
利⽤規約 
 
第１条 本規約について 
１．本「ヘルスケアカタリストカレッジ利⽤規約）」（以下「本規約」といいます）は、株式会社デポルタ
ーレ・テクノロジーズ（以下「当社」といいます）が提供する情報サービスである『サイト名︓ヘルスケアカタ
リストカレッジ』（以下「本サービス」といい、本サービスを提供するインターネット上のサイト等を「本サイト」
といいます）の利⽤条件を定めた約款となります。 
２．お客様が本サービスをご利⽤頂くに当たっては、本規約の内容をご承諾の上、遵守して頂く必要が
あります。 
３．本規約とは別に、当社が本サイト上に別途定める諸規定は、それぞれ本規約の⼀部を構成するも
のとします。 
４．当社は､次の場合には、当社の決定により､本規約を改訂､追加､変更及び廃⽌すること(以下「変
更等」といいます。)ができるものとします｡ 
(1)変更等が、お客様⼀般の利益に適合するとき 
(2)変更等が、本サービスの利⽤⽬的に反せず、かつ、変更等の必要性、内容の相当性、変更の内容
等の変更等にかかる事情に照らして合理的なものであるとき 
当社は本規約を変更等を⾏う場合には、変更等した本規約の効⼒発⽣⽇の１か⽉前までに、利⽤規
約を変更等する旨、変更後の利⽤規約の内容、効⼒発⽣⽇を本サービスに掲⽰し、周知します。 
 
第２条 本サービスの内容 
本規約が適⽤される本サービスの内容は、以下のとおりとします。 
（１）動画のストリーミング配信。 
（２）動画、画像、テキスト及び資料等の配信。 
（３）動画・画像・テキスト及び資料を閲覧・確認後の資格取得の為の試験 等 
（４）本サービスを受講及び資格取得に伴う、資格発⾏ 
 
第３条 利⽤登録者 
１．利⽤登録者とは、当社が本サイト上に定める⽅法により、本規約に定める事項につき同意の上、
本サービスの利⽤を申し込み、当社により本サービスの利⽤を承認された、利⽤登録を解除していない
者（以下「利⽤登録者」といいます）をいいます。 
２．前項に定める本サービスの利⽤登録が完了した時点で、当社と利⽤登録者との間に本規約を内
容とする契約（以下「本契約」といいます）が成⽴し、利⽤登録者は本サービスの利⽤に関して本契約
を遵守するものとします。 
 
第４条 利⽤登録条件と利⽤登録の⾮承認 
１．次の各号いずれかに該当する⽅は、当社の利⽤登録者になることはできません。 



（１）本規約にご同意いただいていない⽅ 
（２）20 歳未満※①の⽅で親権者その他の法定代理⼈の同意を得ていない⽅ 
（※①2022年4⽉より 18歳未満） 
２．当社は、利⽤登録申込者が次の各号いずれかに該当する場合、利⽤登録を承認しないことがあり
ます。 
（１）⽇本在住でない⽅または本サービスの配信先が国内でない⽅ 
（２）利⽤登録申込内容に虚偽、誤記または記⼊漏れがあったことが判明した場合 
（３）過去に本規約利⽤規約違反などにより強制的に利⽤登録を解除されていることが判明した場
合 
（４）過去に本サービスの利⽤料⾦等の⽀払債務の履⾏を遅滞し、または⽀払を拒絶したことがある
場合 
（５）その他当社が利⽤登録者として不適当と判断した場合 
３．当社は、利⽤登録者が第１項または前項各号のいずれかに該当することが利⽤登録承認後に判
明した場合、利⽤登録者資格の⼀時停⽌または承認の取り消しを⾏うことができるものとします。 
４．前項による承認取り消しまでに本サービスの利⽤により⽣じた料⾦等は利⽤登録者の負担とし、当
社が本規約に定める⽅法で遅滞なく⽀払うものとします。 
 
第５条 利⽤の準備 
１．利⽤登録者は、⾃⼰の費⽤および責任において、本サービスを利⽤するために必要な映像端末機
器、ソフトウェア、通信機器、ハードウェア等の調達、並びにインターネット接続に必要な契約の締結等の
準備を⾏うものとします。 
２．インターネットへのアクセスに関して利⽤登録者に発⽣するインターネット利⽤料その他⼀切の費⽤
については利⽤登録者のご負担といたします。 
 
