介護レク村MARKET利用規約
株式会社クリエ・ココ（以下「当社」という）は、介護レクリエー
ションプログラム（以下「レクネタ」という）投稿サイト及びネット
購入等のサービス（以下「本サービス」という）を提供するにあた
り、次の通り利用規約（以下「本規約」という）を定めます。本規約
は、会員のみなさまが本サービスを利用するにあたり適用されるルー
ルとなります。本サービスを快適にご利用になるために、本規約の内
容をよくお読みください。

第１章 総論
第１条

目的
本サービスは、「介護に携わる方々が日々行うレクネタを共有できる
しくみを提供することにより、介護の現場に笑顔をお届けする！」を
テーマとして２０１３年８月にスタートしたものです。本サービス
を、会員のみなさまのお力をいただき、共に発展させていくことがで
きればこの上ない喜びです。当社は、よりよいサービスを提供できる
よう、継続的に努力いたします。

第２条

定義
本規約における用語の定義は、別途定めるものを除き、以下のとおり
とします。

一 「会員」とは、当社が定める手続きに従って会員登録が完了
された方をいいます。
二 「ＩＤ」とは、利用者を特定するために会員登録をしていた
だいた方について設定される固有の文字列をいいます。
三 「パスワード」とは、会員の認証のために使用される、ＩＤ
に対応した文字列の組み合わせをいいます。
四 「アカウント」とは、お客様が本サービスを利用するために
必要な個人認証情報（ＩＤ等を含む）をいいます。
五 「レクネタ投稿」とは、会員が、本サイトにレクネタ情報を
アップロードすることをいいます。
六 「チケット」とは、会員の申請によって発行され、「介護レ
ク村MARKET」内でのみ使用することができる電子通貨をいいま
す。
七 「ポイント」とは、レクネタが購入された場合に当該レクネ
タを提供した会員に対して発行される、「介護レク村MARKET」内
と換金代行会社「PointExchange」内でのみ利用可能な特典をいい
ます。

八 「知的財産」とは、発明、考案、意匠、著作物その他の人間
の創造的活動により生み出されるもの（発見または解明がされた
自然の法則または現象であって、産業上の利用可能性があるもの
を含む）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務
を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上ま
たは営業上の情報をいいます。
九 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、著作
権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利
または法律上保護される利益に係る権利をいいます。
十 「個人情報」とは、個人に関する情報であって、氏名、生年
月日等、特定の個人を識別できる情報をいいます。
十一 「登録情報」とは、会員登録や会員サービスの提供を受け
る目的で、会員が当社に提供した一切の情報をいいます。
第３条

規約の変更等と承諾
当社は、自らの判断により、会員に事前通知を行うことなく、本規約
の変更を行うことができるものとします。

２ 本規約の変更は、当社が提供する手段を通じて随時会員に通知す
るものとします。
３ 会員が、本規約の変更の効力を生じた後も、本サービスを利用す
る場合、変更後の全ての事項に同意したものとみなします。

第４条

サービス内容
当社は、本サイトにおいて、レクネタ提供サイト、ネット購入その
他、本サービスの目的を実現するための様々なサービスを提供しま
す。個別のサービスの説明及び規定については、それぞれのページを
ご覧ください。

第５条

サービス提供期間
本サービスの契約期限は特に設けません。但し、会員が契約解除の事
由となる行為を行ったときは、当社は即時に契約解除できるものとし
ます。

第６条

利用料金
会員は、ネット購入（及びそれに伴うチケットの購入）を除き、本
サービスの利用に関して、特別な負担はありません。
２ 当社は、経済情勢の変動等により、随時料金規定を変更できるも
のとします。

