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HACCP ナビサービス利用規約

本規約は、株式会社三菱総合研究所（以下「MRI」という。）が提供する食品安全マネジメントシステム
に係る業務支援システムである「HACCP ナビ」及び関連するサービスを利用する場合の条件を定める
ものである。
第１条（定義）
本規約に定める用語を次の通り定める。
(1) 「本件システム」とは、運営者が開発並びに管理・運営する、JFS-A･B･C 規格、厚生労働省基
準等に準拠した食品安全マネジメントシステムに係る文書・帳票の作成やその運用実績の記録
等の業務を支援することを目的としたウェブブラウザ上で起動するシステムである「HACCP
ナビ」
、及び、契約者の選択により提供される追加機能部分（以下「オプション機能」という。）、
並びに、それらの起動に必要な一連の装置及び機器等をいい、利用者の装置及び機器等を除く
ものをいう。
(2) 「本件サービス」とは、本件システムの使用許諾及び本件システムに関連して提供されるサー
ビスの総体をいう。
(3) 「契約者」とは、本契約に定める条件の下、本件システムの使用許諾を受け本件サービスの提
供を受ける者をいう。
(4) 「運営者」とは、本件サービスの運営者である MRI 及び株式会社アイネス（東京都千代田区）
をいう。
(5) 「販売者」とは、MRI 又は MRI の販売店もしくは MRI から第三者に対する本件システムの再
使用許諾又はサービスの提供について許諾を与えられた者であり、契約者との間で本件サービ
スの提供に関する契約を締結する者をいう
(6) 「申込者」とは、本件サービスを申込み又は申込もうとする者をいう。
(7) 「本件申込書」とは、本件サービスを申込むために必要な紙又は電子的な手段による申込書で
あり、販売者が指定するものをいう。
(8) 「本契約」とは、本件サービスに関連して販売者と契約者の間において合意される契約（本件
申込書において契約者が同意した内容を含む）及び本規約並びに関連する販売者と契約者の間
の合意の総体をいう。
(9) 「利用者」とは、主として本件サービスにおいて提供される情報を得るなどの目的において本
件システムを実際に利用する個人であって、本契約において利用者と認められる者をいう。
(10) 「本件システムサイト」とは、運営者又は運営者から委託を受けた第三者が管理・運営する、
本件システムが設置されたインターネット上のウェブサイトをいう。
(11) 「サービス利用代金」とは、契約者が販売者に対して支払う本件サービスの対価をいう。
(12) 「第三者サービス」とは、運営者以外の者がウェブサイト又はアプリケーション・ソフトウェ
アを介して運営するサービスであり、本件サービスと連携するものをいう。
第 2 条（申込及び ID・パスワードの発行）
１

申込者が本件サービスを申込む場合、販売者に対し本件申込書を提出するものとする。

2

販売者は本件申込書を受領した場合、申込内容を審査のうえ、申込を承諾する場合には、本件シ
ステムにアクセスするために必要な ID 及びパスワードを申込者に通知する。本契約は当該通知が
申込者に到達した時点をもって成立したとみなされる。

3 契約者は、ID 及びパスワードを自己の責任において管理しなければならず、利用者を除く第三者
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に開示、貸与、譲渡してはならない。
4 契約者は、ID 及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者による不正使用等に起因する
損害につき自ら責任を負うものとし、販売者又は運営者は一切の責任を負わないものとする。
5 契約者は、ID 及びパスワードの紛失、盗難又は漏洩もしくは契約者の ID 及びパスワードを使用
した本件システムの不正使用等の事実を知った場合、直ちに販売者に届け出て、その指示に従わな
ければならない。
第３条（通知）
１

販売者又は運営者が本件サービスに関連して契約者に通知する場合には、本件システムサイトに

掲示する方法又は本件申込書に記載された契約者の電子メールアドレス・住所（変更があった場合
は当該変更後の電子メールアドレス・住所をいう）に宛てて電子メール・文書を送信する方法など、
通知の内容に応じて適切と判断する方法で実施する。
２

前項に定める方法により行われた通知は、本件システムサイトに掲示する方法の場合には通知内

容が本件システムサイトに掲示された時点に、電子メール・文書を送信する方法などによる場合は
販売者又は運営者が電子メール・文書を発信した時点で、それぞれその効力を生じるものとする。
第４条（使用許諾）
１

