
本規約は、「白い歯.club」へ利用申込を行った者と株式会社ディズム(以下「当社」)との間の契

約関係について定めるものです。 

第１条(定義) 

本規約で用いる用語の定義は以下の通りとします。 

(1)「本件サービス」とは、本規約第３条に規定される当社が登録医院に対し提供するサービスを

いい、有償であるか無償であるかを問わないものとします。 

(2)「本契約」とは、当社と登録医院との間で成立する、本規約等（第 3条第 1項で定義）を内容

とする本件サービスの利用に関する契約をいいます。 

第２条(適用範囲) 

1. 本規約は、登録医院が本件サービスを利用するにあたり、当社と登録医院との間に適用され

ます。 

2. 当社は、本件サービスの各々につき、当社の判断にて随時、個別の利用規約(以下「個別規

約」)を定めることができるものとします。個別規約が定められた場合は、当該個別規約が対象と

する本件サービスには、当該個別規約において別途の定めがない限り、本規約に加え、当該個

別規約が適用されるものとします。 

3. 個別規約と本規約に矛盾が生じるときは、当該個別規約が優先するものとし、個別規約に定

めのない事項については、本規約が適用されるものとします。なお、個別規約における用語の

定義は当該個別規約で定める場合を除き、本規約と同一とします。 

第３条(本件サービス) 

1. 当社は、登録医院に対して、本規約および個別規約（以下「本規約等」）に基づき以下の各号

に定めるサービスを提供します。 

(1) 登録医院に関する情報(医院名、電話番号、住所、商標、商号、ロゴ、その他登録医院から

提供された一切の情報を含み、以下総称して「登録医院情報」という)の全部または一部を、当

社の管理するサーバーに登録し、当社が運営する「白い歯.club」（以下「当サイト」）に掲載し(登

録医院情報が掲載される当サイト内のページを以下「会員ページ」)、公衆送信等の方法により

インターネットユーザーに提供するサービス 

2. 当社は、登録医院に対して、前項に規定するサービス、ならびに以下の各号に定める機能お

よびサービスを提供するものとします。 

(1) 登録医院からの要請に基づき、当社が別途定める方法・要領により、電話またはパソコンを

通して、登録医院ページの作成および編集の支援、ならびにこれらに関する助言等を行うサー

ビス  

 



第４条(本契約の申込と成立) 

1. 本件サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」)は、当社所定の方法により本件サー

ビスの利用の申込を行うものとします。なお、かかる申込をもって、利用希望者が本規約等に同

意したものとみなします。 

2. 当社は、前項の申込以降は、第 6項所定の審査のほか、利用希望者の本件サービス利用

開始のための準備を開始します。そのため、利用希望者は、申込を行った後は原則として利用

希望者の都合により申込を撤回することはできないものとします。ただし、当社の責めに帰すべ

き事由に基づく場合または当社が特に認めた場合を除きます。当社が第７条に定めるアカウン

トを発行した日から 3日以内に当社に対する異議の申出がないときは、本規約等への同意があ

ったものとみなします。 

4.プランの申込においては、当社が、その申込を承諾し、かつ、登録医院としてのコンテンツの

掲載を開始したときをもって、当社と利用希望者との間で本規約等を内容とする本契約が成立

したものとみなします。なお、当社が掲載するコンテンツを制作し、利用希望者に当該制作したコ

ンテンツを送付した後、当社が定める期間内に当社が異議を受領しない場合には、利用希望者

による検収が完了したものとみなすとともに、自動的にコンテンツの掲載が開始されるものとし

ます。 

5.プランの利用希望者は、第２項に違反して申込を撤回した場合には当社に損害が発生するこ

とを十分認識するとともに、この場合、前項所定の契約の成立の有無にかかわらず、掲載の申

込時に係る当初契約期間満了日（第 16条第 1項で定義）までの利用料金相当額(初期費用等

を含む)を、当社に対する損害賠償として、当社が指定する支払方法により直ちに当社に支払わ

なければならないものとします。 

6. 当社は、第１項の申込について当社所定の審査基準に従って審査を行い、当社が登録医院

として不適切と判断した場合、申込を承諾しないことがあります。 

7. 当社から登録医院に対する通知の方法は、当社の選択により、登録医院が当社に届け出た

住所・メールアドレス・FAX番号に送付または送信する方法のいずれかにより行います。現実に

通知が到達したか否かに関わらず、当該方法のいずれかにより送付または送信した時点にお

いて、当社から登録医院に対する通知がなされたものとみなします。なお、登録医院が電子メー

ルアドレスの変更登録を怠ったこと等により当該通知が不到達となっても、通常到達すべきとき

に到達したとみなします。 

8. 登録医院は、当社からの通知内容を逐次確認する義務を負うものとします。登録医院が当該

確認を怠ったことにより発生した登録医院の損害に関しては、当社は一切の責任を負いませ

ん。 

第５条(掲載開始日) 



