利用規約
第1章
(目的)
第1条

目的・定義

本規約は、組合(第 4 条第 1 項に定めるとおりとします)が、その組合員に対して提供する健
康増進サービス(以下、｢本サービス｣といい、その詳細は第 2 条、第 3 条、第 4 条第 2 項に
定めるとおりとします)の利用にかかる条件を定めるものとします。

(本サービスの名称)
第2条
本サービスは、その名称を｢KENPOS｣といいます。
(本サービスの目的)
第3条
本サービスは、組合(次条第 1 項に定めるとおりとします)の保健事業の一環として提供され
るものであり、利用者(次条第 3 項に定めるとおりとし、次項においても同様とします)の健
康維持増進を支援することを主たる目的とします。また、本サービスは、組合(次条第 1 項
に定めるとおりとします)からの委託を受けた、住友商事株式会社、株式会社イーウェル及
び管理栄養士等の業務受託者(以下、これらの業務受託者を総称して｢KENPOS 事務局｣と
いいます)を通じて提供されるものとします。
2.
本サービスの内容は第 5 章に記載の通りですが、利用者の属する組合(次条第 1 項に定める
とおりとします)によっては、第 5 章に記載する本サービス内容の一部について提供されな
いものもあり、本規約には、次条に記載の用語をはじめ、実際に利用者が利用可能なサー
ビスに関連のない内容が含まれる場合があります。
3.
本規約は、KENPOS 事務局を通じて本サービスが提供される各利用者に対して共通に適応
される条件を定めるものとします。また、前項に記載のとおり、利用者の属する組合が第
5 章に記載する本サービスの内容の一部について提供しないことによって本規約に定める
条件の一部が適用されない利用者については、当該利用者用の KENPOS サイト(次条第 4
項に定めるとおりとします)上において当該不適用条件を別途定めるものとします。
(用語の定義)
第4条
｢組合｣とは KENPOS 事務局を通じて本サービスを提供する健康保険組合のことをいいま
す。
2.
｢本サービス｣とは、前 3 条に定めるサービスを指し、KENPOS サイト(第 4 項に定めると
おりとします)上で提供される全てのサービスをいいます。
3.
｢利用者｣とは、組合が別途定め、KENPOS サイト上(次項に定めるとおりとします)に掲載
される利用資格(以下、｢利用資格｣といいます)を有し、第 5 条に従い本サービスへ申し込み、
所定の手続きを完了した者をいいます。
4.
｢KENPOS サイト｣とは、本サービスの提供が行われるウェブサイトのことをいいます。
｢KENPOS インセンティブ｣とは、本サービスの利用を通じて利用者が取得するポイント等
のインセンティブ全般をいい、本サービスの提供を委託する各組合の KENPOS サイトに
おいて｢ポイント｣、｢チケット｣及び｢抽選券｣その他いかなる名称を使用するかを問わず、
第 23 条に従い利用者に付与され、第 25 条から第 31 条においてその具体的内容を定める
ものをいいます。
5.
｢インセンティブ口座｣とは、利用者が自己の獲得インセンティブ数、残高インセンティブ
等を確認できる KENPOS サイト上に開設された KENPOS インセンティブを管理する機
能をいいます。
6.
｢パートナー企業｣とは、利用者が KENPOS サイトを通じて当該企業の商品購入、サービ
スを利用した場合、KENPOS インセンティブが付与される商品・サービスを提供する企業
をいいます。

7.

8.
9.
10.
11.
12.

第2章

｢商品交換パートナー企業｣とは、利用者が KENPOS インセンティブを別途 KENPOS サ
イト上に定める条件に基づき利用することにより交換可能な特典、商品、サービスを提供
する企業をいいます。
｢日記等の情報｣とは、KENPOS サイトにおいて利用者が投稿した一切の情報(次号に定め
る健康データのほか、日記、プロフィール、コメント、レビュー、画像など)をいいます。
｢健康データ｣とは、KENPOS サイトにおいて利用者が入力する、歩数、身長、体重その他
所定の利用者の身体および健康に関する情報をいいます。
｢健診データ｣とは、KENPOS サイトにおいて閲覧可能な、各種健康診断の実施結果をいい
ます。
｢投稿｣とは、利用者が KENPOS サイトに日記等の情報をアップロードする行為をいいま
す。
｢コミュニティ｣とは、KENPOS サイト上において、不特定多数の利用者が共にグループの
メンバーとなり、当該メンバー間に限って情報交換ができる場をいいます。
申込手続