販売者は本件申込書の内容に従い、契約者に対し、本契約に定める条件の下で本件システムを使

用することを許諾する。
２

販売者は、契約者に対し、本件システムの使用を許諾するために必要な権利を有することを表明

し保証する。
3 契約者は、契約者の役員及び従業員その他の使用者並びに、第三者であって、契約者において JFSA･B･C 規格、厚生労働省基準等に準拠した食品安全マネジメントシステムに係る文書・帳票の作成
やその運用実績の記録をするために必要な者及びその記録を閲覧する者に、契約者が指定する利用
者として、本件システムを使用させることができる。この場合、契約者は利用者に対し、本契約に
定める契約者の義務と同じ義務を課さなければならない。
4

契約者は、販売者の書面による承諾がある場合を除き、前項に定める者以外の者を利用者として
本件システムを使用させてはならない。

5 契約者は、次なる行為を行ってはならず、利用者において行わせてはならない。
(1) 販売者又は運営者らその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その
他の権利又は利益を侵害し、又は侵害するおそれのある行為（かかる侵害を直接又は間接に惹
起する行為を含み、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング及び本サービス
の利用を繰り返すことにより得られる結果を用いたプログラムの開発を含む。）
(2) 法令もしくは販売者、運営者又は契約者が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(3) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を、本件シ
ステムを通じて、又は本件システムに関連して使用し、又は提供する行為
(4) 本件システムの使用で知り得た、販売者、運営者又は本件サービスに関連する第三者の未公開
の情報を漏洩、改ざんする行為
(5) 販売者又は運営者が定める一定のデータ容量以上のデータを、本件システムを通じて送信する
行為
(6) 販売者及び運営者による本件システムの運営を妨害するおそれのある行為
(7) 本契約において利用者と認められる者以外に本件システムを使用させる行為
(8) その他、販売者が不適切と判断する行為
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第５条（サービス利用代金）
１

契約者は販売者に対し、販売者又は運営者の定める基準により、本件申込書に記載されたサービ

ス利用代金を支払うものとする。
２

契約者がオプション機能の追加を希望する場合の対価の額及び支払の時期は、販売者又は運営者

の定める基準によるものとする。
３

本許諾契約の規定に基づき精算されるサービス利用代金は、いかなる場合も日割では計算されな

いものとし、その最小単位を月額とする。
第６条（バージョンアップ等）
１

契約者は、運営者が必要に応じて随時、本件システムの修正、改修、改変、追加又はバージョン

アップ（以下「バージョンアップ等」という。）を行うことを認める。
２

販売者は、契約者から本件システムに対する意見や要望等を受けた場合、運営者によるバージョ

ンアップ等において反映することを検討する。ただし、販売者は、バージョンアップ等に際し契約
者の意見や要望等が必ず反映されることを保証するものではない。
３

販売者及び運営者は、バージョンアップ等により契約者に生じた損害および不利益につき一切の

責任を負わない。
第 7 条（維持管理）
１

運営者は、本件サービスが、運営者が指定する推奨環境において機能するように合理的な最大限

の努力を行うものとする。
２

販売者は、販売者又は運営者が本件システムの管理上必要と認めた場合には、契約者に対し資料

の提供等の必要な協力を求めることができる。
３

契約者及び販売者は、本件システムにシステム障害が生じた場合又はシステム障害が生じるおそ

れがある場合（サイバー攻撃等の予告がなされ又はサイバー攻撃等が検知された場合を含むがそれ
に限らない）
、直ちに相手方に通知する。その場合、販売者と契約者が協力してシステム障害の回復
又は回避及び原因の究明に向けた必要な措置を講じるものとする。
第 8 条 （第三者サービス）
１

契約者は、本件サービスと連携する第三者サービスが、運営者と第三者サービスを運営又は提供

する者（以上「第三者サービス提供者」という）との間に提携、協調、授権その他の一切の協力関
係が存在することを意味するものではないことを理解するとともに、第三者サービスとの連携によ
り取得されるデータ等の正確性、完全性等につき販売者又は運営者が保証するものでないことに同
意する。
２

契約者は第三者サービスを利用するにあたり、第三者サービス提供者又はその他の第三者との間

で生じた紛争その他一切の債権債務関係について、自己の責任と費用で解決するものとし、販売者
及び運営者に何ら迷惑又は損害をかけないものとする。
３

契約者は、第三者サービスから取得するデータが、通信設備等の状態により本件サービスにおい

て正確に表示されない可能性があることを予め了承する。
４

第三者サービスの利用は、契約者と第三者サービス提供者との間において別途定める契約に従う

ものとする。
第 9 条 （データの保管・管理）
契約者は、利用者が本件システムに入力した情報（以下「契約者データ」という。）の全てについ
て、自己の責任において保管及び管理するものとし、販売者及び運営者は、理由の如何を問わず契
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約者データの消失ないし破損等について一切の責任を負うものでない。
第 10 条（データの利用）
契約者ならびに販売者及び運営者は、正当な理由なく本件システムを通じて得られたデータ（契
約者データを含むがこの限りではない。）を、利用者を除く第三者に開示しないものとする。ただ
し、次なる場合はこの限りではない。
(1) 運営者が、本件システムのバージョンアップ、新たなサービスの開発もしくは利用者のアクセ
スの統計又は傾向の分析その他の業務を委託するため、受託者たる第三者に開示する場合
第 11 条（著作権等）
１