1. 登録医院については、当社は、コンテンツの制作完了後速やかに掲載を開始します。ただ

し、当社と登録医院との間で掲載開始日の設定の合意がなされた場合を除きます。 

第６条(利用料金および支払方法) 

1. 登録医院が支払う利用料金は、本件サービスの月額掲載料金、初期費用、その他名称を問

わず当社が提供する本件サービスの対価としての全ての料金を含むものとし、掲載の申込時に

示されている金額とします。 

(1) 登録医院は、利用料金およびそれにかかる消費税を当社が指定した期日および方法により

支払うものとします。 

(2) 利用料金は契約成立日から発生します。ただし、特約等において別途定めがある場合は、

これに従うものとします。 

(3) 1 ヶ月に満たない月の月額掲載料金の計算は日割りで行います。計算方法は料金を 30で

除した後に 1円未満を切り捨て、1円未満を切り捨てた後に月末までの掲載日数を乗じます。な

お、その他の利用料金の詳細については別に定める通りとします。 

(4) 利用料金の支払方法は、原則として当社が認めた方法によります。なお、振込手数料等が

発生する場合は登録医院の負担とします。 

3. 当社は、法令の変更あるいは経済環境の変化があった場合、掲載条件を予告なく改定する

ことがあります。なお、同じく利用料金その他本件サービスの対価の額の改定をすることがあり

ます。 

第７条(アカウント管理) 

1. 登録医院は、当社から発行された ID、パスワード(以下総称して「アカウント」)の管理責任を

負うものとし、第三者に利用させ、または譲渡・貸与・開示・名義変更等をしてはならないものと

します。 

2. 登録医院は、アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等に起因する損害に

つき、自ら責任を負うものとし、アカウントが第三者によって不正に使用されていることが判明し

た場合には、速やかに当社に連絡するものとします。 

3. アカウントが不正に利用された場合であっても、当社は当該利用が店舗会員による適正な利

用とみなし、当該利用により発生した一切の損害等につき何らの責任も負わないものとします。 

4. 登録医院は登録医院情報に変更がある場合には、当社所定の方法により速やかに当該情

報を届け出、または変更し、常に最新かつ正確な情報の掲載を維持するものとします。 

第８条(本件サービスについて) 

1. 当社は、事前に告知することなく本件サービスの詳細(当サイト、登録医院ページまたは管

理システムのデザイン、構成または機能等)を変更することがあります。 



2. 当社は、事前に告知することなく当社の都合により本件サービスの全部または一部の提

供を終了することがあります。本告知は、当サイト上にて行います。 

3. 当社は、次のいずれかに該当する場合、事前に告知することなく本件サービスを一定期

間停止する場合があります。 

(1) システム等の保守または仕様の変更を行なう場合 

(2) 火災、天災、停電、事変その他非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、情報

提供が困難になった場合 

(3) その他、運用上の合理的な理由で停止の必要があると判断された場合 

4. 前３項に基づき、当社が本件サービスを変更・終了・停止したことにより、店舗会員また

は第三者に損害や不利益が発生しても、当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

 

 

第９条(プライバシー) 

個人情報の取り扱いに関しては、当社が別途定めるプライバシーポリシーの定めによるものと

し、店舗会員はこのプライバシーポリシーに従って当社が登録医院情報を取り扱うことについて

同意するものとします。 

第 10条(掲載情報) 