(申込方法)
第5条
本サービスを利用するためには、本サービスに申し込む必要があります。本サービスへの
申込希望者は、KENPOS サイト上で必要事項を記入し、所定の申込手続(以下、｢申込手続｣
といいます)を完了するものとします。
2.
申込にあたっては、申込希望者が次の要件(以下、｢申込条件｣といいます)を満たしているこ
とが必要となります。
(1) 利用資格を有していること。
(2) メールアドレスを保有していること。
(3) その他、組合が随時定める要件を満たしていること
3.
申込者が以下のいずれかの事項(以下、｢申込取消事由｣といいます)に該当する場合、その申
込は承認されないものとします。また、申込承認後においても、以下のいずれかの事項に
該当すると判明した場合は、第 11 条第 1 項にもとづき、利用資格を停止または取り消すこ
とができます。
(1) 申込者が他人または架空の個人情報を使って申込を行った場合
(2) 申込者が第三者からの委任または委託を受けて申込を代行した場合
(3) 申込者が申込の時点で本サービスの資格停止処分を受けている場合
(4) 申込者がすでに申込手続を完了しており、二重登録の申込を行った場合
(5) その他申込者を利用者とすることが不適切であると組合が判断した場合
(アカウントの開設)
第6条
申込手続の完了により、利用者は、1 名につき 1 つのアカウントを取得するものとします。
2.
組合または KENPOS 事務局より利用者に対し、本人確認を目的として、健康保険証の写
しその他の書類のご提出をお願いすることがあります。
(ログイン ID・パスワード)
第7条
利用者は、申込時において、所定の条件に従って、ログイン ID およびパスワードを設定す
るものとし、これらにより自己のアカウントを利用することができます。
2.
ログイン ID、パスワードについては、申込手続完了後、所定の方法により変更することが
できます。
3.
利用者は、ログイン ID およびパスワードを他人に知られないよう、善良なる管理者の注意
をもって管理する義務を負います。
4.
利用者は、登録したログイン ID およびパスワードなどが第三者に利用されたことによって
生じた損害等については、組合または KENPOS 事務局に対して責任を問うことはできま
せん。

5.

利用者は、自己のログイン ID およびパスワードを忘れた場合、KENPOS サイト上のログ
イン ID 再発行機能、パスワード再発行機能を用いて、再度ログイン ID、パスワードの発
行を受けるものとします。

(利用者情報変更の届出)
第8条
利用者は、電子メールアドレスやその他 KENPOS サイトにおいて登録が求められる情報
を正確に登録するものとします。これらの情報に変更が生じた場合、利用者は、速やかに
KENPOS サイトにおいて、所定の方法にて、当該情報の変更手続を行うものとします。
2.
利用者が、前項に違反して不正確な情報を登録した場合または前項の変更手続を怠った場
合、利用者が被る損害や不利益(本サービスの全部または一部を利用できないことおよび郵
便物や宅配物等を受領できないことを含みます)について、組合または KENPOS 事務局に
対して一切責任を問うことはできません。
(規約の変更)
第9条
本規約は、利用者の事前の承諾を得ることなく変更される場合があります。この場合、変
更内容を KENPOS サイト内で告知し、利用者はそれを確認するものとします。
第3章

アカウント削除手続

(自主的なアカウントの削除)
第 10 条 利用者は、自己の自由な意思で随時自己のアカウントを削除できるものとし、アカウント
の削除に際しては、所定の方法によるアカウント削除の申請手続を取るものとします。ア
カウント削除時に残存している KENPOS インセンティブ、日記その他の当該利用者が本
サービスを利用したことに伴って記録された情報は、アカウントの削除と同時に自動的に
消滅するものとします。
(利用資格の喪失・停止・取消し)
第 11 条 利用者が以下のいずれかの事項に該当すると判断された場合または該当するおそれがある
と判断された利用者は、何らの事前の通知・催告を受けることなく、その利用資格を喪失、
取消しまたは一時停止される場合があります。
(1) 利用者が第 5 条第 2 項に定める申込条件を満たさなくなった場合、または、満たし
ていないことが判明した場合
(2) 第 5 条第 3 項に定める申込取消事由のいずれかに該当する場合
(3) 利用者が本規約または別途定めた各種規定に違反した場合
(4) 利用者が 12 ヶ月以上にわたって KENPOS インセンティブの交換、取得、または利
用を行わなかった場合
(5) ログイン ID またはパスワードを不正に使用、もしくは第三者に使用させた場合
(6) 不正の目的をもって本サービスを利用、もしくは第三者に利用させた場合。または第
三者による不正の防止を行うために必要な場合
(7) その他、組合が利用者として不適当と判断した場合
2.
利 用 資 格 を 喪 失し た 場 合、 利 用 者 は 、 かか る 喪 失日 以 降 で 組 合 が定 め る 日を も っ て
KENPOS サイトのアカウントが削除されるものとします。当該利用者の日記その他の当該
利用者が本サービスを利用したことに伴って記録された情報および KENPOS インセンテ
ィブは、かかる日をもって失効または削除されることになります。
3.
利用資格の取消しを受けた場合、利用者は即時に本サービスを利用する権利を喪失するも
のとします。当該利用者の日記その他の当該利用者が本サービスを利用したことに伴って
記録された情報および KENPOS インセンティブも、同時に失効または削除されるものと
します。