本件システムを構成するソフトウェア及び本件サービスに基づき契約者に提供される資料又は

情報の著作権、特許権その他の知的財産権及び所有権（以下「知的財産権等」という）は、契約者、
販売者もしくは第三者に権利が帰属するものを除き、いずれも運営者に帰属する。
２

契約者は、本件システムに関する又は本件サービスにおいて提供を受けた知的財産権等のうち、

運営者の権利にかかる部分を第三者に譲渡、賃貸又は担保の設定等をしてはならない。
３

契約者は、本件システムにおける又は本件サービスにおいて提供を受けた知的財産権等のうち運

営者の権利にかかる部分に関する情報であって公開されていないものを、第三者に対して漏洩、開
示してはならない。
第 12 条（第三者による権利侵害主張）
契約者が、本件サービスについて、第三者から著作権、特許権、その他の知的財産権を侵害する
ものであるとして請求等を受けた場合、契約者は速やかに販売者に報告し、その解決につき販売者
並びに運営者に合理的な範囲で協力する。
第 13 条（本件サービスの提供中断）
１ 販売者又は運営者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者又は利用者に対する事前
の通知・承諾なく、本件サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものする。
(1) 運営者が本件システムの保守、点検、修理又はバージョンアップ等をするとき。
(2) 運営者が本件システムを稼働するための設備の保守、点検、修理等をするとき。
(3) 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止するなど、販売者又は運営者以外の第三者の
行為に起因して、本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
(4) 本件システム及び本件システムを稼働するための設備に不測の障害等が発生したとき。
(5) 天災地変、戦争・テロ・動乱・暴動等の不可抗力により本件サービスの提供ができなくなった
とき。
(6) 法令規制、行政命令等により、本サービスの提供が困難になったとき。
(7) その他、本件サービスの中断・停止を必要と判断したとき。
２

販売者及び運営者は、前項の定めに基づき本件サービスの全部又は一部の提供を中断したことに

より、契約者又は利用者もしくはその他の第三者に何らかの損害が生じたとしても、これによって
生じたいかなる損害についても賠償する責に任じないものとする。
第 14 条（非保証）
販売者及び運営者は、以下の各号に掲げる事項に起因して契約者又は利用者もしくはその他の第
三者に損害が生じた場合であっても、それらの者に対して当該損害を賠償する責に任じないものと
する。

「HACCP ナビ」サービス利用規約

(1) 本件サービス（バージョンアップ等により変更されたものを含む。以下本条において同じ）が
利用者の意図する目的又は用途に合致していないこと
(2) 利用者のシステム又はネットワーク環境等に起因して本件システムが起動せず又は正常に動
作しなかったこと
(3) 利用者が第三者の知的財産権その他の権利もしくは利益を侵害する態様で本件システムを使
用したこと
(4) 本件システムに含まれる情報が完全性、正確性又は確実性（以下「完全性等」という。
）を欠く
ものであったこと。ただし、情報の完全性等を欠くに至った原因が、販売者又は運営者の故意
又は重大な過失による場合はその限りではない。
第 15 条（守秘義務）
１ 契約者及び販売者は、互いに相手方及び運営者らの営業上又は技術上の秘密に属する情報（以下
「秘密情報」という。
）を、書面による承諾なしに第三者に開示又は漏えいしてはならない。ただし、
官公庁その他から法律上の理由に基づき開示を求められた場合はその限りではない。
２ 前項にかかわらず、次に掲げる情報は秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示を受けた際に既に自ら保有していた情報
(2) 開示を受けた際に既に公知であった情報
(3) 自らの責によることなく公知となった情報
(4) 正当な権利を有する第三者から守秘義務を負うことなく知得した情報
第 16 条（解除）
１