1. 当社は、掲載情報に関して、当社が別途定める掲載ガイドライン等に沿って審査を行うことが

あります。当社は、掲載情報(リンク先も含む)が各種法令または掲載ガイドライン等に抵触する

場合等、当社の判断により、その情報の全部または一部を削除または編集・変更すること、もし

くは掲載を拒否することができるものとします。 

2. 当社は、前項に加え、当社の判断により、登録医院への何らの事前通知なく、登録医院ペー

ジの編集・変更・削除を行うことができるものとします。なお、当社はその理由の如何を問わず掲

載情報ないし登録医院ページの編集・変更・削除の義務を負うものではありません。 

5. 登録医院は、理由の如何を問わず本契約終了後においては、登録医院ページを任意で編

集・変更・削除することはできず、掲載情報の掲載、修正、削除に関しては当社の任意の判断に

従うことに同意するものとします。 

6. 関係法令または掲載ガイドライン等に抵触する口コミと当社が判断した場合は、当社は予告

なく当該口コミを当サイト上から削除する場合があります。なお、当社はその理由の如何を問わ

ずかかる削除の義務を負うものではありません。 

7. 登録医院が登録しようとした情報についてその登録を拒絶したこと、登録医院ページの審査



に時間を要したこと、登録医院ページ、掲載情報または口コミを編集・変更・削除したこと、また

はこれらを削除等しなかったことにより、登録医院もしくは第三者に発生した損害について、当

社は一切の責任を負いません。 

第 11条(禁止事項) 

1. 登録医院は、以下の各号に該当する行為(以下の各号に該当するおそれがあると当社が判

断する行為を含む)を行ってはならないものとします。 

(1) 不当景品類及び不当表示防止法その他の各種法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、ま

たは法令上拘束力のある行政措置に違反する行為 

(2) 犯罪に結びつく行為 

(3) 公序良俗に反する行為 

(4) 当サイトに口コミを店舗会員自らが掲載し、または第三者に依頼して掲載させること、登録

医院の商品・サービスの質ないし内容その他消費者の判断に錯誤を与える恐れのある行為 

(5) 他の登録医院その他の第三者に対し、著作権等の知的財産権、肖像権、名誉・プライバシ

ーの侵害、誹謗中傷、その他一切の権利の侵害もしくは何らかの不利益を与える行為 

(6) 当サイト上で登録医院の運営する店舗に関わる情報以外を宣伝する行為 

(7) 本件サービスの運営・維持を妨げる行為 

(8) 虚偽の情報を故意に登録する行為 

(9) 本件サービスに関し利用しうる情報を改竄する行為 

(10)有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為 

(11)当サイトに掲載されている情報その他本件サービスで取得可能な情報を、他のサイトに転

載し、またはインターネット以外の媒体に転用する行為 

(12)宗教活動、政治活動等の目的で本件サービスを利用する行為 

(13)その他、当社が不適当と判断する行為、または、当社が当サイトの信用を損なうと判断する

行為 

2. 登録医院が前項に違反すると判断する場合、当社は、何らの催告なしに登録医院を削除（本

契約の解約）することができるものとします。また、かかる行為により掲載された情報等に関し

て、当社は一切の義務を負わないものとし、当該情報等を当サイト上から削除し、または当該行

為を行った登録医院に対して当該行為の差止を請求できるものとします。なお、当社はその理

由の如何を問わずかかる削除または差止請求の義務ないし違反行為の監視の義務を負うもの

ではありません。 

3．登録医院が第 1項に定める行為によって当社に損害を与えた場合、当社は登録医院に対し

て損賠賠償の請求を行うことができるものとします。 

第 12条(著作権・知的財産権・使用許諾) 



