
カロミル利用規約 
 
この利用規約（以下、「本規約」といいます。）は、ライフログテクノロジー株式会社（以

下、「当社」といいます。）が提供するサービス（以下、「本サービス」といいます。）の利

用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま（以下、「ユーザー」といいます。）には、

本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。 
 
 
第 1条（定義） 
1. 本規約において使用する用語の定義は以下の通りとします。 

a. 「カロミル」（以下、本サービスといいます）とは、当社が提供する各種インターネ
ットサービスおよび各種ダイエット・健康管理プログラムサービスをいいます。 

b. 「ユーザー」とは、本サービス利用者のうち、当社が別途定めた方法により利用登録
を行い利用する資格を持つ個人をいいます。 

c. 「個別規約」とは、本サービスの利用に関して、当社が別途定める規約をいいます。 
d. 「個人情報」とは、ユーザーに関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年
月日、メールアドレス、電話番号、写真、その他記述等により特定の個人を識別でき

るものをいいます。 
 
 
第 2条（適用） 
1. 本規約は、ユーザーが本サービスを利用することにより本規約を承諾したものとし、ユ
ーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとしま

す。 
2. 当社が提供する個別のサービスについて別途定める規約も、本利用規約の一部を構成す
るものとします。 

3. 本規約と個別規約の定めが異なる場合、個別規約が優先して適用されるものとします。 
 
 
第 3条（利用登録） 
1. 登録希望者が当社の定める方法によって利用登録を申請し、当社がこれを承認すること
によって、利用登録が完了するものとします。 

2. 当社は、利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認
しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。 

a. 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合 
b. 本規約に違反したことがある者からの申請である場合 



c. その他、当社が利用登録を相当でないと判断した場合 
3. 登録した登録情報に変更が生じた場合には、ユーザーは速やかに当社指定の変更手続き
を行うものとします。 

 
 
第 4条（ユーザーIDおよびパスワードの管理） 
1. ユーザーは、自己の責任において、本サービスのユーザーID およびパスワードを管理
するものとします。 

2. 当社は、個人の認証に用いる情報が第三者に用いられたことにより、ユーザーが被る損
害について一切の責任を負いません。 

3. ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーID およびパスワードを第三者に譲渡または
貸与することはできません。当社は、ユーザーID とパスワードの組み合わせが登録情
報と一致してログインされた場合には、そのユーザーID を登録しているユーザー自身
による利用とみなします。 

 
 
第 5条（禁止事項） 
1. ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。 

a. 法令または公序良俗に違反する行為 
b. 犯罪行為に関連する行為 
c. 当社のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為 
d. 当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為 
e. 当社サービスの情報を改ざん・消去する行為 
f. 当社、他のユーザー、第三者の権利を侵害、またはそのおそれがある行為 
g. 当社、他のユーザー、第三者を誹謗中傷し、名誉ならびに信頼を毀損、またはそのお

それがある行為 
h. 当社、他のユーザー、第三者に不利益を与える、またはそのおそれがある行為 
i. 他のユーザーに関する個人情報等を、他のユーザーの同意なく収集または蓄積する行

為 
j. 他のユーザーに成りすます行為 
k. 当社の事前の承諾なく、本サービスの内容を転載・複製・修正・転送する行為 
l. 当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する