第６条 利⽤登録者の識別⽅法 
本サービスは、当社が指定したシリアルＩＤと当社が指定した暗証番号の組み合わせ、あるいは利⽤登
録者が登録したメールアドレスと利⽤登録者があらかじめ指定した暗証番号の組み合わせによって利⽤
登録者を識別します。利⽤登録者は、このシリアルＩＤあるいはメールアドレス（以下「利⽤登録者Ｉ
Ｄ」といいます）と暗証番号の組み合わせを使⽤することで、本サービスの利⽤が可能になります。 
 
第７条 暗証番号の管理と責任 
１．利⽤登録者は、⾃⼰の暗証番号を第三者に譲渡または質⼊れないし使⽤させることができません。 
２．利⽤登録者は、⾃⼰の暗証番号の管理と使⽤について⼀切の責任を負い、当該暗証番号の使
⽤による本サービスの利⽤については、それが⾃⼰によるものと第三者によるものとを問わず、その使⽤に
関わる⼀切の債務を⽀払うものとします。暗証番号の第三者の使⽤により当該利⽤登録者が損害を被
った場合にも、その帰責事由の有無にかかわらず、当社は、⼀切の責任を負いません。 



３．利⽤登録者は、暗証番号を失念した場合、諸規定に定められた⽅法で当社に届け出るものとしま
す。 
 
第８条 利⽤料⾦の⽀払い、利⽤期間の開始時期等 
１．利⽤登録者は、別途定める⼿続において、本サービスの利⽤期間を選択し、当該利⽤期間に応
じた利⽤料⾦の⾦額に同意した場合、当社が定める⽀払⽅法によって、当社に対して当該利⽤料⾦を
⽀払うものとします。尚、⼀旦⽀払われた本サービスの利⽤料⾦は、理由の如何を問わず返⾦いたしま
せん。 
２．当社は、本サービスの提供後、利⽤料⾦を変更することが出来るものとします。利⽤料⾦について
変更を⾏った場合であっても、変更前の料⾦に関して当社は利⽤料⾦変更に伴う返⾦及び追加料⾦
の請求は致しません。 
３．利⽤登録者の利⽤期間の開始時は、利⽤登録者が本サービスの利⽤料⾦をお⽀払い後（次条
に基づき利⽤料⾦を分割払いする場合は最初の⽀払い後）、当社にて課⾦処理がなされた時点としま
す。 
4．利⽤登録者は、本サービスを⼀度もご利⽤されない場合でも、利⽤期間の終了時をもって本サービ
スのご利⽤ができなくなります。 
 
第９条 利⽤料⾦を分割払いする場合の取扱い 
１．利⽤登録者は当社に対し、前条の利⽤料⾦について本サービスの利⽤の申込時に、当社が別途
定める分割払い（以下「分割払い」といいます）の⽅法を選択した場合、利⽤料⾦を分割払いすること
ができます。 
２．利⽤登録者が、分割払いする場合には、利⽤登録者は、以下の事項に同意することになります。 
（１）当社は、利⽤期間の初⽇において登録されているクレジットカードその他の⽀払⽅法にしたがって、
利⽤料⾦の残⾦の⽀払いを処理します。 
（２）登録されているクレジットカードの期限切れその他の理由により利⽤料⾦の残⾦の⽀払いがなさ
れない場合、当社は、利⽤料⾦の残⾦について分割払いが有効に再開されるまでの間、利⽤登録者に
よる本サービスのご利⽤を取り消すことができます。 
（３）利⽤登録者が相当期間内に⽀払い⽅法を更新する等して有効な分割払いの再開をしない場
合、当社は、利⽤登録者の分割払いを取り消すことができます。この場合、当社は、利⽤登録者に対し
て、未払の利⽤料⾦の残⾦全額の⽀払いを請求することができます。 
 
３．利⽤登録者は、第１項で選択した分割払いを利⽤期間の途中で、他の⽀払⽅法に変更すること
はできません。ただし、利⽤登録者が利⽤期間を継続⼜は更新する場合、利⽤登録者は、翌利⽤期
間に係る利⽤料⾦について、その⽀払い⽅法を新たに選択できるものとします。 
 
