情報が真実に反する場合、または

会員が本規約に反する行為をした場合は、当社は、予告なく、当該会員にかかる登録情報、

会員情報、メニューカード、連絡箱機能を利用してやりとりしたメッセージその他本サービ

スに関連して会員が入力、発信、提供等する情報の全部または一部を削除することがありま

す。なお、これらのことは、当社が当該情報を削除する義務を負っていること、または当該

情報が真実に反しないことを保証する義務を負っていることのいずれをも意味しません。 

6. 当社は、本アプリに補修が必要な瑕疵の発生を当社が認めたときは、当該瑕疵を補

修して新しいバージョンの本アプリを提供します。この場合、会員は、当該バージョンアッ

プが完了するまでの間、本サービスおよび本アプリを利用できないことがあります。 

7. 会員は、メニューカードの登録や依頼において、登録内容を明確にする必要があり

ます。 

 

第 10 条（本サービスの利用料について） 

会員は、本サービスを無料で利用することができます。ただし、本サービスの利用に必要な

通信料等は、お客様の負担とします。 

 

第 11 条（本サービスの提供期間） 

  本サービスは、2019 年 2 月 18 日から 2020 年 6 月 30 日までの期間ご利用が可能で

す。 

 

 

第 4章 会員の義務、責任等 

 

第 12 条（本規約の遵守） 

会員は、本規約を遵守して、本サービスを利用するものとします。 



 

第 13 条（登録情報、会員情報等の真実性、正確性） 

1. 会員は、登録情報、会員情報、メニューカード、連絡箱機能を利用してやりとりす

るメッセージ、会員間の直接のやりとりその他本サービスに関して、真実かつ正確な情報を

入力、発信、提供等するものとします。 

2. 会員は、登録情報、会員情報、メニューカード、連絡箱機能を利用してやりとりし

たメッセージ、会員間の直接のやりとりその他本サービスに関連して会員が入力、発信、提

供等する情報が、真実かつ正確であることを表明し保証するものとします。 

 

第 14 条（登録情報の管理） 

1. 会員は、自己の責任において、登録情報を適切に管理および保管するものとし、こ

れを第三者（他の会員を含みます。以下同じ。）に利用させ、または、貸与、譲渡、売買等

をしてはならないものとします。 

2. 登録情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関す

る責任は会員が負うものとします。 

 

第 15 条（会員間の連絡） 

会員間での連絡は、全て連絡箱のチャット機能を利用して行うものとします。 

 

第 16 条（禁止事項） 

会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当する

と当社が判断する行為をおこなってはならないものとします。なお、会員が以下に該当し、

または、当社が該当すると判断する行為を行った場合、当社は、当該会員に故意または過失

があるかにかかわらず、(a) 登録情報、会員情報、メニューカード、評価情報、連絡箱機能

を利用してやりとりしたメッセージその他本サービスに関係して会員が発信、提供等した

一切のまたは一部の情報の変更、削除、(b) 会員による本サービスの利用の全部または一部

の停止、(c) 会員登録の抹消、会員との間の本サービス利用契約の解除、(d) 再度の会員登

録の拒絶等の措置をとることができるものとします。 

(1) 当社による本サービスの提供に支障を生じさせる恐れのある行為 

(2) 当社または会員の利用もしくは運営に支障を与える行為または与える恐れがある

行為 

(3) 会員間契約の締結を目的とする以外の目的での広告、宣伝、勧誘等の営利を目的と

する行為 

(4) 本アプリ以外のWEB サイト等へ誘導する行為 

(5) メニューカードの内容と関係のない内容の提案、連絡等を行う行為 

(6) 他人に嫌悪感を抱かせもしくは嫌悪感を抱かせる恐れのある文章等を送信、記載



もしくは転載する行為 

(7) 他人になりすまして本サービスを利用する行為 

(8) 他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為または侵害する

恐れのある行為 

(9) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為または侵害する恐れのある行為 

(10) 他人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 

(11) 猥褻、虐待等、児童および青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、文字、文章を送信、