4.

5.

利用資格の一時停止を受けた場合、利用者は、即時に本サービスを利用する権利の全部ま
たは一部を停止され、以後、組合が適当と判断した場合に限り、本サービスの利用を再開
することができます。この場合、当該利用者の日記その他の当該利用者が本サービスを利
用したことに伴って記録された情報および KENPOS インセンティブは、失効、削除等の
処分を受けることはないものとします。ただし、利用資格の一時停止が行われてから 12 ヶ
月が経過した時点において、本サービスの利用が再開されていない場合、当該利用者は、
当該時点をもって、自動的に利用資格を喪失するものとし、第 2 項が適用されるものとし
ます
前 4 項に基づき利用資格の喪失、取消しまたは一時停止が行われた場合であっても、利用
者は、かかる措置により生じた不利益、損害について、組合または KENPOS 事務局に対
して、一切責任を問うことができません。

(自主的なアカウント廃止後の再申込)
第 12 条 利用者が第 10 条に基づき自主的にアカウントを廃止した場合、当該利用者は、即時、本サ
ービスに再申込することができるものとします。
第4章

本サービスの利用

(本サービスの利用)
第 13 条 利用者は、ログイン ID およびパスワードを使用して KENPOS サイトにアクセスすること
によって、本サービスを利用できるものとします。
2.
利用者各人による本サービスの利用状況につき、書面による通知は一切行われません。利
用者は、KENPOS インセンティブの獲得、利用、交換状況や健康データなどを確認したい
場合には、KENPOS サイト上のインセンティブ口座や健康データを管理するグラフなどを
参照するものとします。
(本サービス利用の制限)
第 14 条 利用者は、本規約に定めるほか、次のいずれかに該当する場合には、本サービスをご利用
いただくことができません。利用者は、かかる事情により本サービスを利用できないこと
により生じた不利益、損害について、組合または KENPOS 事務局に対して、一切責任を
問うことができません。
(1) 違法または不正に作成、取得もしくは利用されたアカウントからの利用である場合
(2) 第三者のログイン ID およびパスワードを用いて本サービスを利用した場合
(3) 通信回線、通信機器およびコンピューターシステム機器の障害による情報伝達の遅
延、不能、誤作動等があった場合
(4) 利用者が第 11 条第 1 項に該当し利用資格の喪失、取り消しまたは一時停止がなされ
た場合
(本サービスの終了・中止・変更等)
第 15 条 本サービスは、一定の予告期間をおいて周知の方法を取った上で、終了もしくは中止され、
またはその基本的な内容が変更されることがあるものとし、利用者は予めその旨承認する
ものとします。
2.
本サービスの内容は、日本国の法令の下に制限されることがあります。
3.
KENPOS サイト上におけるパートナー企業や商品交換パートナー企業は、利用者の同意な
く増減します。

(本サービスの終了、中止に伴う KENPOS インセンティブ等の扱い)
第 16 条 前条の規定に従って本サービスが終了または中止される場合、第 27 条で定める KENPOS
インセンティブの有効期限にかかわらず、本サービスの終了または中止時点で、利用者が
KENPOS サイト上で保有している KENPOS インセンティブは、すべて消滅し、日記等の
情報、その他利用者が本サービスの申込・利用に際して提供した一切の情報・データは削
除されるものとします。なお、前条の周知期間中は、新規の KENPOS インセンティブの
取得はできません。
(本サービスの中断)
第 17 条 以下の場合には、利用者への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの提供
が中断されることがあります。
(1) 本サービスの提供に必要な設備の故障等により保守を行う場合
(2) 運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
(3) その他天災等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.
前項に定める他、本サービスの提供に必要な設備の定期点検を行うため、利用者に事前に
通知の上、本サービスの提供が一時的に中断されることがあります。
3.
前 2 項に定める事由により本サービスの提供が中断したことにより、利用者または第三者
が不利益、損害を被った場合であっても、組合および KENPOS 事務局はその責任を一切
負いません。
(権利義務の譲渡等の制限)
第 18 条 利用者は、理由の如何を問わず、本サービスにおける権利・義務を他人に貸与、譲渡また
は担保提供することはできません。
第5章