1. 登録医院が本件サービスを通じて文章や画像等その他一切の情報の登録・提供を行った時

点で、当該情報の内容の国内外における複製権、公衆送信権、翻訳権・翻案権等の全ての著

作権およびその他の著作権法上の権利(当社から第三者に対する再利用許諾権を含む)を、登

録医院は無償で無期限に当社に対して許諾したものとします。また、登録医院は当社および当

社が定める第三者に対し著作者人格権を行使しないものとします。 

2. 当社は必要に応じて、登録医院が本件サービスを通じて登録・提供した情報の全部または一

部を登録医院への事前の通知・承認および対価の支払いを要せず、内容の変更・複写・移動を

行うほか、自由に利用等する（以下「利用等」）ことがあり、登録医院はあらかじめこれを無償で

無期限に許諾するものとします。 

3. 本契約期間中または契約終了後にかかわらず、当社が本条により情報を利用等したことに

より、登録医院、もしくは第三者において問題および損害が生じた場合、当社は一切の責任を

負いません。 

4．登録医院は、登録医院以外の第三者が著作権等の権利を有する情報等を登録・提供する場

合、事前に権利を有する当該第三者から当該情報等を登録医院および当社が使用することに

ついて許諾を受けなければなりません。登録医院は、本件サービスにおいて、肖像権や知的財

産権等に関して権利を侵害しているもの、または侵害する可能性のある情報や使用許諾に問

題のある情報を登録・提供してはならないものとします。 

5. 当社は、掲載される登録医院ページを、当社あるいは当社のサービスの宣伝や販売促進活

動等において利用することがありますが、原則として登録医院はこれを承諾するものとします。

ここでいう掲載情報には登録医院が権利を有する店舗の名称、商標、ロゴ等を含みます。これ

らの利用を承諾できない場合は、予め当社にその旨を通知するものとします。 

第 13条(個人情報の取り扱い、守秘義務) 

1. 登録医院は、直接間接を問わず本件サービスを通じて知り得た一切の個人情報（当サイトま

たは医院利用者の氏名、電子メールアドレス、電話番号、性別、生年月日、住所、予約履歴そ

の他当サイトまたは医院利用者に関する一切の情報等、以下総称して「本件個人情報」）を、本

契約期間中または本契約の終了後にかかわらず、個人情報の保護に関する法その他の各種

法令を遵守して取り扱い、安全かつ適切な方法で厳重に管理し、本件サービスの利用の目的以

外に使用してはならず、また第三者に開示し、使用させてはならないものとします。また、本件個

人情報の利用に関し、次の各号を遵守するものとします。 

(1) 登録医院が本件個人情報の本人その他第三者から損害賠償請求その他の請求を受けたと

きは、自己の費用と責任によりこれを解決すること 

(2) 当社が本件個人情報の本人その他第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合

には、当社を免責するとともに、当社が被害を被った場合には、当該損害(合理的な範囲におけ

る弁護士費用および裁判等に関する費用を含む)を保証すること 

2. 登録医院は、本契約期間中または本契約の終了後にかかわらず、本契約に関連して知り得



た情報、本契約の内容、その他当社の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩してはなら

ないものとします。 

第 14条(店舗会員の責任) 

1. 登録医院は、本件サービスの利用にあたっては、本規約等の他、当社の定める手順・セキュ

リティ手段を遵守するものとし、この遵守を怠った場合その他当社が本件サービスの運営上不

適当と判断した場合、当社は、当該行為を停止させ、または本件サービスの利用の停止および

法的措置を含む損害賠償請求等、必要な措置を取ることができるものとします。 

2. 登録医院は、本件サービスの利用に際しては当社指定のシステム環境に適合した文字（日

本語表示）やメール等の諸設定を適切に行うこととします。この条件にあてはまらない場合の動

作結果やそれがもたらす諸影響に関して、当社は一切責任を負いません。また、上記条件を満

たしていても、その他、店舗会員その他の当サイト利用者のパソコンおよび携帯電話の環境設

定に関するいかなる事情（当社の管理の及ばない全ての原因を含む）により、当サイトが正しく

作動しない場合も、それがもたらす諸影響に関して、当社は一切責任を負いません。 

3. 登録医院は、本件サービスの利用に際し、自ら行った行為について責任を負うものとし、第

三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用負担で解決するものとします。 

第 15条(免責等) 