記載する行為 

(12) 無限連鎖講（ネズミ講）もしくはマルチまがい商法を開設しまたはこれを勧誘する

行為 

(13) 連鎖販売取引（マルチ商法）に関して訪問販売法に違反する行為 

(14) ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信しまたは掲載する行為 

(15) 犯罪行為またはそれを誘発もしくは扇動する行為 

(16) 前各号に定める他、法令または慣習に違反する行為（※本規約の末尾に禁止事項の

例示がありますのでご確認ください。） 

(17) 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反しまたは他人に不利益を与える行為 

(18) 前各号までの禁止行為に該当しまたは該当する恐れのあるコンテンツへのアクセ

スを助長する行為 

(19) 本サービスで提供している一切のコンテンツ等について、複製、公衆送信、伝達、

譲渡、貸与、変形、翻訳等の利用等を行う等、本規約で許容されている範囲または第 22条

（知的財産）に定める範囲を超えて利用し、または使用する行為 

(20) 本サービスで提供している、本アプリ、コンテンツ等について、改変もしくは改ざ

んを行い、または逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング（主に内容を

解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。）を行う行為 

(21) 本サービスで提供するコンテンツ等に付されている著作権表示その他権利表示を

除去し、または変更する行為 

(22) 当社が定める手順に反する方法で、本サービスに登録し、本サービスまたは本アプ

リを使用する行為 

(23) その他、当社が不適切と判断する行為。 

 

第 17 条（秘密保持） 

会員は、本サービスに関連して当社から提供を受け、または知り得た当社の非公知の情報に

ついて秘密を厳守し、本サービスの利用その他当社が承諾する目的以外の目的に利用し、ま

たはいかなる第三者に対してもこれを開示、漏洩してはならないものとします。 

 

第 18 条（地位の譲渡等） 



会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本サービス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につき、第三者に対し譲渡、移転、担保設定、その他の処分をするこ

とはできません。 

 

第 19 条（会員間契約） 

1. 会員は、自己の責任で、本サービスを利用し、また、会員間契約を締結するものと

します。 

2. 会員間契約が成立した場合には、当該会員間契約に従い、提供者は、依頼者に対し

て、誠実にサービス、役務等を提供し、依頼者は、提供者に対して、当該サービス、役務等

の提供後すみやかに、その場で会員間で合意した当該サービス、役務等にかかる提供金額を

支払うほか、会員は、自己の責任において、誠実に会員間契約を履行するものとします。 

 

第 20 条（紛争等の処理、解決責任） 

会員は、本サービスに関係して自身が入力、発信、提供等する情報、会員間契約の締結、履

行、不履行等に関連して、第三者から異議、苦情等を受け、第三者に対して損害を与え、ま

たは第三者との間で紛争等が生じた場合は、会員の責任と費用負担で一切を処理、解決する

ものとします。 

 

第 21 条（損害賠償） 

1. 会員は、本規約に違反し、または、その責めに帰すべき事由により当社または第三

者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。 

2. 会員は、その責めに帰すべき事由により、当社が第三者から損害の賠償を請求され、

これにより当社が損害を被った場合は、その損害を賠償するものとします。 

 

 

第 5章 その他 

 

第 22 条（知的財産） 

本サービスおよび本アプリにかかる著作権等を含む知的財産権、その他一切の権利は、当社

または正当な権限を有する第三者に帰属します。なお、本規約による会員への本サービスお

よび本アプリの利用許諾は、会員に対するいかなる権利移転等を意味するものではありま

せん。 

 

第 23 条（内容の変更、提供の中止等） 

1. 当社は、会員への事前通知および会員の承諾なく、本サービスおよび本アプリの内

容を変更し、または本サービスおよび本アプリの提供を中止、中断もしくは終了することが



あります。この場合、当社は、第 30条に定める本規約の変更手続きに従い、本規約の変更

を行います。 

2. 当社が、前項に基づき、本サービスおよび本アプリの内容を変更し、または本サー

ビスおよび本アプリの提供を中止、中断もしくは終了したことに起因して会員に損害が生

じた場合であっても、当社は、当該損害について賠償する責任を負いません。 

 