本サービス内容

(本サービスの内容)
第 19 条 本サービスは、すべて KENPOS サイトにおいて提供されるものとし、本サービスの基本
的な内容は以下のとおりです。(なお、第 3 条第 2 項に記載したとおり、利用者の属する組
合によっては本章に記載する本サービス内容の一部について提供されないものもありま
す。)
(1) 健康増進および医薬品などに関する情報提供
(2) 健診機関の検索及び健診予約申込、健診受診券の発行機能提供
(3) 健康増進、健康診断、食事などに関連する記録・閲覧機能提供
(4) KENPOS インセンティブの提供
(5) 利用者間のコミュニケーション機能の提供
(6) その他、第 3 条の本サービスの目的に照らして有意義と認められるサービス
(健康増進および医薬品などに関する情報提供)
第 20 条 利用者は、KENPOS サイトを通じて、健康増進に関する情報、医薬品に関する基本知識な
どの情報提供を受けることができます。
(健診機関の検索、健診申込、健診受診券の発行機能提供)
第 21 条 利用者は、所属する組合の規定に基づき、KENPOS サイト上を通じて、健診の受診を希望
する健診機関の検索、健診の申込、受診券発行等の手続きを行うことができます。
(健康増進、健康診断、食事などに関連する記録・閲覧機能提供)
第 22 条 利用者は、KENPOS サイト上において、健康データ、健診データ、及び食事記録などの管
理を行うことができます。

(KENPOS インセンティブの提供)
第 23 条 利用者は、KENPOS サイト上において KENPOS インセンティブを管理するためのインセ
ンティブ口座を保有することができます。KENPOS インセンティブについての具体的内容
は、第 25 条から第 31 条に定めるとおりとします。
(利用者間のコミュニケーション機能の提供)
第 24 条 利用者は、KENPOS サイト上において自己が管理するページ(以下、｢マイページ｣といい
ます)を保有しており、利用者自身の健康データの入力・管理や日記等の情報の記入・管理、
コミュニティの開設その他 KENPOS サイトが提供するマイページの機能を利用すること
ができます。
2.
利用者は、KENPOS サイトにおいて、他の利用者の日記の閲覧、他の利用者やコミュニテ
ィの検索その他 KENPOS サイトが提供する他の利用者のマイページの閲覧に関連する機
能を利用することができます。
3.
利用者は KENPOS サイト上で定められた方法および限度において、日記等の情報の公開
の有無および範囲等を指定することができます。
(KENPOS インセンティブの取得)
第 25 条 KENPOS インセンティブ取得についての条件、規制等は、KENPOS サイトにおいて掲載
されるものとします。かかる条件等は、利用者の事前の同意なくして変更されることがあ
ります。利用者はこのことを理解し、これに同意するものとします。
(KENPOS インセンティブの利用)
第 26 条 利用者は、KENPOS サイトにおいて、その取得した KENPOS インセンティブを、KENPOS
サイトにおいて定められる方法によって利用することができます。
2.
KENPOS インセンティブ利用方法および当該利用方法により利用可能な特典、商品、サー
ビスについては、KENPOS サイトにおいて告知されており、利用者において自由に閲覧、
参照することができます。かかる条件等は、利用者の事前の同意なくして変更されること
があります。利用者はこのことを理解し、これに同意するものとします。
(KENPOS インセンティブの有効期限)
第 27 条 KENPOS インセンティブの有効期限は KENPOS サイト上において告知されており、同告
知期限の経過をもって既に蓄積されている KENPOS インセンティブは全て自動的に消滅
するものとします。
2.
組合および KENPOS 事務局は、有効期限を経過したことにより消滅した KENPOS イン
センティブに対して、一切の保証を行いません。
(KENPOS インセンティブ保有残高の制限)
第 28 条 利用者がインセンティブ口座に保有できる KENPOS インセンティブの最高保有残高につ
いては、各利用者の KENPOS サイト上に表示するものとします。
2.
利用者のインセンティブ口座の残高が前項に定める最高保有残高を超えた場合、一時的に
インセンティブ利用、交換が停止されます。
(KENPOS インセンティブ譲渡の禁止)
第 29 条 利用者は、保有する KENPOS インセンティブを利用者間で、または利用者でない者との
間で、共有、合算、贈与、賃貸、質入れおよび譲渡することはできません。
(KENPOS インセンティブに関する疑義)
第 30 条 KENPOS インセンティブに関連する事項について疑義が生じた場合には、KENPOS 事務
局またはパートナー企業の保有する利用者の本サービス利用データに基づいて確認された
情報を正しいものとみなします。この点につき、利用者は異議を述べることはできません。

