
Life Assist Online 利用規約 

利用者に遵守していただかなければならない事項及び、当法人と利用者との権利義務関係を定め

ております。本サイトをご利用いただくには、本規約のすべての条項に同意していただく必要が

あります。 

 

第 1 条  定義  

1. 本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。 

(ア) 「当法人」とは一般社団法人発達障害ワンストップ連合をいいます。 

(イ) 「本サイト」とは、当法人が運営する「Life Assist Online」と称するサイト（名称、

あるいは内容が変更された場合、当該変更後のサイトを含みます）をいいます。 

(ウ) 「本規約」とは、「Life Assist Online 利用規約」をいいます。 

(エ) 「その他の規程」とは、ガイドライン、ヘルプ、その他の本規約以外の本サイトに関

する規程をいいます。 

(オ) 「情報提供」とは本サイトの Q&A コーナーに掲載する、相談者からの相談（質問）に

ユーザー及び、登録団体が回答した内容、あるいは登録団体の事業により解決した報

告事項及び、ユーザーによる当法人が認めた情報をいいます。 

(カ) 「ユーザー」とは、第 4 条に定める登録手続きを経て、本サイトに情報提供する企業

及び個人事業主、あるいは当事者会をいいます。 

(キ) 「サービス利用者」とは本サイトに掲載されている情報及び、登録団体の情報を利用

する者をいいます。 

(ク) 「相談者」とは本サイトの Q&A コーナーに相談するサービス利用者をいいます。 

(ケ) 「登録団体」とは、第 5 条に定める登録手続きを経て、本サイトに登録している企業

及び個人事業主、あるいは当事者会をいいます。 

(コ) 「会員」とは、本規約とは別途定める定款第 7 条に定める登録手続きを経て、賛助会

員として入会した者をいいます。 

(サ) 「利用者」とは、本サイトを利用するすべての者（ユーザー、登録団体、サービス利

用者、会員）をいいます。 

(シ) 「登録事項」とは、利用者が本サイトの利用申し込みの際に登録する当法人所定の情

報をいいます。 

登録事項はユーザー、サービス利用者、登録団体、会員ごとに項目が異なります。 

(ス) 「ユーザー名」とは、ユーザーが本サイトに情報提供するために必要となる ID をいい

ます。 

(セ) 「相談者 ID」とは Q&A コーナーに掲載する際に相談者が本名等の個人情報を掲載せ

ずに当法人が相談者を識別するための ID です。 

(ソ) 「利用環境」とは、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュ

リティーの確保等、本サイトの利用に必要な環境をいいます。 

(タ) 「登録情報」とは、利用者が本サイト及び、当法人に登録した個人情報、テキスト、

イラスト、画像、音楽、動画をいいます。 



(チ) 「知的財産権等」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防

止法上の権利、パブリシティー権、その他一切の財産的、あるいは人格的権利（肖像

権）をいいます。 

 

第 2 条  適用範囲  

1. 本規約は本サイトに関して生ずる、本サイトの情報を必要とするサービス利用者と本サイ

トへ情報提供するユーザー及び、登録団体、あるいは当法人に適用するものとします。 

2. 本規約中、利用者間の法律関係を定める規定については、同当事者間で別途合意がない限

り、同当事者間の法律関係に適用するものとします。 

3. 本規約中、利用者間の法律関係を定める規定、利用者と当法人、他の第三者との法律関係

を定める規定については、当該利用者は、いずれも、消費者契約法第 2 条第 2 項にいう事

業者の立場としてこれに同意するものとします。 

4. 当法人は、本サイト上に、その他の規程を定める場合があります。その他の規程は、本規

約の一部を構成するものとしますが、本規約とその他の規程が異なる場合は、当該条件に

おいて特段の留保がない限り本規約が優先して適用します。 

 

