
20220920 

 

Ver11 

 

分析ナビ@jfrl 利用規約 

 

本利用規約は、一般財団法人日本食品分析センター（以下「当財団」という）が提供する「分析ナビ@jfrl」のサ

ービス（以下、「本サービス」という）について、本サービスの利用者（以下「利用者」という）が本サービスを

ご利用いただく場合の条件を規定するものです。利用者は、本利用規約に同意されることにより、本利用規約の

各条項が適用されることになり、また、本サービスを利用した場合は、本利用規約に同意したものとみなされる

ものとします。利用者は本サービスの利用にあたり、本利用規約を遵守するものとします。 

 

第 1 条（登録及びサービス内容） 

１．本サービスは、Web での見積申請、分析試験のお申込み、分析試験の中間報告の確認、分析試験成績書等（結

果）・見積書・請求書等のダウンロード、依頼履歴の管理、グループ内情報共有等の機能を提供するサービスで

す。 

２．本サービスのログイン方法は、ログイン ID とパスワードで利用者本人であることを確認（認証）する ID 認

証方式と、ID 認証方式にクライアント証明書を加えて、利用者本人ならびに利用パソコン(1 台)であることを確

認（認証）する電子認証方式の２つがあり、利用者はご利用環境により、本サービスの登録申請時にどちらかの

ログイン方法を選ぶものとします。 

３．本サービスの情報等の閲覧可能期間は以下のとおりです。2 項のログイン方法により閲覧可能期間が異なり

ます。 

ログイン 

方法名 
ログイン方法 

閲覧可能期間 

依頼履歴 
分析試験成績書等 

中間報告 

見積書 

請求書・納品書 

ID 認証 ID 認証方式 5 年間＊1 1 年間＊2 5 年間＊1 

電子認証 電子認証方式 5 年間＊1 5 年間＊1 5 年間＊1 

    ＊1：分析試験のお申込み日の翌年 1 月 1 日から起算して 5 年目の 12 月 31 日まで閲覧できます。 

    ＊2：分析試験のお申込み日の翌年 12 月 31 日まで閲覧できます。 

 

４．本サービスの利用を希望する者（以下「登録希望者」という）は、本利用規約を遵守することに同意し、か

つ所定の事項（以下「登録事項」という）を所定の方法で当財団に提供することにより、本サービスの利用の登

録を申請するものとします。当財団がこれを承認した場合には、登録希望者は利用者として登録され、当財団か

らのログイン ID の発行通知をもって、利用者は本利用規約に従い本サービスを利用することができます。 

５．登録事項に誤りがある場合は、本サービスのご利用ができなくなりますのでご注意ください。当財団は、登

録事項の誤りにより利用者が本サービスを利用できないことについて、一切の責任を負いません。 

 

第２条（登録事項の変更） 

１．利用者は、登録事項に変更があった場合、速やかに当財団の定める方法により当該変更事項を当財団に通知

するものとします。 

２．当財団は、利用者が前項の通知を適切に行わなかった場合は、本サービスの利用を停止することができるも

のとします。利用者が前項の変更をしなかったことにより、発生した不利益については利用者が責任を負い、当

財団はその責任を負わないものとします。 
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第 3 条（料金） 

本サービスの利用料金は無料とします。ただし、本サービスにアクセスする際の通信費等は利用者の負担となり

ます。 

 

第４条（利用環境） 

本サービスの利用にあたっては、当財団所定の利用環境（OS 及びブラウザの種類またはバージョン等）を推奨

しています。当財団が推奨する利用環境（以下「推奨環境」という）ではない場合、本サービス又は一部の機能

について正常に利用いただけなくなります。また、ご利用の環境が推奨環境ではないことに起因するお問い合わ

せへの対応はできませんのでご注意ください。なお、推奨環境下のご利用でも、機器やブラウザの設定等によっ

ては正常に表示・動作しない可能性がありますのでご了承ください。 

 

第 5 条（提供日および時間） 

本サービスの提供日・時間は、全日 7 時 ～ 24 時までとします。ただし、分析試験のお申込みに関する受付事

務および本サービス等のお問合せ対応は、営業時間内（月曜日～金曜日 10：00～16：00 尚、祝日と年末年始

を除く）にさせていただきます。なお、当財団は提供日および時間を利用者に事前に通知することなく変更する

ことができるものとします。 

 