第７条

外部委託
当社は、システム管理及びクレジット決済代行その他、必要に応じて
業務の全部または一部を外部委託することができるものとします。

第２章 会員登録・退会手続
第８条
会員登録
本サービスの利用を希望する方は、本規約に同意した上で、所定の方
法で入会の申込を行ってください。

２ 入会の申込をした方は、当社がその申込を承諾し、ＩＤ登録が完
了した時点から会員となり、本サイトの提供するサービスを利用する
ことができます。
３ 当社は、会員向けに電子メールで連絡事項の告知や広告その他の
情報提供を行います。原則として電話や郵便での連絡は行わないの
で、あらかじめご了承ください。
４ 当社は、入会申込者が次の各号のいずれか一つに該当する場合
は、当社の判断により入会申込を承諾しないことがあります。
一 入会申込者が、当社の定める方法によらず入会の申込を行った場
合
二 入会申込者が、過去に本規約または当社の定めるその他の利用規
約等に違反したことを理由として退会処分を受けた者である場合
三 入会申込者が、不正な手段をもって登録を行っていると当社が判
断した場合
四 入会申込者が、本人以外の情報を登録している場合
五 既に本サービスの会員登録をしている方が申し込む場合
六 反社会的勢力等（暴力団、暴力団構成員、準構成員、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
暴力集団その他の暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追
求する集団または個人をいいます。以下同じ。）に該当する場合、ま
たは資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経
営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との間で何らかの交流若
しくは関与を行っている者であると当社が判断した場合
七

第９条

その他当社が不適切と判断した場合

ＩＤ・パスワード管理
会員は、本サービスに使用するＩＤ及びパスワードを管理する責任を
負うものとします。
２ 会員は、登録したＩＤを利用して行ういかなることについても、
当社に対して責任を負うことに同意するものとします。

３ ＩＤ及びパスワードの不正利用の疑いがあると感じたとき、また
は他人に使用されるおそれがある場合は、当社宛にご連絡ください。

第１０条

アカウントの保有
会員は、１名につき１つのアカウントを保有するものとします。１人
が複数のアカウントを保有することはできません。
２ 当社が別途認める場合を除き、複数人が１つのアカウントを共同
して保有することはできません。
３ 会員は、アカウントを第三者に譲渡又は貸与することはできませ
ん。

第１１条

登録情報の変更
会員の登録情報に変更が発生した場合は、速やかに変更の手続を行っ
てください。これを怠ったことにより不具合が発生しても、当社は一
切の責任を負いません。

第１２条

利用環境整備
会員は、本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア、通
信回線等を自らの責任と費用にて整備してください。

２ 会員は、コンピュータウィルス等の感染防止等のセキュリティ対
策を自己の責任と費用にて講じてください。

第１３条

退会
退会を希望する場合、会員は当社所定の方法により退会の手続を行っ
てください。
２ 当社は、会員が次の各号のいずれか一つの行為を行った場合、当
社の判断により強制的に退会いただきます。
一 当社の定める方法によらず会員登録を行ったことが明らかとなっ
た場合
二 本規約または当社の定めるその他の利用規約等に違反した場合
三

その他当社が不適切と判断した場合

第３章 レクネタの投稿
第１４条 レクネタの投稿
会員は、レクネタを本サイトに投稿（レクネタ投稿）することによっ
て、他の会員に当該レクネタを購入してもらうことができます。

２ 会員が前項のレクネタの投稿を行うにあたっては、自ら販売価格
を設定していただくこととします。
３

第１５条

レクネタの販売価格は、チケット単位で行うこととします。

レクネタ投稿における著作権等の扱い
表現方法、説明文などに創作性があるものや独自の画像については、
市販の書籍と同様、著作権の保護対象となります。
２ 会員は、第三者の著作権を侵すことのないよう、レクネタ投稿を
行わなければなりません。雑誌、ホームページ、ＴＶなどからの文章
等の無断転載は禁じます。ただし、事前に権利保有者の許諾を得たも
のは、この限りではありません。
３ 会員は、レクネタ投稿を行うにあたり、当該レクネタが著作権そ
の他の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。
４ 会員が投稿したレクネタについて、著作権等の権利が会員に認め
られる場合、当該権利は会員に留保されるものとします。

５ 会員は、広告宣伝の目的に必要な範囲で、当社に対し、投稿した
レクネタの国内外における複製、公衆配信、頒布、翻訳、翻案その他
あらゆる形態での無償利用（第三者に対する再使用許諾を含む）を行
う独占的な権利を付与するとともに、著作者人格権を行使しないもの
とします。

第１６条

当社による内容確認
当社は、投稿されたレクネタの内容に不適切な表現、不適切な画像が
含まれていないことを確認し、本サイトに掲載します。
２ 前項の当社による内容確認は、レクネタ自体の品質を何ら保証す
るものではありません。

第１７条

報酬の受領と換金方法
レクネタを他の会員が購入した場合、当該レクネタを投稿した会員
は、当社で定める基準によるポイントが付与されます。
２ ポイントの換金は、本サイトが別途定める基準を超えた場合に、
会員がPointExchangeに申請して行うこととします。

