
メディカタログ®出展利用規約 

 

日本医師会 ORCA 管理機構株式会社（以下、「当社」といいます。）は、当社が運営する医療介護 ICT 製

品のウェブカタログサイト「メディカタログ®」（商標登録第 6010371 号。以下、「本サイト」といいま

す。）の出展・利用に関する条件として、以下の通りメディカタログ®出展利用規約（以下、「本利用規約」

といいます。）を定め、本利用規約に基づいて、本サイトにおけるサービスを提供します。 

 

第 1 条（本利用規約の範囲） 

１． 本利用規約は、本サイトにおいて当社が提供するサービス（以下、「本サービス」といいます。）

に関する利用条件等について規定するものです。 

２． 本利用規約に基づき、メディカタログ®出展の申込手続きを完了させ、当社の承認を受けた企業

を「契約者」とします。 

 

第 2 条（取扱準則） 

１． 本サービスの利用に際して、契約者は、本利用規約第 4 条の定めに従って、当社との間で、本サ

ービスの利用に関する契約（以下、「本利用契約」といいます。）を締結するものとします。 

２． 本利用契約において、本利用規約と異なる定めがある場合には、本利用契約が優先するものとし

ます。 

 

第 3 条（本サイト及び本サービスの枠組み） 

１． 当社は、契約者と資料請求者（契約者が本サイト上で販売する製品の資料を請求する者をいいま

す。以下同様）との取引の場として本サービスを提供し、本サイトにおいて契約者の製品・サー

ビスの紹介を行うとともに、資料請求者から資料請求を受けた場合の受付処理及び資料請求内容

の契約者への通知を行います。 

当該通知は、当社から契約者にメールを通じて行われ、資料請求者に対する資料の送付及び以降

の連絡等は、原則として契約者が行うものとします。 

２． 契約者は、本サイトを通して下記に定める行為を行うことができます。 

① 本サイトへの製品・サービスの出展 

② 出展製品・サービスの各種情報編集 

③ 製品・サービスの販売促進活動 

④ メディカタログ®契約者用管理システムの利用 

これらの行為を、契約者の依頼又はやむを得ない事情により当社が行った場合については、それ

によって発生する費用・損害等を契約者が支払う責任を負うものとします。 

 

第 4 条（本サイトの利用契約） 

１． 申し込み方法 

契約者になろうとする者は、メディカタログ®出展申込書（変更・退会申込書）兼同意書により、

当社に対して、本サービスの利用申込をするものとします。 



２． 申込みの不承認 

当社は、前項の申込者が契約者として不適当と判断した場合、本サービスの利用の承認を行わな

い場合があります。 

３． 本利用契約の成立時点 

当社が第 1 項の申込者による本サービスの利用を承認した場合、その後、契約者が当社に対し

て、第 7 条に定める出展料の初回の支払いを行った時点で、契約者と当社の間で本利用契約が成

立するものとします。  

 

第 5 条（出展期間） 

１． 本サービスの出展期間は、1 月から 12 月までの 1 年間を利用年度とし、別段の定めがある場合

を除き、契約者に本サービスの提供を最初に開始した月から 12 月末日までを初年度とします。 

２． 本サービスの出展期間は、別段の定めがない限り、当社が定める方法により期間満了月の前月末

日までに、契約者又は当社から本利用契約を更新しない旨の意思表示がないときは、本利用契約

は期間満了月の翌月からさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。 

 

第 6 条（申込内容の変更） 

１． 契約者は、その商号若しくは名称、所在地若しくは連絡先その他利用申込内容に変更があるとき

は、当社の定める書式により、変更予定月の前月末日までに当社に通知するものとします。 

２． 当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより、契約者が通知の不到達その他の事由に

より損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。 

 

第 7 条（出展料の支払） 

１． 契約者は、本サービス提供の対価として、「メディカタログ®出展申込書（変更・退会申込書）兼

同意書」に記載されている、本サービスの出展料（以下、「出展料」といいます。）及びこれにか

かる消費税等を支払うものとします。 

２． 当社は、当社の定める方法で、新年度の前々月末日までに次年度の出展料請求書を発行し、契約

者は新年度の前月までに次年度の出展料を支払うものとします。 

ただし、初年度の出展料については、出展開始希望月（当社からの承諾の旨の通知を受けた翌月

以降）から当該年度の 12 月までの利用月数分の出展料を出展開始希望日の前月末日までに支払

うこととします。 

 