行為 
m. その他、当社が不適切と判断する行為 

2. ユーザーは、本サービスによるメッセージの送受信にあたり、以下の行為をしてはなり

ません。 



a. ネットワークビジネス関連（マルチレベルマーケティング、マネーゲーム等を含む）、

無限連鎖講（ねずみ講）、リードメールの勧誘等の情報、およびこれらに類する情報

の送信・掲載等 

b. 当社が承認するものを除き、商業用の広告、宣伝を目的とする本サービスの利用 

c. 当社が許可したものを除き、営利、非営利目的を問わず、物やサービスの売買、交換

（それらの宣伝、告知、勧誘を含む）を目的とする情報の送信・掲載等 

d. 他のユーザー、その他第三者について、誹謗中傷もしくは侮辱する、または名誉や信

用を傷つける行為、表現・内容の送信・掲載等 

e. 人種、民族、性別、信条、社会的身分、居住地、身体的特徴、病歴、教育、財産等に

よる差別につながる表現・内容の送信・掲載等 

f. 本人の承諾のない個人情報（ただし、一般に公開されている著名人などの情報は除く）

の送信・掲載等 

g. 第三者の商標権、著作権、著作者人格権等の知的財産権、肖像権およびパブリシティ

権等の権利を侵害する、またはその恐れのある行為、表現・内容の送信・掲載等 

h. 第三者の財産、プライバシー等個人の権利を侵害する、またはその恐れのある行為、

表現・内容の送信・掲載等（本号については、本サービス内外を問わず禁止する。） 

i. 健全な社会通念に反し、品性を損なうような行為、その他、一般的に他のユーザーが

不快に感じる、またはその恐れのある表現・内容の投稿・送信・掲載等 

j. 宗教団体もしくはそれと同視し得る団体への勧誘、布教、寄付等を求める、またはそ

の恐れのある行為 

k. 本規約または法令に違反する行為 

l. その他、当社が不適切と判断する行為 

 
 
第 6条（本サービスの提供の停止等） 
1. 当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知すること

なく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとし

ます。 
a. 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合 
b. 地震、落雷、火災、停電、社会的な動乱または天災などの不可抗力により、本サービ

スの提供が困難となった場合 
c. コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合 
d. その他、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合 

2. 当社は、本サービスの提供の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が被ったい

かなる不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。 
 



 
第 7条（利用制限および登録抹消） 
1. 当社は事前の通知なく、以下の場合には、ユーザーに対して本サービスの全部もしくは

一部の利用を制限し、またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとしま

す。 
a. 本規約のいずれかの条項に違反した場合 
b. ユーザーが禁止行為を行った場合 
c. 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 
d. ユーザーが死亡した場合 
e. その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合 

2. 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について、一切の

責任を負いません。 
 
 
第 8条（免責事項） 
1. 当社の債務不履行責任は、当社の故意または重過失によらない場合には免責されるもの

とします。 
2. 当社は、本サービスの利用により発生したユーザーの損害については、一切の賠償責任

を負いません。 
3. 不具合やエラーによって本サービスを利用できないことに起因する損害について、当社

は一切の賠償責任を負いません。 
4. 当社は、本サービスに関して、ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生
じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。 

5. ユーザーが本サービスを利用することによって第三者に対して損害を与えた場合、ユー

ザーは自己の費用と責任においてこれを賠償するものとします。 
6. 当社は本サービスを通じて提供する情報、ユーザーが登録する情報について、その完全

性、適用性、正確性、有用性などいかなる保証をいたしません。 
7. 本サービスは、医療行為や医業を目的に行うものではありません。また本サービスで提

供される一切の情報は一般的な参考情報です。 
 
 
第 9条（サービス内容の変更等） 
1. 当社は、ユーザーに通知することなく、本サービスの内容を変更しまたは本サービスの

提供を停止・中止することができるものとし、これによってユーザーに生じた損害につ

いて一切の責任を負いません。 
 



 
第 10条（利用規約の変更） 
1. 当社は、飲食、小売流通、ヘルスケア、製薬・医薬品販売の各業界その他のこれらに類

する業界に関する事情・状況の変化その他の相当の事由があると認められる場合におい

て、本規約の変更がユーザーの一般の利益に適合するとき、またはその変更が本規約の

目的に反せず、かつ変更に係る事情に照らして合理的なものであるときには、変更内容

および変更された内容の効力発生時期を本サービスに掲載することにより、本規約を変

更できるものとします。なお、ユーザーが本規約変更後に本サービスの利用を開始した

時点で、変更後の利用規約が適用されるものとします。 
 
 
第 11条（通知または連絡） 
1. ユーザーと当社および提携先との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行

うものとします。 
2. ユーザーから当社および提携先に連絡したい場合には、info@calomeal.comまでメール
にて連絡してください。 

 
 