第４章 レクネタの購入
第１８条 チケットの購入
会員がレクネタを購入するためには、あらかじめ当社の定める方法に
より、チケットを購入していただくことが必要です。

第１９条

チケットの払戻し

第２０条

レクネタの購入

会員が購入したチケットは、払い戻すことはできません。
会員は、他の会員から投稿されたレクネタをチケットで購入すること
ができます。

第２１条

会員によるレクネタの評価
レクネタを購入した会員は、当該レクネタの感想と評価を、本サイト
に投稿することができます。

第２２条

購入した情報の再配布
会員は、購入したレクネタを、購入した会員の所属する介護施設内に
限り、再配布することができることとします。

第５章 会員の遵守事項と禁止行為
第２３条 遵守事項
会員は、本サービスを利用して行う自らの行為について一切の責任を
負わなければなりません。
２ 会員が登録・投稿等した情報の出所等に関する責任は、会員自身
にあることを理解して、登録・投稿を行ってください。
３ 会員は、当社に情報をバックアップする義務がないことを理解
し、会員自身で必要な情報をバックアップしてください。

第２４条

禁止行為
本サービスの利用に際し、当社は会員に対し、次に掲げる行為を禁止
します。違反した場合、即時解約、利用停止、掲載情報の削除等、当
社は必要な措置を取ることができます。

一 当社または第三者の名誉・信用を毀損または不当に差別もしくは
誹謗中傷する行為
二
三

当社または第三者のプライバシー権を侵害する行為
当社または第三者の個人情報を、事前の許諾なく開示する行為

四 当社または第三者の財産を侵害する行為、または侵害する恐れの
ある行為
五
六
七
八

当社または第三者に経済的損害を与える行為
当社または第三者に対する脅迫的な行為
ＩＤを第三者に譲渡、質入、貸与する行為
ＩＤの利用を停止された者に代わってＩＤを取得する行為

九
為
十

１人が複数のメールアドレスを登録して複数のＩＤを保有する行
複数人が１つのＩＤを共同して保有する行為

十一 他者になりすまして本サービスを利用する行為
十二 本サービスの運営及びシステムに支障を与える行為
十三 わいせつ、児童ポルノ、品性を欠く内容と当社が判断する情報
を登録する行為
十四
十五

虚偽の情報を登録すること
本サイトの趣旨と関係のない画像、文章等の登録を行うこと

十六 いわゆる「さくら」的な行為等、故意に商品（レクネタを含
む）やサービスを優良と誤認させるような内容を投稿または送信する
行為
十七 法令に違反する情報登録を行うこと
十八 民族的・人種的差別につながる情報登録を行うこと
十九 閲覧者に嫌悪感を与える情報登録を行うこと
二十 上記の他、当社が不適切と判断する行為

第６章 当社の責任と権限
第２５条 登録情報の利用
当社は、会員の登録情報を本サービス及び本サイトの告知（ＴＶ、雑
誌、インターネット等）のために利用できるものとします。但し、個
人が特定できないように適切な個人情報保護措置を取るものとしま
す。

第２６条

利用制限
当社は、会員が次の各号のいずれか一つに該当する場合、本サービス
の利用の全部または一部を制限することができるものとします。
一 会員の本サイト利用により、コンピュータウィルスや大量送信
メールの拡散など、当社または第三者に被害が及ぶおそれがあると当
社が判断した場合
二

当社が会員と電子メールによる連絡が不能となった場合

三

会員が、行政処分その他公権力による処分を受けた場合

四

その他、当社が利用制限をする必要があると判断した場合

２ 利用制限に関して発生した損害につき、当社は一切の責任を負わ
ないものとします。

第２７条

当社の削除権限等
次の各号に掲げた事項が確認された場合、当社は事前通知なく登録情
報等を即時に削除し、ＩＤの削除ならびに将来にわたる利用禁止の措
置を取ることができるものとします。
一 会員が本規約または本サイトで別途定められた規定に違反したと
き
二 登録されたＩＤが反社会的勢力またはその構成員や関係者によっ
て取得または使用されたとき、もしくは使用されるおそれがあると当
社が判断したとき
三