第 8 条（契約者の登録情報） 

１． 契約者の登録情報は当社が保有するものとし、個人が特定できる情報（氏名・住所・電話番号・

メールアドレス等）については、本サービス提供に必要な範囲内での委託先への預託の他、契約

者による開示の承諾があるものを除き、原則として、社外の第三者への提供は行いません。 

２． 前項にかかわらず、以下の場合については、当該契約者の同意なく登録情報を開示することがあ

ります。 

（１） 当社及び他の契約者もしくは第三者に不利益を及ぼすと判断した場合、警察又は関連諸機



関に開示する場合 

（２） 警察、裁判所、検察庁、弁護士会、消費者センター又はこれらに準じた権限を有する機関

から、登録情報の開示を求められた場合、当社がこれに応じることを判断した場合 

（３） その他当社が開示を適法であると判断した場合 

３． 当社は、出展申込の際に契約者の申告する登録情報のすべての項目に関していかなる虚偽の申

告も認めないものとします。 

４． 契約者の登録情報に変更が生じた場合、契約者は速やかに所定の手続きを行うものとします。 

 

第 9 条（パスワードの管理） 

１． 本サイトを利用するために、契約者が登録したパスワードの管理と、その使用に関しての責任

は、全て契約者が負うものとします。 

２． 契約者によるパスワードの譲渡、売買、貸与等の行為は、一切禁止されるものとします。 

３． 当社は、契約者によるパスワードの使用上の過失及び第三者の利用に伴う損害の一切の責任を

負わないものとします。パスワードを用いて会社に対して行われた意思表示は、当該パスワード

を保持する契約者の意思表示とみなし、当該契約者が責任を負うものとします。 

 

第 10 条（取得した情報の本サイト以外での利用禁止） 

契約者は、当社が承認した場合（当該情報に関して権利を持つ第三者がいる場合には、当社を通

じ当該第三者の承諾を取得することを含む）を除き、資料請求者の個人情報等、当社を通じて入

手したいかなる情報も複製、販売、出版その他本サイト利用の範囲を超えて使用をすることがで

きないものとします。 

 

第 11 条（契約者の禁止事項） 

当社は、契約者の以下に該当する又はその恐れのある一切の行為を禁止します。 

（１） 公序良俗に反する行為 

（２） 犯罪行為に該当する又は犯罪行為につながる行為 

（３） 法令等に違反する行為 

（４） 当社及び他の契約者もしくは第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為 

（５） 当社及び他の契約者もしくは第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為 

（６） 当社及び他の契約者もしくは第三者に不利益を与える行為 

（７） 当社及び他の契約者もしくは第三者を誹謗、中傷する行為 

（８） 当社の本サイト等の運営を妨害、或いは当社の信頼を毀損するような行為 

（９） 有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為 

（１０） ＩＤ及びパスワードを不正に使用する行為 

（１１） その他当社が当該出店者の行為として不適切であると認めた行為 

 

第 12 条（本利用契約の解除） 

１． 契約者において、以下の項目に該当する事実があると当社が認めた場合、当社は、当該契約者へ



の事前通知、承諾なしに、本利用契約を解除することができるものとします。 

（１） 前条に定める禁止事項その他本利用規約の各条項に違反した場合 

（２） 出展時の申告情報が故意による虚偽の申告があった場合 

（３） パスワードを不正に使用し、又は使用させた場合 

（４） 当社が認めない不正な行為があった場合 

（５） その他当社が不適切と判断した行為があった場合 

２． 本利用契約を解除する場合、その契約者が当社に対して保有する全ての権利は失われるものと

します。  

 

第 13 条（退会） 

契約者が当社から退会する場合、所定の手続きに従い当社に届け出るものとし、当社での退会 

手続き終了後、退会となります。なお、出展期間中に退会した場合は、残期間に対する返金は一

切なされないものとします。 

 