第１０条 決済⽅法 



本サービスの利⽤料⾦の決済⽅法は、別途定める⼿続において、指定します。 
 
第１１条 利⽤登録者登録内容の変更 
１．利⽤登録者は、当社への利⽤登録者登録内容（以下「登録内容」といいます）に変更が⽣じた
場合には、直ちに本サイトに定められた⽅法に従い登録内容を変更するものとします。 
２．利⽤登録者は、前項の登録内容の変更を怠ったために当社に損害を⽣じさせた場合、その損害を
賠償する責任を負担するものとします。 
３．当社は、利⽤登録者が第１項の登録内容の変更を怠ったために利⽤登録者に不利益が⽣じるこ
とがあっても、理由を問わず⼀切の責任を負いません。 
 
第１２条 利⽤期間中の利⽤登録の解約 
１．利⽤登録者は、利⽤期間中に利⽤登録の解約を希望する場合、端末を通じて解約⼿続を⾏な
って頂きます。利⽤登録者の端末が本サービスに対応しておらず、当該端末から利⽤登録の解約をする
ことができない場合は、当社に別途電⼦メール（hcc.info@deportare.tech）にてご連絡ください。 
２．万⼀、利⽤登録者以外の者から利⽤登録者の端末を通じて利⽤登録の解約の申し出があった場
合であっても、利⽤登録者から利⽤登録の解約の申し出があったものとみなします。 
３．利⽤登録者が利⽤期間の途中で利⽤登録を解約した場合であっても、当社は、既に⽀払いを受
けた利⽤料⾦の払い戻し、分割払いの場合の利⽤料⾦の残額の免除その他の返⾦⼜は債務免除を
⾏うことはありません。 
４．利⽤者は、利⽤期間中に利⽤登録を解約した場合、原則として、解約⽉の翌⽉末に本サービス
のコンテンツの利⽤ができなくなります。 
 
第１３条 権利の帰属 
本サービスにおいて提供される全てのソフトウェア、データ、情報及びコンテンツ（以下「当社コンテンツ」と
いいます）に関する知的財産権その他⼀切の権利（第三者に帰属する権利を除く。）は、当社に帰
属します。なお、本規約において「知的財産権」とは、特許、実⽤新案登録、意匠登録及び商標登録
を受ける権利並びにこれらの権利に基づいて取得される特許権、実⽤新案権、意匠権及び商標権、著
作権、不正競争防⽌法により保護される利益その他の知的財産権をいいます。 
 
第１４条 コンテンツおよびデータ等の利⽤ 
１．利⽤登録者は、本サービスにおいて提供される当社コンテンツを、著作権法で認められた私的使⽤
の範囲を越えて利⽤することができません。 
２．利⽤登録者は、本規約に明⽰するものを除き、当社コンテンツにつき、複製、転載、蓄積、転送、
公衆送信、改変、翻案その他の⼆次利⽤等を⾏ってはならず、また、販売、再編集、逆コンパイル、逆
アセンブル、リバース・エンジニアリング、その他読み取り可能な形態にすることはできません。 
３．利⽤登録者は、当社コンテンツのうち、本サービスから、動画、画像、テキスト及びその他の資料等



を私的使⽤の範囲でダウンロードし使⽤することができますが、当社は当該資料等の権利を利⽤登録者
に譲渡するものではありません。 
 
第１５条 注意事項 
１．利⽤登録者は、下記の各注意事項について承諾の上、本サービスを利⽤するものとします。 
（１）本サービス及び本サービスにおいて提供されるコンテンツは信頼性を保持すべく当社及び協⼒会
社が最善の努⼒を払っていますが、当社及び協⼒会社は、利⽤登録者に対し、本サービス及び当社コ
ンテンツに関して、その有⽤性、完全性、正確性について保証せず、理由を問わず⼀切の責任を負いま
せん。 
（２）本サービスは、通信回線設備またはシステムの障害、定期または緊急のメンテナンス、天災地変
その他不可抗⼒により、その⼀部または全部の提供が中断若しくは中⽌される場合があります。かかる場
合、当社は理由を問わず⼀切の責任を負いません。 
 