(KENPOS インセンティブの取消し)
第 31 条 以下のいずれかの事項に該当する場合、利用者の保有する KENPOS インセンティブの一
部または全部が取り消されることがあります。この場合、組合および KENPOS 事務局は、
取り消された KENPOS インセンティブに対して一切の保証を行いません。
(1) 第 10 条、第 11 条第 2 項、同第 3 項、同第 4 項または第 16 条に基づく場合
(2) パートナー企業が利用者に付与した KENPOS インセンティブの取消しを求め、その
要求が正当と認められる場合
(3) 利用者が不正な手段によって KENPOS インセンティブを取得した場合
(4) 利用者が本規約または別途定めた各種規定に違反した場合
(5) その他、利用者に付与された KENPOS インセンティブを取り消すことが適切である
と判断される場合
(著作権等)
第 32 条 KENPOS サイトを構成する画面および本サービスの各種コンテンツに関する著作権は、
KENPOS 事務局のうち当該画面・コンテンツ等を作成した者(以下、｢著作権者｣といいま
す)に帰属しており、これを複製、頒布、譲渡、貸与、翻訳、使用許諾、転載、商品化、再
利用等する行為は法律および著作権に関する条約により禁じられています。
2. 本サービスに関する特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権は、
KENPOS 事務局のうち当該知的財産権を創作した者に全て帰属しており、利用者には何ら
の権利も生じてはおらず、利用者がこれらを侵害する行為は法律で禁止されています。
(日記等の情報に関する権利)
第 33 条 本サービスを利用して日記等の情報を投稿する利用者は、当該日記等の情報が第三者の権
利を侵害していないことを保証するものとします。万一、第三者との間で何らかの紛争が
発生した場合には、当該利用者の費用と責任において問題を解決するとともに、組合およ
び KENPOS 事務局に何等の迷惑または損害を与えないものとします。
(日記等の情報の権利および使用許諾)
第 34 条 本サービスを利用して投稿された日記等の情報(投稿された画像を含む)にかかる一切の権
利(著作権および著作者人格権等の周辺権利を含みます)は、創作した利用者に帰属するもの
とします。
2.
利用者が、本サービスを利用して日記等の情報を投稿した場合、利用者は、組合に対して、
当該日記等の情報を日本の国内外において無償で非独占的に使用する(複製、公開、送信、
頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案を含む)権利を許諾(KENPOS 事務局、パートナー企業、商
品交換パートナー企業、その他第三者に対するサブライセンス権を含みます)したものとみ
なします。また、利用者は著作者人格権を行使しないものとします。なお、本項は、利用
者に対して、他の利用者が投稿した日記等の情報の使用許諾をすることを約束するもので
はありません。
3.
前項にかかわらず、利用者が第 24 条第 3 項に基づいて日記等の情報の公開範囲を制限して
いる場合、当該日記等の情報は、かかる制限に従って使用されるものとし、利用者の承諾
なくして公開範囲に含まれない第三者に提供されないものとします。
(禁止事項)
第 35 条 利用者は、本サービスを利用するにあたり以下のいずれの事項も行うことはできません。
(1) 本サービスを利用した営業活動
(2) 組合または KENPOS 事務局による本サービスの運営を妨害する行為
(3) 他の利用者、第三者または KENPOS 事務局の著作権、その他の権利を侵害する行為、
または侵害するおそれのある行為
(4) 他の利用者、第三者、組合または KENPOS 事務局の財産もしくはプライバシーを侵
害する行為、または侵害するおそれのある行為
(5) 他の利用者、第三者、組合または KENPOS 事務局の名誉・信用を毀損し不利益、損
害を与える行為