第 14 条（本サービスの中断、停止） 

１． 当社は、以下に該当する場合、契約者への事前通知や契約者からの承諾なしに、当社のサービス

内容の一部又は全部を停止又は中断する場合があります。 

（１） 本サイトの定期保守、更新ならびに緊急事態発生の場合 

（２） 火災、停電、天災等の不可抗力その他不測の事態により、本サイト運営継続が困難になっ

た場合 

２． 前項の他、当社は、1 ヶ月の予告期間をもって本サイトにおける本サービスの停止を行う場合が

あります。 

３． 前 2 項の事態に伴い、契約者に不利益、損害が生じた場合であっても、当社は、その責任を負わ

ないものとします。 

４． 出展されている製品・サービスに、法律上その他の問題がある場合、又は第三者からその旨の指

摘があった場合、契約者に予告なく出展を停止する可能性があります。その際に契約者に不利益、

損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負わないものとします。 

 

第 15 条（本サービスの廃止） 

当社は、天災地変等やむを得ない事情により本サービスを提供できない場合、又は契約者に対し

て、廃止する 6 ヶ月前迄にその旨を通知した場合に、本サービスを廃止することがあります。こ

の場合、廃止日をもって本利用契約の全部又は一部が解約されるものとします。 

 

第 16 条（規約の変更） 

当社は、契約者への事前通知や契約者からの承諾なしに、本利用規約を随時変更することができ

るものとします。変更の内容については、契約者用の管理システム上に、変更の内容を表示し、

その後 1 ヶ月経過した時点で効力が発生するものとし、その時点で全ての契約者は変更を了承し

たとみなされるものとします。但し、第三者に不利益を及ぼす恐れのある場合など不測の事態が



予想される場合は、上記期間を待たずに、当社が明示した期日をもって、規約変更の効力が発生

するものとします。 

 

第 17 条（契約者の地位の承継） 

１． 契約者において相続又は合併等による債権債務の包括承継があったときは、相続人又は合併後

存続する法人もしくは合併により設立された法人は、その旨を当社に通知するものとし、契約者

の地位を承継するものとします。 

２． 前項の規定により契約者の地位を承継した者は、承継の日から 6 ヶ月以内の当社営業日（承継

の日を算入せずに 6 ヶ月とする。ただし当該日が土曜日、日曜日、祝休日の場合には、直前の当

社営業日）迄に承継したことを証明する書類を添えてその旨を当社に通知するものとします。 

 

第 18 条（権利義務譲渡の禁止） 

契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、本利用契約上の地位、本利用契約に基

づく権利又は義務の全部若しくは一部を他に譲渡してはならないものとします。 

 

第 19 条（個人情報の取扱い） 

当社が本サービスを通じて収集した個人情報は、本サイトに掲載のプライバシーポリシーに基づ

いて取扱います。 

 

第 20 条（免責） 

１． 当社は、理由の如何を問わず、本サイトにおけるサービス提供が遅延し、又は中断したことに起

因して契約者又は第三者が被った被害について、一切の責任を負わないものとします。 

２． 当社は、本サイトにおける本サービスの利用を通じて契約者が得た情報等の正確性、特定の目的

への適合性等について何ら保証するものではなく、一切の責任を負わないものとします。 

３． 当社は、本サイトにおける本サービスの利用を通じて契約者が得た情報等に起因して損害が生

じた場合、一切の責任を負わないものとします。 

４． 本サイトを通じて提供される情報・サービスに関し、契約者と他の契約者あるいは第三者との間

で紛争が生じた場合は、契約者は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、当社に

損害を与えないものとします。 

５． 当社は、本サイトの利用に関連して契約者、購入者その他第三者の間で生じたトラブル（違法又

は公序良俗に反する行為の提案、名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害、脅迫、誹謗中傷、いやが

らせ等）について、一切の責任を負わないものとします。 

６． 当社は、本利用規約に基づく契約者の登録情報の開示に伴い発生する問題について、一切の責任

を負わないものとします。 

 

第 21 条（協議） 

本利用規約に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意を持っ

て協議の上解決することとします。 



 

第 22 条（合意管轄） 

本サイトに関して、当社と契約者との間で、訴訟の必要性が生じた場合は、東京地方裁判所を第

1 審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第 23 条（準拠法） 

本利用規約及び本利用契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本法が適用されるものとし

ます。 

 

<附則> 

初版 平成 29 年 7 月 1 日 

改定 平成 30 年 3 月 1 日 

以上 