第 3 条  本サイトの内容等  

1. 本サイトの内容は本サイト上に定めるものとし、利用者の許可なく内容を変更できるもの

とします。 

2. 当法人は、次の各号につき、いかなる保証をするものではありません。 

(ア) 本サイトの利用に起因して、利用環境に不具合や障害が生じないこと 

(イ) 本サイトが正確かつ完全であること 

(ウ) 本サイトが永続的に稼働すること 

(エ) 本サイトが利用者の特定の目的に適合し、有用であること 

(オ) 本サイトが利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合すること 

3. 利用者が当法人から直接、あるいは間接に本サイトに関する情報を得た場合であっても、

当法人は、利用者に対し、本規約において規定している内容を超えて、いかなる保証をす

るものではありません。 

4. 当法人が本サイトにおいて取り扱う第三者が提供するサービス・商品、第三者が運営する

ウェブサイト、その他第三者による情報等（併せて以下「第三者提供サービス等」といい

ます）がある場合、利用者は、第三者提供サービス等について当該第三者が掲げる提供条

件、利用規約等に従うものとし、当法人は第三者提供サービス等に対し何らの推奨や保証

をするものではなく一切責任を負いません。 

  



第 4 条  ユーザー登録・変更・登録解除（退会）  

1. ユーザー登録手続きは、ユーザーとなる企業担当者及び個人事業主が行うものとします。

当法人が認めた場合を除き、ユーザーとなる企業担当者及び個人事業主以外が行う登録は

一切認めません。 

2. ユーザーは、ユーザー登録時に虚偽の内容で登録することは認めません。 

3. ユーザーは、登録後に発行するユーザー名をひとつのみ保有するものとします。複数のユ

ーザー名を保有することはできません。ただし、当法人が別に認めた者を除きます。 

4. 当法人は、当法人所定の基準により、ユーザーの登録の可否を判断し、登録を認める場合

には、その旨通知します。当該通知で定めた時点より、ユーザーとして登録完了としま

す。 

5. 当法人は、ユーザーが次の各号に該当、あるいは当法人が該当すると判断した場合は、ユ

ーザー登録を認めないものとします。なお、当法人は、上記判断に関する理由を開示する

義務は負いません。 

(ア) 当法人所定の方法によらず登録の申し込みを行った場合 

(イ) 登録事項の全部、あるいは一部につき、虚偽、誤記、あるいは記載漏れがあった場合 

(ウ) 本規約に違反する恐れがあると当法人が判断した場合 

(エ) 過去に本規約に違反した者、あるいはその関係者であると当法人が判断した場合 

(オ) その他、当法人が登録を妥当でないと判断した場合 

6. ユーザーは、申し込み時に登録した情報に変更があった場合、速やかに当法人所定の手続

きで登録した情報の変更をする必要があります。 

7. ユーザーが、本条の規定に違反したために被った損害及び、第三者が被った損害につい

て、直接損害か間接損害かを問わず、当法人は一切責任を負いません。さらに第三者が被

った損害がある場合、ユーザーが当該第三者に責任を負うものとし、当法人は一切責任を

負いません。 

8. ユーザーは、当法人所定の方法により、いつでも登録解除（退会）をすることができま

す。 

 

第 5 条  登録団体の登録・変更・登録削除  

1. 登録団体の登録手続きは、登録団体の代表者が行うものとします。当法人が認めた場合を

除き、登録団体の代表者以外が行う登録は一切認めません。 

2. 登録団体は、登録時に虚偽の内容で登録することは認めません。 

3. 登録団体の登録の項目には、一部有料となる項目があります。有料項目については入金確

認後に追加登録するものとします。 

4. 当法人は、当法人所定の基準により、登録団体の登録の可否を判断し、登録を認める場合

には、その旨通知します。本サイトに掲載された時点より、登録団体として登録完了とし

ます。 

5. 当法人は、登録団体が次の各号に該当、あるいは当法人が該当すると判断した場合は、登

録団体の情報登録を認めないものとします。なお、当法人は、上記判断に関する理由を開

示する義務は負いません。 



(ア) 当法人所定の方法によらず登録の申し込みを行った場合 

(イ) 登録事項の全部、あるいは一部につき、虚偽、誤記、あるいは記載漏れがあった場合 

(ウ) 本規約に違反する恐れがあると当法人が判断した場合 

(エ) 過去に本規約に違反した者、あるいはその関係者であると当法人が判断した場合 

(オ) 登録情報に関する知的財産権等に侵害のある恐れがある場合 

(カ) その他、当法人が登録を妥当でないと判断した場合 

6. 登録団体は、登録した情報に変更があった場合、速やかに当法人所定の手続きで情報の変

更をする必要があります。 

7. 登録団体が、本条の規定に違反したために被った損害及び、第三者が被った損害につい

て、直接損害か間接損害かを問わず、当法人は一切責任を負いません。さらに第三者が被

った損害がある場合、登録団体が当該第三者に責任を負うものとし、当法人は一切責任を

負いません。 

8. 登録団体は、当法人所定の方法により、いつでも情報の登録削除をすることができます。 

 