第 24 条（利用停止、情報の削除、会員登録の抹消等） 

1. 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当した場合または該当すると当社が判

断した場合は、事前に通知または催告することなく、(a) 会員による本サービスの全部もし

くは一部の利用を停止し、(b) 登録情報、会員情報、メニューカード、連絡箱機能を利用し

てやりとりしたメッセージその他本サービスに関連して会員が入力、発信、提供等する情報

の全部もしくは一部を削除し、または (c) 会員としての登録を抹消し、もしくは本サービ

ス利用契約を解除することができます。 

(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合 

(2) 前号の他、当社が会員としての登録、本サービスおよび本アプリの利用、本サービ

ス利用契約の継続を不適当と判断した場合 

2. 当社は、前項に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害について一切の

責任を負いません。 

 

第 25 条（本サービス利用契約の終了） 

以下の各号に定める終了事由が発生した時点をもって、本サービス利用契約は自動的に終

了するものとします。 

(1) 会員が本サービスを退会したとき 

(2) 当社が、会員の会員登録を抹消し、または本サービス利用契約を解除したとき 

(3) 提供期間が終了したとき 

(4) 当社が本サービスの提供を終了したとき 

 

第 26 条（アンケート） 

1. 当社は、会員の登録アドレス宛に、本サービスに関するアンケートへの回答依頼を

送付する場合があります。 

2. 会員は、前項のアンケートへの回答依頼の送付を承諾し、当該アンケートに回答す

るものとします。 

  

第 27 条（通知） 

1. 当社は、本サービスに関する会員への通知を、以下の各号に揚げるいずれかの方法

により行います。 



(1) 登録アドレスへのメールによる通知 

(2) 本アプリの会員の連絡箱へのメッセージによる通知 

(3) 前各号の他、当社が適当と判断する方法 

2. 前項各号に定める方法による会員への通知は、当社が当該通知を発した時点で到

達したものとみなします。  

 

第 28 条（保証の否認および免責） 

1. 当社は、(a) 本サービスおよび本アプリが会員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、有用性等を有すること、および(b) 本サービスに不具合ま

たは不正アクセス、ハッキング等のサイバー攻撃が生じないこと、コンピュータウィルスが

含まれていないことについて、何ら保証するものではありません。 

2. 当社は、(a) 会員による本サービスおよび本アプリの利用が会員に適用のある法令

または業界団体の内部規則等に適合すること、(b) 会員の本人性、身元、信用性等、(c)  登

録情報、会員情報、メニューカード、連絡箱機能を利用してやりとりしたメッセージ、会員

間の直接のやりとりその他本サービスに関係して会員が入力、発信、提供等する情報が、他

の会員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、有用性等を有す

ること、および(d) 本サービスの利用による会員間契約の成立、会員間契約の適法性、履行

可能性、会員の特定の目的に適合することその他会員間契約に関する一切の事項について

何ら保証するものではありません。 

3. 当社は、(a) 当社による本サービスおよび本アプリの提供の中止、中断、終了、利

用不能または変更、(b) 会員が当社に送信したメール、連絡箱機能を利用して会員間でやり

とりしたメッセージまたは情報の削除または消失､(c) 会員登録の抹消または本サービス利

用契約の解除、(d) 登録情報、会員情報、メニューカード、連絡箱機能を利用してやりとり

したメッセージその他本サービスを利用して当社または他の会員に送信したデータの消失、

(e) 本サービスの利用による会員の機器の故障もしくは損傷、(f) その他本サービスに関連

して会員が被った損害につき、賠償する責任を一切負いません。なお、何らかの理由により

万一当社が何らかの責任を負う場合であっても、当社は、会員に生じた直接の損害について

のみ賠償する責任を負い、付随的損害、間接損害、特別損害（当社または会員が当該特別損

害を予見できたかどうかを問わないものとします。）、将来の損害および逸失利益（会員間契

約の履行利益を含みます。）にかかる損害については賠償する責任を負いません。 

4. 当社は、本サービスに関係して会員が発信、提供等する情報、会員間契約の締結、

履行、不履行、紛争等に関連して会員または第三者が被った損害につき、賠償する責任を一

切負わないものとします。 

 

第 29 条（会員に関する情報の取扱い） 

1. 当社は、本サービスの提供にあたり会員から取得する次項に定める個人情報その



他会員に関する情報を、以下に定めるWEB サイト上に掲載する当社のプライバシーポリシ

ーに従い取り扱うものとし、会員は、このプライバシーポリシーに従って当社が会員情報を

取扱うことについて同意するものとします。 

 