掲載された登録情報が会員の保有するものでないと判明したとき

２ ＩＤの削除または利用禁止に関し、当社は該当者及び第三者に対
して一切責任を負わないものとします。

第２８条

通信の秘密
当社は、電気通信事業法に基づき、会員の通信の秘密を守ります。
２ 当社は、次の各号に掲げる場合、当該各号に定める範囲内におい
て前項の守秘義務を負わないものとします。
一 刑事訴訟法または犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定め
に基づく強制処分または裁判所の命令が行われた場合･･･当該処分ま
たは裁判所の命令の定める範囲内
二 法令に基づく行政処分が行われた場合･･･当該処分または命令の
定める範囲内

三 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の
開示に関する法律第４条に基づく開示請求の要件が満たされていると
当社が判断した場合･･･当該開示請求の範囲内

四 第三者の生命、身体または財産の保護のために必要があると当社
が判断した場合･･･第三者の生命、身体または財産の保護のために必
要な範囲内
３ 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信
者情報の開示に関する法律第４条第２項の定めに従い、開示するかど
うかについて当該登録情報の発信者の意見を聴くものとします。但
し、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができな
い場合、その他特別の事情がある場合には、この限りではありませ
ん。

第２９条

個人情報管理
個人情報の保護については、当社が別途定める「プライバシー・ポリ
シー」によるものとします。

第３０条

非保証
当社は、次の各号について一切の保証を行いません。
一 本サービス利用に起因して会員等のＰＣに不具合や障害が生じな
いこと
二 会員の投稿するレクネタ、感想・評価の内容の正確性及びシステ
ムの完全性
三 会員の投稿するレクネタ、感想・評価等が第三者の権利を侵害し
ていないこと
四 本サービスが永続すること
五 本サービスの利用に中断またはエラーが発生しないこと

第３１条

免責
当社は、次の各号について一切の責任を負わないものとします。
一
二

閲覧するＰＣ利用環境に起因する一切の不具合
本サービスの内容変更、中断、終了によって生じた損害

三

予期せぬ要因で本サイトの閲覧に関して生じた障害

四 登録情報の監視、チェック、保存
五 登録情報及び本サイトに掲載されたレクネタの合法性、道徳性、
信頼性、正確性
六 本サイトで購入したレクネタを利用したことにより、利用者に対
して直接的または間接的に発生した損害
七 本サイトからリンクしているウェブサイトの合法性、道徳性、信
頼性、正確性

第３２条

賠償額の制限
当社は、本サービス利用により生じた一切の損害につき、その賠償義
務を負いません。但し、当社の故意または重大な過失により会員その
他第三者に損害を与えた場合は、該当する者が直接被った損害額の実
費を上限として損害賠償を行うことがあります。
２ 当社は、会員その他に発生した機会逸失、業務の中断その他いか
なる損害（間接損害や逸失利益を含みます）に対して、当社が係る損
害の可能性を事前に通知されていたとしても、一切の責任を負いませ
ん。

第３３条

不可抗力
天災、洪水、津波、稲妻、台風、嵐、地震、疫病その他の伝染病、戦
争、戦争の脅威、戦争状態、テロ、反乱、革命、火災、爆発、海難、
封鎖、暴動、ストライキその他の労働争議、騒擾、エネルギー供給ま
たは原材料の不足または統制、その他の法令または政府機関の行政指
導による規制、その他の法定のまたは政府による規制、または他の類
似したもしくは類似しない当社の合理的支配の及ばない状況で、直接
または間接的に生じた本規約上の義務の不履行や履行遅滞につき、当
社は、会員に対して一切責任を負いません。

第３４条

他のサービスとの関係

本サービスにおいて、本サイトその他に本規約以外の規定が存在する
場合は、そちらも適用されるものとします。本規約と相反する記述が
ある場合は、当該規定を優先適用します。

第３５条

サービス内容の変更等
当社が必要と判断した場合には、会員に通知することなく、いつで
もサービス内容を変更、停止または終了することができるものとしま
す。
２ サービス内容の変更、停止、終了に関して、当社は一切の責任を
負わないものとします。

第７章 雑則
第３６条

連絡方法
会員への連絡が必要であると当社が判断した場合には、原則として電
子メールを用いて通知します。
２ 会員が、当社に対し連絡が必要であると判断した場合には、原則
として電子メールにて連絡を行うものとします。

第３７条

違反通報窓口
本規約に違反する行為を発見した場合には、下記当社受付窓口までご
連絡ください。
service@rekumura.skr.jp

第３８条

準拠法
本規約の準拠法は日本法とします。

第３９条

裁判管轄
本規約に関連して当社と会員の間で生じた紛争については当社の所在
地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