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為
犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為
第三者の電子メールアドレスを登録する等または KENPOS サイトにおいて虚偽の
申告、届出を行う行為
コンピュータ・ウィルス等有害なプログラムによって組合および KENPOS 事務局の
運営活動を妨害する行為
第三者に対して、当該利用者に代わって KENPOS サイトにアクセスすることを委
任、委託または許諾する行為
第三者から委任または委託を受けて、そのログイン ID、パスワードを利用して
KENPOS サイトにアクセスする行為
他人のログイン ID、パスワードを冒用して第三者になりすます行為
法令に違反する、または違反するおそれのある行為
その他、組合および KENPOS 事務局が不適切と判断する行為

(免責事項)
第 36 条 利用者は、利用者情報の変更を怠ったことに起因して損害が生じたとしても、組合または
KENPOS 事務局に対して一切責任を問うことはできません。
2.
利用者は、KENPOS サイトの利用に起因して、利用者が何かしらの判断もしくは行動に至
った際に発生する健康被害及び如何なる損害についても、組合または KENPOS 事務局に
対して一切責任を問うことはできません。
3.
パートナー企業が提供する商品・サービスや情報およびパートナー企業との取引等に関す
る内容、品質等は、一切保証されず、組合および KENPOS 事務局は一切責任を負いませ
ん。また、その内容、品質等についてのトラブルは、利用者と当該パートナー企業の当事
者間で直接解決するものとし、組合および KENPOS 事務局は一切責任を負いません。
4.
KENPOS インセンティブを利用して商品を取得した場合に生じる商品交換パートナー企
業との間の商品の瑕疵、品違い、数量過誤等のすべてのトラブルは、利用者と当該商品交
換パートナー企業の当事者間で直接解決するものとし、組合および KENPOS 事務局は一
切責任を負いません。
5.
ポイント交換の際使用されたパスワードと登録されたパスワードとの一致の上で本サービ
スが提供された場合、利用者は、パスワードについて盗用 その他の事故があっても、その
ために生ずる同 KENPOS インセンティブに付随する価値の消失、その他一切の損害につ
いて、組合および KENPOS 事務局は一切責任を負いません。
6.
本サービスを通じた利用者と広告主などの第三者との取引(無料登録、資料請求等を含みま
す)において発生するすべてのトラブルについて、利用者と当該広告主の当事者間で直接解
決するものとし、組合および KENPOS 事務局は一切責任を負いません。
7.
本サービスが他サイトへのリンクを行っている場合であっても、利用者が当該サイトを利
用または使用したことに起因する結果(損害、費用負担等を含みます)について、組合および
KENPOS 事務局は一切責任を負いません。
8.
組合および KENPOS 事務局は、利用者間の通信や活動に関与しません。万一利用者間の
紛争があった場合でも、当該利用者間で解決するものとし、組合および KENPOS 事務局
は一切責任を負いません。
9.
組合および KENPOS 事務局は、利用者によって投稿される日記等の情報を監視する義務、
保存する義務を負いません。
10. 利用者によって投稿される日記等の情報の合法性、道徳性、信頼性、正確性については、
一切保証されません。
11. 利用者は本サービスを利用するために必要なあらゆる機器、ソフトウェア、通信手段を自
己の責任と費用において適切に整備するものとし、コンピュータ・ウィルスの感染防止、
不正アクセスおよび情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を講じるものとします。組合ま
たは KENPOS 事務局は利用者の利用環境について一切関与せず、また一切責任を負いま
せん。

12.

13.

14.

組合および KENPOS 事務局は、通信回線、通信機器およびコンピューターシステム機器
の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動等によって利用者に損害が生じたとしても、
一切責任を負いません。
組合および KENPOS 事務局は、本サービスの利用につき、利用者による本サービスの内
容またはその利用方法についての 誤解または理解不足によって発生した損害が生じたと
しても、一切責任を負いません。
組合および KENPOS 事務局は、利用者が本規約に違反する行為を行ったことにより利用
者に損害が発生したとしても一切責任を負いません。