KDDI プライバシーポリシー： 

https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/ 

 

2. 本サービスの提供にあたり本アプリから当社に送信される情報、目的、送信先等は

以下の各号に定めるとおりです。 

(1) 本アプリは、登録アドレスを、本サービスの提供、本人確認、緊急連絡、アンケー

トへの回答依頼の送付等を目的として、当社に送信し、当社は、当該目的の範囲で登録アド

レスを利用します。なお、会員が了承しない限り、登録アドレスを第三者に提供することは

ありません。 

(2) 本アプリは、本アプリ起動情報を、本サービスの利用状況の分析および品質向上を

目的として、会員個人が特定できない状態で当社に送信し、当社は、当該目的の範囲で本ア

プリ起動情報を利用します。 

(3) 本アプリは、数値情報を、本サービスの利用状況の分析および品質向上を目的とし

て、会員個人が特定できない状態で当社に送信し、当社は当該目的の範囲で数値情報を利用

します。 

3. 当社は、登録情報、会員情報および数値情報に、分析統計処理を施し個人を特定で

きないよう加工した統計情報を、本サービスの利用状況の分析および品質向上を目的とし

当該目的の範囲で、本サービスを利用する当社の業務提携先および当社の業務委託先に開

示することがあります。 

4. 本アプリには、会員による本サービスの利用状況把握および品質向上を目的とし

て、Google のGoogle Analytics およびMixpanel Inc.の Mixpanel を搭載しています。Google 

Analytics およびMixpanel の機能により、数値情報が Googleおよび Mixpanel Inc.へ送信さ

れます。送信された情報は、Google および Mixpanel Inc.にて分析統計処理が施された後、

当社へ送信されます。なお、Google および Mixpanel Inc.に送信される情報および Google

および Mixpanel Inc.から当社に送信される情報には個人を特定する情報は含まれません。 

5. Google および Mixpanel Inc.に送信された情報は、Google または Mixpanel Inc.に

より各社のプライバシーポリシーに基づいて管理されます。また、会員は、Google Analytics

または Mixpanel のオプトアウトページにて Google Analytics または Mixpanel を無効にす

ることにより、本アプリにおける Google Analytics または Mixpanel を利用した情報の送信

を停止することができます。 

 

Google のプライバシーポリシー： 



http://www.google.co.jp/intl/ja/policies/privacy/ 

Google Analyticsオプトアウトページ： 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja 

 

Mixpanel Inc.のプライバシーポリシー： 

https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/ 

Mixpanel のオプトアウトページ： 

https://help.mixpanel.com/hc/en-us/articles/360001113426-Opt-Out-of-Tracking 

 

 

第 30 条（本規約の変更） 

当社は、民法の定めに従い、本規約をいつでも変更することができます。 

この場合、本サービスは変更後の本規約により提供されます。なお、当社は、変更後の本規

約及びその効力発生時期を、会員への通知［当社所定のWebサイトへの掲載］その他相当

の方法で周知するものとし、変更後の本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を

生じるものとします。 

 