第１６条 禁⽌事項 
１．利⽤登録者は、本サービスの利⽤にあたり、次のいずれの⾏為もしてはなりません。 
（１）本規約に定める範囲を超えて当社コンテンツを利⽤する⾏為 
（２）１つの利⽤登録者ＩＤを⽤いて３つ以上の映像端末機器で本サービスを利⽤する⾏為 
（３）本サービス⼜は当社コンテンツに関する当社及び第三者の権利を侵害したりまたはそのおそれが
ある⾏為 
（４）当社の設備に不正にアクセスしたり、本サービス⼜は当社コンテンツに関する情報を改ざん・消去
したり、コンピューターウイルス等の有害なプログラムを使⽤もしくは提供し、またはその恐れのある⾏為 
（５）犯罪⾏為に結びつく、あるいは助⻑する⾏為 
（６）本サービスの運営、提供、または他の利⽤登録者等を妨害する、もしくはそれらに⽀障をきたす
⾏為 
（７）法令、または公序良俗に違反する⾏為 
（８）本規約に違反する⾏為 
（９）その他、当社が合理的な理由に基づき不適当と判断する⾏為 
２．利⽤登録者は、当社に対する本契約に関するいかなる権利または権限も第三者に移転または譲
渡することができません。 
 
第１７条 利⽤登録の強制解除 
１．利⽤登録者が、次の各号いずれかに該当すると当社が認めた場合、当社は、当該利⽤登録者に
対する何等の事前の催告・通知なく、利⽤登録を⼀時停⽌するまたは強制解除することができるものと
します。当社は、その理由を回答する義務を負いません。 
（１）本サイトのサーバの不正利⽤またはサーバに保存されたデータの改ざんを⾏った場合 
（２）本サイトのサーバに過度にアクセスをするなどして、本サービスの運営及び提供、または他の利⽤



登録者による利⽤を妨害し、もしくはその恐れのある⾏為を⾏った場合 
（３）他の利⽤登録者のパスワ－ドを不正に使⽤した場合 
（４）本サービスの利⽤料⾦等の⽀払い債務の履⾏を遅滞し、または⽀払を拒否した場合 
（５）利⽤登録者の指定した⽀払い⼿段の利⽤が停⽌させられた場合 
（６）１つの利⽤登録者ＩＤで３つ以上の映像端末機器で利⽤した場合 
（７）本規約に違反した場合 
（８）本サービスを利⽤して、違法な⾏為を⾏った場合 
（９）利⽤登録者に本サービスを提供する上で著しい⽀障がある、もしくは⽀障が⽣じる恐れがあると
当社が判断した場合 
（１０）ソーシャルメディア、テレビ、新聞雑誌等の媒体を問わず、また、実名⼜は匿名を問わず、当社
及び協⼒会社並びに本サービスに関する誹謗中傷を⾏い、当社及び協⼒会社の信⽤を毀損するような
⾏為を⾏った場合 
（１１）その他当社が、利⽤登録者として不適当と判断した場合 
２．利⽤登録者は、強制解除されたときは、期限の利益を喪失し、退会までに発⽣した本サービスの
利⽤料⾦の⽀払い債務を⼀括して、直ちに⽀払うものとします。当社は、強制解除するまでに利⽤登録
者が⽀払った料⾦を⼀切払い戻しません。 
３．第１項に該当する利⽤登録者の⾏為によって、当社が損害を受けたときは、利⽤登録者資格の
⼀時停⽌または強制解除の如何にかかわらず、当社は、利⽤登録者に対してかかる損害の賠償を請求
できるものとします。 
 
第１８条 免責事項 
１．当社は、以下の事由により利⽤登録者が被ったいかなる損害に対しても、その理由を問わず⼀切
の責任を負いません。なお、以下の事由により利⽤登録者に発⽣した⽀払い義務は免除されず、既に
決済が⾏われた料⾦は返⾦しません。 
（１）当社の故意または過失によらずに本サービスの提供ができない場合 
（２）インターネットの通信環境、映像端末機器等、利⽤登録者の本サービス利⽤の環境により映像
作品の配信に問題が⽣じた場合 
（３）本サイトへのアクセス集中により、⼀時的に利⽤登録者が希望するコンテンツの配信ができない
場合 
（４）本サイトを経由して他サイトを利⽤した場合 
２．利⽤登録者が当社の故意または過失により本サービスの提供が受けられなかったことによって、損害
を被った場合、当社は、当該損害の発⽣につき当社の債務不履⾏または本サイトのサービスの提供に際
してされた当社の不法⾏為により利⽤登録者に⽣じた損害を除き、責任を負いません。 
３．利⽤登録者が本サービスを利⽤した結果、何らかの損害を被ることがあっても、当社は、当社が保
証していない事項については、賠償の責めを負わないものとします。 
４．本規約の別段の定めに拘わらず、当社の債務不履⾏または本サイトのサービスの提供に際してされ