(利用者の責任)
第 37 条 利用者は、利用者自身の自己責任において本サービスを利用するものとし、本サービスを
利用してなされた行為および結果について一切の責任を負うものとします。
2.
本サービスを利用して利用者が投稿した日記等の情報に関する責任(利用者が第 24 条第 3
項に基づいて日記等の情報の全部又は一部を公開したことによる責任も含みます。)は、利
用者自身にあります。組合および KENPOS 事務局は、かかる行為に基づく利用者の不利
益、損害について一切責任を負いません。
3.
他人の名誉を毀損した場合、プライバシー権を侵害した場合、許諾なく第三者の個人情報
を開示した場合、著作権法に違反する行為を行った場合、その他、他人の権利を侵害した
場合には、当該利用者は自身の責任と費用において解決しなければならず、組合および
KENPOS 事務局は一切責任を負いません。
4.
利用者は、利用者が本サービスを利用して投稿した日記等の情報について組合および
KENPOS 事務局に保存義務がないことを認識し、必要な日記等の情報については適宜バッ
クアップをとるものとします。
5.
利用者は、日記等の情報について本規約に違反する内容があることに気がついた場合は、
直ちに KENPOS サイトで定める問い合わせ窓口まで連絡するものとします。
(日記等の情報に関する権限)
第 38 条 組合は、利用者が第 24 条第 3 項に基づき自己の日記等の情報の公開範囲を制限しているか
否かにかかわらず、本サービスの品質を維持し、利用規約違反行為の摘発などの手段を講
じて本サービスを適切に提供するために、随時当該日記等の情報の内容を閲覧もしくは保
存し、または第三者(KENPOS 事務局、サーバー運用業者等を含みますがこれらに限られ
ないものとします。)に開示すること(以下、かかる閲覧、保存および開示を｢閲覧等｣といい
ます)ができるものとします。また、組合は、利用者の登録メールアドレスに宛てて閲覧等
の同意を求める電子メールが送信された場合であって、当該利用者が閲覧等に同意したと
きは、その同意を得た範囲内で、いつでも当該利用者の日記等の情報の内容を閲覧等でき
るものとします。
2.
組合は、次に掲げる場合には、第 24 条第 3 項に基づく指定の内容にかかわらず、また日記
等の情報の違法性・規約違反の有無に関わらず、関連する日記等の情報について、その全
部もしくは一部の削除または公開範囲の変更等の措置を行うことができるものとします。
(1) 人(実在の人物であるか否かを問わず漫画・アニメ等のキャラクターを含みます)の裸
体(着衣の全部または一部を欠くものをいいます)を撮影・描写した日記等の情報が投
稿された場合。
(2) 他の利用者が不快を感じる可能性が高いと判断される日記等の情報の掲載があった
場合。
(3) 権利者と称する者から、日記等の情報が自分の権利を侵害する旨の申告があった場
合。ただし、権利者と称する者から、権利者であることを合理的に判断できる資料
が提示され、KENPOS 事務局にて慎重に検討した結果、権利者であると判断された
場合に限ります。
(4) その他、組合および KENPOS 事務局が不適切と判断する内容の情報が含まれている
場合。

(利用料金)
第 39 条 本サービスは本規約において別途定めた場合を除いて、無料で利用者に提供されるものと
します。
2.
KENPOS サイトにおいて、第三者が運営・提供する有料サービスや E コマースサイト等
へのリンクを行っている場合、購入条件、支払い方法等についてはリンク先のサービス利
用規約に従うものとし、KENPOS 事務局は利用者と当該第三者との間の情報の取扱いや取
引等について一切の責任を負わないものとします。
3.
本サービスにアクセスするための回線料金やプロバイダ費用等は全て利用者の負担となり
ます。
(問い合わせ)
第 40 条 利用者は、本サービスおよび本規約についてのお問い合わせ、ご相談については、KENPOS
サイトよりお問い合わせフォームを利用してお問合せください。また、利用者資格の照会、
条件については、利用者の所属する組合にお問い合わせ下さい。
(個人情報)
第 41 条 組合は、利用者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他法令、規則、ガ
イドライン等に従って、適切に取り扱います。
2.
本規約において、個人情報とは、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述など
によって特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に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みます。)をいいます。
組合が取り扱う個人情報には、以下の項目が含まれます。
氏名(漢字、カナ)、健康保険証の保険者番号、記号・番号、続柄コード、性別、生年月日、
メールアドレス、メールアドレス(携帯電話)、ログイン ID、パスワード、住所、電話番号、
健康保険資格の取得日及び喪失日、身長、体重、BMI、歩数、健康診断結果、医療費情報、
食事記録
(個人情報の利用目的)
第 42 条 組合が本サービスの提供に関して利用者から提供される個人情報を取り扱う目的は以下の
とおりです。
(1) 利用資格の確認および申込手続を完了するため
(2) 本サービスおよびこれに付帯関連するサービス等の提供のため
(3) 利用者に対し、本サービスに関して電子メール、ダイレクトメール等によるご案内を
行うため
(4) 本サービスを通じて行われる企画の商品や、インセンティブにかかる商品を配送する
ため
(5) 新規サービスの開発または本サービスの向上等のため
(6) 利用者情報の属性やデータを集計・分析するため
(7) 利用者からの問い合わせに対応するため
(8) 利用者より個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止または消去を請求された場
合、利用者の本人確認を行うため
(個人情報の取扱いの委託)
第 43 条 組合は、前条の利用目的を達成するために、利用者から提供される個人情報の全てについ
て、その取り扱いを KENPOS 事務局に対して委託します。また、組合は、利用目的の達
成に必要な場合、個人情報の取り扱いを、KENPOS 事務局を通じて、パートナー企業、商
品交換パートナー企業その他の第三者に委託する場合があります。その場合、組合は、
KENPOS 事務局をして、当該第三者と個人情報の取り扱いに関する契約書を締結させ、書
面によって当該第三者に対して組合が負うのと同様の義務を負わせるものとし、その取り
扱いを提供された個人情報の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行うよう努め
ます。