第 6 条  サービス利用者・相談者  

1. 本サイトに相談する相談者は、相談内容に第三者の知的財産権等、プライバシー、名誉、

信用、肖像、その他一切の権利、あるいは利益の侵害に該当することとなる情報を記載し

ては行けません。 

2. 相談された内容が必ずしも、回答及び、本サイトへ掲載されるとは限りません。 

3. 相談内容を本サイトに掲載する際、内容が著しく変わらない程度の改変を相談者に確認し

たうえで行うこともあります。 

 

第 7 条  権利帰属  

1. 本サイトに関する知的財産権等は、すべて当法人、あるいは当法人がライセンスを得た権

利者である第三者に帰属します。 

2. 本規約に定める本サイトの利用許諾は、本規約に明確に規定する場合を除き、本サイトに

関する当法人の知的財産権等に関し、いかなる権利も許諾するものではありません。 

 

第 8 条  料金  

1. サービス利用者・相談者による本サイトの利用及び、ユーザーの情報提供にかかる料金は

一切発生いたしません。ただし、利用環境に関してはその限りではありません。 

2. 登録団体の情報登録は基本的に無料となりますが、一部項目は料金が発生いたします。有

料となる項目については次の各号に定めるものとします。 

(ア) PR③（文字数の制限なし） 金額：2,200 円 

(イ) 情報の定期更新（更新の都度） 金額：3,300 円／1 回 

 



第 9 条  禁止事項、登録抹消  

1. 利用者は、本サイトの利用にあたり、次の各号のいずれかに該当、あるいは該当すると当

法人が判断する行為をしてはいけません。 

(ア) 法令に違反する行為 

(イ) 犯罪に関連する行為 

(ウ) 公序良俗に反する行為 

(エ) 所属する業界団体の内部規則に違反する行為 

(オ) 他の利用者、あるいは第三者を誹謗中傷、迷惑行為、嫌悪感を与える行為、あるいは

その恐れのある行為 

(カ) 当法人、他の利用者、あるいは第三者の知的財産権等、個人情報、プライバシー権、

名誉権、信用、肖像権、その他一切の権利、あるいは利益を侵害する行為 

(キ) 本サイトの目的に反する行為 

(ク) その他、本サイトの運営・維持を妨げる行為 

(ケ) 他の利用者、あるいは第三者になりすます行為 

(コ) 第三者に本サイトを利用させる行為 

(サ) 当法人が事前に承諾しない形での宣伝、広告、勧誘及び、営業をする行為（宗教活動

及び、宗教団体、あるいは政治団体等への勧誘行為を含みます） 

(シ) 他の利用者の情報を収集する行為 

(ス) 本サイトにより利用しうる情報を改ざんする行為 

(セ) 反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、右翼団体、

総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、あるいは特殊知能暴力集団等の反社会的勢力、そ

の他、これらに準ずる者を意味します。以下同じとします）の維持、運営及び、経営

に協力、あるいは関与、反社会的勢力等と社会的に非難するべき関係を有する等、反

社会的勢力等との何らかの交流、あるいは関与をする行為 

(ソ) 事実と大きく異なり、独断的・断定的な表現であると当法人が判断する内容 

(タ) 前各号の行為を直接、あるいは間接に惹起、あるいは容易にする行為 

(チ) その他、当法人が不適切と判断する行為 

2. 当法人は、前号のいずれかに該当、あるいは該当すると当法人が判断した場合、事前に通

知することなく、本サイトの利用の一時停止、あるいは登録を抹消することができます。

なお、当法人は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。 

 