第 31 条（補償） 

1. 当社は、提供者を被保険者とし、会員間契約に基づくサービス、役務等の提供に適

用される、以下の各号に定める損害保険に加入し、所定の条件にしたがい、当該サービス、

役務等の提供に関して提供者が負担した損害賠償責任を、その限度内で補償します。なお、

会員間契約の成立時期にかかわらず、提供期間外における提供者によるサービス、役務等の

提供については、本条の補償の対象とはなりません。 

(1) 施設賠償責任保険 

対人・対物共通賠償責任補償限度額：最高 1 億円 

免責金額：3万円 

(2) 生産物賠償責任保険 

対人・対物共通賠償責任補償限度額：最高 2 億円 

免責金額：5千円 

2. 各種損害保険については、以下の各号に定める条件が適用されます。 

(1) 会員間契約に基づくサービス、役務等の提供を行っている間が補償期間となりま

す。 

(2) 会員間契約に基づくサービス、役務等の提供に起因して第三者の生命、身体、財産

に損害を与えた場合の法律上の賠償責任を補償します。 

(3) 前項各号に定める補償限度額を超える損害および免責金額については、提供者の

負担とします。 



(4) トクイのカケハシサポートセンターに届出のない事故、会員が本規約に違反して

発生した事故または会員の故意による事故に関する損害については、本条に基づく補償が

受けられないことがあり、会員は、このことを異議なく承諾します。 

(5) 前二号のほか、各種損害保険の保険約款の免責事項（保険金を支払わない場合）に

該当する場合等当該保険約款により本条に基づく補償が受けられない場合があり、その場

合の損害については、提供者がすべて負担するものとします。 

(6) 各種損害保険の詳細は保険約款によりものとし、本条の規定と当該保険約款の規

定が異なる場合は、当該保険約款の規定が優先して適用されます。 

(7) 保険金請求手続き等の詳細に係るお問い合わせ先は下記のとおりとします。 

 

お問い合わせ先：トクイのカケハシサポートセンター  

フリーダイヤル：0120-926-628  (10:00-18:00 土日祝含む) 

 

第 32 条（本サービスの譲渡等） 

当社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本サービ

ス利用契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに登録情報、会員情報、メニュ

ーカード、連絡箱機能を利用してやりとりしたメッセージその他本サービスに関係して会

員が入力、発信、提供等する一切の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、会

員は、かかる譲渡につき予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通

常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとしま

す。 

 

第 33 条（分離可能性） 

本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効また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および一部が無効また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 34 条（準拠法、裁判管轄） 

本規約および本サービス利用契約に関する準拠法は、日本法とし、本規約または本サービス

利用契約に起因し、または関連する一切の紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

  

 

 附則 本規約は、2019 年 2 月 18 日から適用いたします。 

 附則 本改正規約は、2020 年４月 1 日から適用いたします。 



※【禁止事項の例示】 

本規約の第 16 条第 16 号に定める法令または慣習に違反する行為としては、以下の各号に

定める行為があります。なお、典型的なケースを例示として挙げたもので、以下の各号に定

める行為に限られるわけではありません。禁止事項への該非については、会員の責任でご判

断ください。 

(1) 必要な届出、許可の取得等を行っていない者が行う、食料品等販売業に該当する行

為、食品衛生法または都道府県条例に違反する行為 

(2) 通訳案内士の資格を有しない者が、有償で外国人向けに外国語で旅行に関する案

内するサービスを提供する行為 

(3) 届出を行っていない者が行う、旅行業、旅行業者代理業または旅行サービス手配業

に該当する行為 

(4) 法令等で業務独占資格とされている医師、看護師、歯科医師、薬剤師、助産師、獣

医師、弁護士、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士、公認会計士等の資

格を有しない者または資格はあるが登録がない者が行う当該独占資格にかかる行為 

(5) 必要な許可、登録、免許等がない者が、業として、自家用自動車で旅客を運ぶ行為、

自家用自動車有償で貸し渡す行為、飲酒等の理由で自動車の運転ができなくなった者の代

わりにその自動車を運転して目的地に届ける行為 

(6) 必要な許可、資格等がない者が行う、貨物自動車運送事業に該当する行為 

(7) 必要な免許、資格等がない者が行う、建築物の設計、工事管理等に関する行為 

(8) 必要な免許、資格等がない者が行う、電気工事、水道装置工等に関する行為 

(9) 必要な登録等がない者が、業として、保管を目的として動物を預かる行為、動物を

預かってしつけ、訓練等する行為 

(10) 必要な登録等がない者が業として行う、投資助言・代理業に該当する行為、保険契

約の募集にかかる行為 

(11) 介護士等の必要な資格を有しない者が、訪問介護のサービスを提供する行為 

(12) 著作権や商標権、肖像権等の権利を侵害する行為 

(13) 異性との出会いを募集、あっせん、または誘導することが目的であると捉えられる

内容を掲載する行為 

(14) ナイトワーク等の求人情報、サービス情報を掲載する行為 

(15) ネットワークビジネス、マルチ商法、MLM のメンバーを募集、勧誘する行為 

(16) 反社会的なもの、または反社会的勢力に関連する可能性があると当社が判断した

行為 