(個人情報の第三者への提供)
第 44 条 組合は、利用者の個人情報について、ご本人の同意を得ずに第三者に提供することは原則
として行いません。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
(1) 法令に基づく場合
(2) 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、ご本人の同意を
得ることが困難であるとき
(3) 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、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 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、ご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
(個人情報の開示)
第 45 条 利用者は、KENPOS サイトにおいて自らの個人情報を閲覧することが可能ですが、利用者
が何らかの事情により自らの個人情報の全部又は一部を閲覧することができない場合は、
第 48 条に定める方法によりご連絡下さい。
2.
組合は、個人情報を開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その全
部または一部を開示しないことがあります。
(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) 組合の業務の適正な実施に著しく支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の諸法令に違反することとなる場合
3.
組合は、開示を求められた個人情報の全部または一部について開示をしないこととした場
合は、利用者に対して所定の方法により通知します。
(個人情報の訂正、追加、削除、利用の停止等)
第 46 条 利用者は、KENPOS サイトにおいて、自らの個人情報を訂正、追加、削除または利用の停
止もしくは消去(以下｢訂正および利用停止等｣といいます)を行うことが可能です。何らかの
事情により、利用者が自らの個人情報の訂正および利用停止等を行うことができない場合
は、第 48 条に定める方法によりご連絡下さい。
2.
組合は、訂正および利用停止等を求められた個人情報の全部または一部について訂正およ
び利用停止等をしないこととした場合は、利用者に対して所定の方法により通知します。
(個人情報に係る免責事項)
第 47 条 以下の場合は、第三者による個人情報の取得に関し、組合は何らの責任を負いません。
(1) 利用者が、本サービスの機能または別の手段を用いて、他の利用者その他第三者に個
人情報を明らかにした場合
(2) 利用者が本サービス上に入力した情報等により、個人が識別可能となった場合
(個人情報に関するお問い合わせ)
第 48 条 本サービスに関して組合が取り扱う個人情報に関するお問い合わせは、お問い合わせ窓口
までご連絡下さい。
(提供の任意性)
第 49 条 組合に対する利用者の個人情報の提供は利用者の任意です。ただし、所定の情報の提供が
ない場合、利用者は、本サービスの一部又は全部を受けることができない場合があります。
(クッキーについて)
第 50 条 クッキーとは、ウェブサイト側からユーザーのコンピューターに小さなデータファイルを
書き込み、ユーザーを確認する仕組みを指します。KENPOS サイトでは一部のサービスに
おいてクッキーを使用しておりますが、利用者のプライバシーを侵害するものではありま
せん。また、クッキーの使用の可否はブラウザの設定によりますが、使用を拒否した場合、
本サービスの一部を正常に受けられない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

第6章

その他

(公租公課)
第 51 条 本サービスの利用または本規約もしくは本規約に基づく費用・手数料等に関して課される
消費税その他の公租公課は利用者の負担とします。
(準拠法)
第 52 条

本サービスの提供に関する準拠法は、日本法とします。本サービスに関する一切の紛争に
ついては、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。

付則：この規約は 2013 年 3 月 1 日からすべての利用者に適用されます。
2013 年 3 月 1 日策定
2014 年 1 月 22 日改定
KENPOS 事務局