1. 当社は、登録医院が本件サービスの利用またはその結果を利用したことにより、登録医院に

発生したいかなる不利益・損害(その原因の如何を問わない)について、その損害を賠償する責

を負わないものとします。また、本件サービスに関連して第三者に発生した不利益・損害につい

ても同様とします。 

2. 本件サービスに起因し、またはこれに関連して、当社の故意・重過失により登録医院が損害

を被った場合に限り、当社は、登録医院が当社に本件サービスの対価として支払った総額を限

度額として損害を賠償するものとします。 

3. 本件サービスにおいて、登録医院から登録・提供された情報(プログラムを含む)によって第三

者の知的財産権(著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権、営業秘密を含む)、名誉、プ

ライバシーその他第三者の権利または利益を侵害し、当社が損害賠償の支払を余儀なくされた

場合は、当社は当該権利または利益侵害の原因となる情報を提供した登録医院に対し、その

損害および当該権利または利益侵害に基づく請求への対応に関わる一切の費用(訴訟費用、

賠償金、弁護士費用を含む)を請求できるものとします。 

4. 本件サービスの利用に関連し、登録医院が他の登録医院、当サイトもしくは医院利用者、ま

たは第三者から損害賠償請求等の請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該登録医

院は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切の責任

を負わないものとします。また、第三者からの苦情等の内容によっては、掲載情報を削除し、ま

たは一時的に停止させていただくことがあります。 



5. 当社は、本件サービスに関して、不具合やエラー等が生じたとしても責任を負いません。 

6. 当社は、停電・天変地異・通信回線の事故等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネ

ットインフラ・サーバーダウン・ウィルス等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生その

他の事由によって、データ消去および変更ならびに本件サービスにかかるシステムの停止等が

生じ、登録医院に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。 

7. その理由の如何を問わず、登録医院のアカウントを使用して行われたすべての行為に関して

は登録医院が責任を負い、登録医院に損害が生じた場合であっても当社は責任を負いません。 

8. 登録医院は、本件サービスのセキュリティ機能において、現時点での技術上取れる水準で安

全かつ適切な措置を取ったとしてもなお限界があること、当社が登録医院のプライバシーや秘

密等を完全または万全に保つことの保証ができないことを了解の上、本件サービスを利用する

ものとします。 

第 16条(有効期間) 

1. 本契約期間は、プランを問わず、本契約成立の日から起算して 1年後の応答日の前日を含

む月の末日(以下「当初契約期間満了日」)までとします。ただし、特約等において別途定めがあ

る場合は、これに従うものとします。 

2. 当初契約期間満了日を含む月の 15日までに、当社または登録医院から、当社所定の方法

による別段の意思表示のない場合には、従前と同一内容でさらに 1 ヶ月本契約が更新されるも

のとします。 

3. 前号により本契約が更新された後は、更新後の契約期間満了の日を含む月の 15日まで

に、当社または登録医院から、当社所定の方法により、本契約更新をもって本契約を終了とす

る旨の意思表示がない場合には、従前と同一内容でさらに 1 ヶ月本契約が更新されるものと

し、以後も同様とします。 

第 17条(登録医院による解約) 

1. 登録医院は、本契約成立の日から当初契約期間満了日までは、当社所定の方法により解約

の意思を表明した上、解約日までの当社に対する未払いの利用料金および当初契約期間満了

日までの利用料金全額(消費税相当額を含む)を、当社に対して支払って、解約できるものとしま

す。 

第 18条(当社による解約) 

1. 当社は、登録医院が次のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を

直ちに解約することができるものとします。この場合において、当該登録医院が登録医院である

場合は、解約日までの当社に対する未払いの利用料金および当初契約期間満了日までの利用

料金(消費税相当額を含む)等の当社に対する債務全額をただちに支払うものとします。 



(1) 本規約等の条項に違反した時 

(2) 掲載情報あるいはリンク先の記載内容が各種法令に反している、あるいは不適切であると

当社が判断した時 

(3) 登録時に虚偽または事実に反する申告が行われた時 

(4) 掲載を継続することが、当社の利益や信用を損なうと当社が判断した時 

(5) 手形または小切手の不渡りが発覚した時 

(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがさ

れた時 

(7) 差押え、仮差押え、仮処分、その他の強制執行、または滞納処分および滞納処分の申立て

を受けた時 

(8) 前 3号の他、登録医院の信用状態に重大な変化が生じた時 

(9) 解散または営業停止状態となった時 

(10)営業方法等について行政当局による注意または勧告、もしくは行政処分を受けた時 

(11) 登録医院が当社のコンピュータに保存されているデータを当社に無断で閲覧、変更もしく

は破壊した時、またはその恐れがあると当社が判断した時 

(12)営業方法等が公序良俗に反しまたは本件サービスにふさわしくないと当社が判断した時 

(13)前各号のいずれかに準ずる事由があると当社が判断した場合 

(14)その他登録医院による本契約の履行が困難であるなど、登録医院が本件サービスの会員

として不適切と当社が判断した場合 

2. 当社は、前項各号にかかわらず、本契約期間中においても、登録医院に対し事前に通知す

ることにより、いつでも、本契約を解約することができるものとします。この場合において、解約

日が属する月の末日までの当社に対する未払いの利用料金全額を当社が指定した期日に当

社に支払うものとします。 

第 19条(反社会的勢力の排除) 