第 10 条  本サイトの変更、中断、終了  

1. 当法人は、事業上の理由、システムの過負荷・システムの不具合・メンテナンス・法令の

制定改廃・天災地変・偶発的事故・停電・通信障害・不正アクセス、その他の事由によ

り、本サイトをいつでも変更、中断、終了することができるものとし、これによって利用

者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。 

2. 当法人は、前項の変更、中断、終了にあたっては、事前に相当期間をもって予告するよう

努めます。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

 



第 11 条  本規約の変更  

1. 当法人は、民法第 548 条の 4 に基づき、当法人が合理的と判断した内容について、利用者

への了解を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合には、変更後の規約

を施行の日から、当法人と利用者間には、変更後の規約に基づく権利義務関係が生じるも

のとします。 

2. 規約の変更・追加により利用者に生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か、予

見できたか否かを問わず、当法人は一切の責任を負いません。変更後の規約は本サイト上

に表示・告知した施行日より効力を生じるものとし、利用者は定期的に本規約の最新の内

容を確認する義務を負うものとします。 

 

第 12 条  秘密保持  

利用者は、当法人が利用者に対して、本サイトに関連した、秘密に扱うことを指定して開示した

情報について、当法人の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示目的以外に利用せず、ま

た、第三者に開示しないものとします。 

 

第 13 条  個人情報の取り扱い  

当法人は、個人情報を、当法人所定の「プライバシーポリシー」及び、「個人情報の取り扱いに

ついて」（いずれも当法人ホームページ等において掲示しています）に基づき、適切に取り扱う

ものとします。 

 

第 14 条  権利義務の譲渡  

利用者は、当法人の事前の書面による承諾なく、本規約上の地位、あるいは本サイトに基づく権

利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないこと

とします。 

 

第 15 条  紛争処理、損害賠償  

1. 利用者は、本サイトの利用に関連して当法人に損害を与えた場合、当法人に対し、その損

害を賠償するものとします。 

2. 利用者が、本サイトに関連して第三者からクレームを受け、あるいは第三者との間で紛争

が生じた場合、利用者は、直ちにその内容を当法人に通知するとともに、利用者の費用と

責任において、当該クレーム、あるいは紛争を処理し、その進捗及び結果を当法人に報告

するものとします。 

3. 当法人は、当該クレーム、あるいは紛争の解決につき、何らの協力、支援等も行わないこ

と及び、当法人の裁量で、当法人の防御のために必要な措置、対応をとる場合があること

を、利用者はあらかじめ了承するものとします。 



4. 当法人が、利用者による本サイトの利用に関連して第三者からクレームを受け、あるいは

第三者との間で紛争が生じた場合、利用者は、利用者の費用と責任において、当該クレー

ム、あるいは紛争を処理し、その進捗及び、結果を当法人に報告するとともに、当法人が

支払いを余儀なくされた金額、その他の損害を賠償するものとします。 

5. 本サイトは、システムの一部に外部システムを利用しています。そのため、外部システム

の利用ができなくなった場合、本サイトの利用も不可能となる場合がありますが、当法人

はそれによって利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。 

6. 当法人は、本サイトの提供に際して、自己の故意、あるいは重過失により利用者に損害を

与えた場合についてのみこれを賠償するものとします。 

7. 本規約に定める免責条項が、民法、消費者契約法、その他の法令により無効、あるいは合

意しなかったものとみなすことにより、当法人が利用者に対して損害賠償義務を負う場

合、当法人に故意、あるいは重過失がある場合を除き、賠償すべき損害の範囲は、利用者

に現実に発生した通常の損害に限る（逸失利益その他の特別の損害は含みません）ものと

します。なお、本条は、債務不履行、契約不適合責任、原状回復義務、不当利得、不法行

為その他請求原因を問わず、すべての損害賠償等に適用するものとします。 

 

第 16 条  分離可能性  

本規約の規定の一部が、法令、あるいは裁判所により、違法、無効、不能である場合において

も、当該規定その他の部分及び、本規約のその他の規定は有効に存続します。 

 

第 17 条  準拠法  

本規約の準拠法は、日本法とします。 

 

第 18 条  管轄  

本サイトに関連して利用者と当法人の間で紛争が生じた場合、さいたま地方裁判所を第一審の専

属的合意管轄裁判所とします。 

 

 

附則 

この規約は 2020 年 10 月 20 日から施行するものとします。 