た当社の不法⾏為により利⽤登録者に⽣じた損害について当社が責任を負う場合、当該損害の発⽣
につき故意または重過失による場合を除き、当社は過去６か⽉間に利⽤登録者から受領した本サービ
スの⽉額情報料の総額を超えては賠償責任を負わないものとし、また、何らかの理由により本規約所定
の⽉額情報料のお⽀払いを頂かない利⽤登録者については、本サービスの年額情報料 1 年分相当額
の総額を超えては賠償責任を負わないものとします。 
５．利⽤登録者が本サービスを⽤いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合または第
三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、画像等または端末に関して損害を被った場合は、利⽤
登録者は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。 
６．利⽤登録者は、⾃⼰の保有する端末により本サービスを利⽤してなされた、情報の流通、本契約
の締結・解除等の⼀切の⾏為およびその結果について、当該⾏為を⾃⼰がしたか否かを問わず責任を
負います。 
 
第１９条 本サービスの中断 
１．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断できるものとします。 
（１）本サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に⾏う場合 
（２）戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴⽕、洪⽔、津波、台⾵、洪⽔、⾃然災害、天災、⽕
災、停電、疫病の流⾏、パンデミック、国、⾏政による都市封鎖または外出制限の処分、措置もしくは要
請、その他の不可抗⼒により、本サービスの提供が通常通りできない場合 
（３）本サービスの提供が、技術的に困難または不可能となった場合 
（４）その他、当社が、本サービスの運営上、⼀時的な中断が必要と判断した場合 
２．当社は、前項により、本サービスを中断するときは、あらかじめその旨を利⽤登録者に通知するもの
とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後速やかに通知します。 
３．当社は、本サービスの中断や、システムおよび通信環境の障害などの発⽣により、利⽤登録者が被
ったいかなる損害についても、理由を問わず⼀切の責任を負いません。 
 
第２０条 本サービスの終了 
１．当社は、やむを得ない場合その他本サービスの運営上の理由により、本サービスを終了できるものと
します。 
２．当社は、前項の規定により本サービスを終了するときは、あらかじめその旨を利⽤登録者に通知する
ものとします。ただし、緊急やむを得ない場合には、事後速やかに通知します。 
３．当社は、前項の⼿続きを経た場合、利⽤登録者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず
⼀切の責任を負いません。 
 
第２１条 損害賠償の請求 
利⽤登録者が本規約に反した⾏為または不正若しくは違法に本サービスを利⽤することにより当社に損
害を与えた場合、当社は当該利⽤登録者に対して相応の損害賠償の請求（弁護⼠費⽤を含む）を



⾏うものとします。 
 
第２２条 個⼈情報の取扱い 
１．当社は、個⼈情報の取扱いについては、別途定めて本サイトに掲載する「プライバシーポリシー」の
定めに従うものとします。 
２．当社は利⽤登録者のアカウントに関する情報 (例: ⽀払承認、請求書、パスワードやお⽀払い⽅
法の変更、確認メッセージ、通知) を、会員登録時に提供された利⽤登録者のメールアドレスを宛先と
したメール等、電⼦的形態でのみ利⽤登録者に送付します。 
 
第２３条 お問い合わせ⽅法 
利 ⽤ 登 録 者 が 当 社 サ ー ビ ス に 関 し て問い 合わせ を ⾏ う 場 合 に は 、 当 社ウ ェブサ イ ト の
https://www.healthcarecatalyst.org/college（ＵＲＬ挿⼊）に掲載されている⽅法によって
⾏うものとします。本規約とカスタマーサービスによって提供された情報または当社ウェブサイトのその他の
箇所に齟齬がある場合、本規約が優先します。 
 
第２４条 国際的利⽤ 
本サービスを利⽤できるのは⽇本国内に限られます。⽇本国外の場合、本サービスをご利⽤になれないこ
とがあります。 
 
第２５条 合意管轄 
本規約に関する⼀切の紛争は、東京地⽅裁判所または東京簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管
轄裁判所として処理するものとします。 
 
第２６条 準拠法 
本規約に関する準拠法は、⽇本法とします。 
 
利⽤規約改訂 ２０２１年９⽉ 1 ⽇ 
 
―以 上― 
 