第 12条（権利義務の譲渡の禁止） 
1. ユーザーは利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡、

共有、売買、名義変更、または担保に供することはできません。 
 
 
第 13条（自己責任の原則） 
1. ユーザーは、本サービスを利用してなされた行為とその結果について一切の責任を負い
ます。 

2. ユーザーは、本サービスを利用してなされた行為に起因して、当社または第三者に対し

て損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。 
 
 
第 14条（当社の財産権） 
1. 本サービスのコンテンツならびに情報の財産権は当社に帰属します。 
2. 本サービスまたは広告に掲載・提供されているコンテンツは、著作権法、商標法、意匠

法などにより保護されています。 
3. 本サービスおよび本サービスに関連して使用されているソフトウェアは、知的財産権に

関する法令などにより保護されている財産権および営業秘密を含んでいます。 



 
 
第 15条（個人情報の取扱い等） 
1. 当社は、個人情報を当社が別途定める「ライフログテクノロジー株式会社個人情報保護

方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。 
2. 当社は、AI などによる機械的な解析を除き、ユーザーの同意がない限り、ユーザー間

でのメッセージのやり取りについて利用しないものとします。ただし、ユーザーから、

第５条第２項違反のメッセージの存在につき当社に連絡があった場合、当社は必要に応

じて違反行為の確認のために当該メッセージの確認を行ったうえ、第１８条に基づき当

該メッセージの削除の対応をとることができるものとし、これらの当社の対応がありう

ることにつきユーザーは同意するものとします。 
 
 
第 16条（退会） 
1. ユーザーが利用登録を解除する場合には、当社指定の退会手続きを行うものとします。 
 
 
第 17条（カロミルに発信またはアクセス許諾されたコンテンツの取扱い） 
1. 以下については、当社に対して、当該情報を無償で非独占的に使用（複製、公開、送信、

頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案を含む）する権利を承諾したものとみなします。ユーザ

ーは著作者人格権を行使しないものとします。 
a. ユーザーが本サービスを通じて発信またはスマートフォンへのアクセスを許諾した、

個人情報を含まない各種ライフログ 
b. ユーザーが本サービスを通じて発信またはスマートフォンへのアクセスを許諾し、AI
が食事と判断した画像コンテンツ 

2. ユーザーが発信したコンテンツおよびメッセージ、ユーザーによるサービスの利用・接

続・本規約違反、ユーザーによる第三者への権利侵害に起因または関連して発生したす

べてのクレームや請求について、ユーザーの費用と責任で解決するものとします。 
3. 前項のクレームや請求への対応に関連して当社に費用が発生した場合、または賠償金な

どの支払いを行った場合は、当該費用および賠償金、当社が支払った弁護士費用等を当

該ユーザーの負担とし、当社は当該ユーザーにこれらの合計金額の支払いを請求できる

ものとします。 
 
 
第 18条（カロミルに発信されたコンテンツの削除） 
1. ユーザーが発信した情報において以下の内容が見られると判断した場合、当社はユーザ



ーに予告なく削除その他必要な措置をとることがあります。 
a. 当社あるいは他者の著作権、知的所有権その他の知的所有権を侵害するまたはそのお

それがある場合 
b. 当社あるいは他者の肖像権、プライバシー権、財産権を侵害するまたはそのおそれが

ある場合 
c. 当社あるいは他者の信用、名誉を傷つけるまたはそのおそれがある場合 
d. 上記のほか各種法令に違反するまたはそのおそれがある場合 
e. 第５条第２項に違反またはそのおそれのあるメッセージがある場合 
f. その他当社がふさわしくないと判断した内容 

 
 
第 19条（準拠法・裁判管轄） 
1. 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。 
2. 本サービスに関して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

とします。 
 
 
 

以上 
（附則）制定 2016年 12月 14日 
    改定日 2017年 10月 12日 
    改定日 2019年 01月 30日 
    改定日 2020年 05月 25日 
    最終改定日 2022年 03月 14日 
 
 
 
 
 