1. 登録医院は、当社に対し、登録医院およびその役員、使用人が暴力団、暴力団員、暴力団

関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」)でないことを、お

よび、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを

確約するものとします。 

(1) 登録医院の経営者、役員ないし使用人が、暴力団等であること、または過去に暴力団等で

あったこと 

(2)暴力団等が事業活動を支配する個人または法人であること 

(3) 登録医院の経営者、役員ないし使用人が、刑事事件によって逮捕もしくは刑事訴追を受け

ていること 

(4)自らまたは第三者を利用して、当社、他の店舗会員または第三者に対して、詐術、粗野な振

る舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または暴力的言辞を用いる等しているこ



と 

(5)当社、他の登録医院または第三者に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の

関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝える等していること 

2. 登録医院が 1つでも前項に反すると当社が判断した場合は、登録医院に事前に通知するこ

となく、当社は直ちに本契約等、登録医院との間の一切の契約を解約することができるものとし

ます。この場合、登録医院は、未払いの利用料金および当初契約期間満了日までの利用料金

（消費税相当額を含む）等の当社に対する債務全額をただちに支払うものとします。 

3. 登録医院は、当社が前項により本契約を解約したことにより生じた損害について、当社に対

し何らの請求も行わず、当社は損害賠償の責任を一切負いません。 

第 20条(権利の譲渡) 

登録医院は、本契約から生じるいかなる権利も第三者への譲渡、質入れその他一切の処分が

できないものとします。ただし、当社と登録医院との間で権利の譲渡の合意がなされた場合を除

きます。なお、当社が本件サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合、登録医院は、その本

契約上の地位および権利義務が当該第三者に譲渡されることを予め承諾するものとします。 

第 21条(準拠法/専属的合意管轄裁判所) 

本規約の準拠法は日本法とします。また、当社と登録医院との間で訴訟の必要が生じた場合

は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

第 22条(協議) 

本規約に定めのない事項および本規約の各条項について疑義が生じた場合、当社および登録

医院が誠意をもって協議し、解決するものとします。 

第 23条(規約の変更) 

当社は、当社が必要と認めたときに、登録医院に対し事前に予告することなく本規約等を変更

できるものとします。変更後の内容は当サイト上で通知するものとし、当社が変更を通知後（本

規約等の変更日を定めた場合は当該変更日後）に登録医院が本サービスを利用する等、本契

約を継続した場合には、登録医院は変更後の本規約等の内容を承諾したものとみなし、変更後

の本規約等を適用します。 

第 24条(本契約終了後における登録医院情報の利用) 

当社は、本契約終了後においても、登録医院の情報をインターネットユーザーに対して提供する

等、当社の事業の範囲において本規約等の定めに従い引き続き利用等することができるものと

します。 



付則 

平成 30年 3月 1日制定 

個人情報の取り扱いについて 

1.事業者の氏名又は名称 

株式会社ディズム 

2.個人情報保護管理者（若しくはその代理人）の氏名又は職名 

管理者名職名：代表取締役 

所属部署：株式会社ディズム 

3.個人情報の利用目的 

・登録医院業務並びに各種会員サービス実施のため 

・当社と提携する企業の商品やサービスのご案内のため 

・メールマガジン配信のため（ご希望いただいた会員様のみ） 

・お問い合わせ対応（本人への連絡を含む）のため 

4.個人情報取扱いの委託 

当社は事業運営上、前項利用目的の範囲に限って個人情報を外部に委託することがあります。 

5.個人情報の開示等の請求 

ご本人様は、当社に対してご自身の個人情報の開示等に関して、下記の当社問合わせ窓口に

申し出ることができます。その際、当社はお客様ご本人を確認させていただいたうえで、合理的

な期間内に対応いたします。 

 

【お問合せ窓口】 

株式会社ディズム CAD/CAM事業部 

連絡先：06-6630-6480 

※土・日曜日、祝日、年末年始、ゴールデンウィーク期間は翌営業日以降の対応とさせていただ

きます。 

6.個人情報を提供されることの任意性について 

ご本人様が当社に個人情報を提供されるかどうかは任意によるものです。 ただし、必要な項目

をいただけない場合、適切な対応ができない場合があります。 