契約者又は販売者は、次の各号のいずれか一つに該当する場合、何ら催告を要せず本契約の全部

又は一部を解除することができる。
(1) 相手方が、本契約のいずれかの条項に違反したとき
(2) 相手方が、他から仮差押え、強制執行、競売の申立、租税公課の滞納による差押え、支払の停
止処分を受け、もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清
算手続開始の申立を受けるか、自ら申し立てたとき
(3) 相手方の財産状態の著しい悪化により、本契約に定める当事者の義務を履行できないおそれが
あると認めるに足りる相当の理由があるとき。
(4) 相手方において、主要な株主の変更、事業譲渡・合併・会社分割等の組織再編、その他会社の
支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき。
(5) 相手方の取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、もしくは顧問その他のアド
バイサーが反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ず
る者を意味する。以下同じ。
）であること、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維
持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関
与を行っていることが判明した場合において、その解消を求める通知を受領後相当期間内にこ
れが解消されないとき。
(6) 相手方による契約者又は販売者の信用、名誉又は利益を損なう行為などにより、信頼関係が著
しく損なわれたと認めるに足りる状況があるとき。
2

契約者が前項の各号のいずれか一つに該当する場合、契約者は期限の利益を喪失するものとし、
その時点において販売者に対して負う債務を一括して支払わなければならない。

第 17 条（損害賠償）
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１

販売者又は運営者は、契約者が本契約の条項に反したことにより損害を受けた場合、第５条に定

めるサービス利用代金の年額相当額を限度として契約者に対して損害賠償を請求できるものとす
る。ただし、当該損害が契約者又は利用者の故意又は重大な過失によって発生した場合はこの限り
ではなく、損害賠償額の上限の定めは適用されないものとする。
２

販売者は、本件システムの使用に関し、契約者及び利用者に生じた損害に対する賠償の責めを負

わない。ただし、損害が販売者又は運営者の故意又は重大な過失によって発生した場合はこの限り
ではなく、サービス利用代金の年額相当額を限度として、これを賠償する責任を負うものとする。
第 18 条（変更）
１

運営者は、いつでも契約者の事前の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更することができる。

２

運営者が本規約の内容を変更し、その変更内容を契約者に通知した場合、通知において指定され

た期日以降（ただし、通知において期日を指定しない場合には、運営者が通知を発した当日を期日
とする。
）に、本件サービスを利用したときは、変更後の本規約に同意したものとみなし、変更後の
本規約が適用されるものとする。この場合において、契約者が通知において指定された期日内に解
約の手続きをとらなかったときは、変更後の本規約に同意したものとみなされるものとする。
第 19 条（期間）
１

本契約の有効期間は、本件申込書にて定めるとおりとする。

２

前各項の規定によらず、販売者（MRI を除く）及び MRI の間における本件システムの使用許諾

に関連する契約が終了した場合、本契約は直ちに終了する。
第 20 条（中途解約）
１

契約者及び販売者は、相手方に対し 1 ヶ月前に書面により通知することにより本契約を解約する

ことができる。
２

前項の場合において、残存する有効期間がある場合、販売者は次に定める基準により発生しない

サービス利用代金については契約者に対して請求せず、契約者よりサービス利用代金を受領済みで
あれば発生しない代金相当額を契約者へ返還する。
残存期間

発生しないサービス利用代金

9 か月以上

9 か月分

6 か月以上９か月未満

6 か月分

3 か月以上 6 か月未満

3 か月分

第 21 条（料金プランの変更）
１

契約者は、販売者に対し 1 ヶ月前に書面又は電子的な手段により通知することにより本契約にお

ける料金プランを変更することができる。
２

前項の場合において、料金プランを変更後に残存する契約期間がある場合、販売者は次の各号に

定める基準により追加料金の徴収又は差額の払い戻しを行う。
(1) 料金プランの変更に伴う利用代金の変更により「追加料金が発生する」場合
現在契約中の料金プランと変更後の料金プランの年間利用代金の差額を 12 で割った額に、残
りの契約期間月数を乗じた代金が発生する。
(2) 料金プランの変更に伴う利用代金の変更により「差額の払い戻しが発生する」場合
現在契約中の料金プランと変更後の料金プランの年間利用代金の差額を 12 で割った額に、残
りの契約期間月数が 3 か月以上 6 か月未満である場合には「3」
、6 か月以上 9 か月未満である

「HACCP ナビ」サービス利用規約

場合は「6」
、9 か月以上である場合は「9」を乗じた額を返金する。３か月未満である場合には
返金を行わない。
第 22 条（準拠法及び合意管轄）
１

本契約の準拠法は日本法とする。

２

本契約の条項の解釈及び本契約に定めのない事項につき疑義又は紛争が生じた場合には、東京地
方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 23 条（協議）
本契約に定めのない事項及び本契約に関し疑義が生じたときは、契約者及び販売者が協議して定
めるものとする。
附則
2019 年 10 月 1 日 制定・施行