第 6 条（利用期間） 

本サービスの利用期間は、登録完了後１年間とします。ただし、サービス利用期間内にログインがあった場合は

ログイン日から１年後まで自動的に利用期間が延長されるものとし、以後も同様とします。 

 

第 7 条（ログイン ID・パスワード・メールアドレス等の管理） 

１．利用者は、本サービスの利用に必要なログイン ID・パスワード及びメールアドレスを利用者の責任において

適切に管理・保管するものとします。当財団は、これらの譲渡・貸与・忘失・盗用等に関する一切の責任を負い

ません。また当財団は、利用者の通信もしくは電子メールへの第三者からの無断アクセスについて、一切の責任

を負いません。 

２．ログインＩＤ・パスワードが第三者に知られたまたは盗まれた場合は、利用者は当財団の定める方法によっ

て直ちに届け出ることとします。この届出に基づき当財団は当該ＩＤについて利用を停止します。この停止措置

の前に利用者に生じた損害について、当財団は責任を負いません。 

３．ログインＩＤおよびパスワードを失念した場合、所定の届出により再設定することができます。 

４．利用者が、ログインＩＤまたはパスワードを 5 回連続誤入力した場合、利用を停止する場合があります。こ

の場合利用者は、再登録の手続きを行うこととします。ただし、当財団が認めた場合は、メール等での申告によ

り、再登録の手続きを行わずに利用停止を解除することができます。 

５．安全性を高めるため、利用者本人がパスワードを定期的に変更することとします。 

 

第 8 条（クライアント証明書の取扱い） 

１．クライアント証明書を利用する場合、利用者は当財団が発行するクライアント証明書を当財団所定の方法で

パソコンにインストールすることとします。その際、クライアント証明書は、1 利用者に対して 1 枚を発行し、

1 台のパソコン（1Windows ユーザ）に対してインストール可能とします。 

２．クライアント証明書は、当財団所定の期間に限り有効です。利用者は、当財団所定の方法により有効期間が

満了する前にクライアント証明書の更新を行うこととします。なお、本サービスを解約した場合、インストール

したクライアント証明書は無効となります。 
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３．クライアント証明書が第三者に知られたまたは盗まれた場合は、利用者は当財団の定める方法によって直ち

に届け出ることとします。この届出に基づき当財団は利用を停止します。この届出の前に利用者に生じた損害に

ついて、当財団は責任を負いません。 

４．パソコンの譲渡・廃棄等を行う場合は、クライアント証明書の削除（失効手続き）を行ってください。当財

団は、削除（失効手続き）を行わない場合の事故については一切の責任を負いません。譲渡・廃棄・移管等を行

って新しいパソコンを使用する場合、当財団に連絡のうえクライアント証明書を再インストールしてください。 

５．上記は、ID 認証を利用する場合は必要ありません。 

 

第 9 条（クッキーの使用） 

本サービスは利用者の認証を目的として、クッキー（cookie）の技術を使用しています。利用者がサービスを利

用するためには、クッキーを受付けることが条件となりますので、ブラウザでクッキーを拒否するための設定を

行った場合、本サービスの利用はできません。 

 

第 10 条（個人情報保護方針） 

当財団は、利用者の個人情報を適切に取扱います。個人情報保護方針については「一般財団法人日本食品分析セ

ンター 個人情報保護方針」（https://www.jfrl.or.jp/privacy）をご確認ください。 

 

第 11 条（秘密保持） 

当財団が本サービスで利用者に提供する情報に関する秘密保持については「一般財団法人日本食品分析センター

分析試験等実施約款」(https://www.jfrl.or.jp/storage/file/yakkan.pdf）の第 5 条が準用されるものとします。当

財団及び利用者は同条に定める義務を遵守するものとします。 

 

第 12 条（禁止行為） 

利用者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号の行為を行ってはならないものとします。 

(1) 本サービスを利用者以外の第三者に利用させる行為 

(2) 本サービスのログイン ID またはパスワードを不正に使用する行為、またはそのおそれのある行為 

(3) 本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連してコンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用

する、もしくは提供する行為、またはそのおそれのある行為 

(4) 本サービスに係るシステムに権限なくアクセスする等、不正なアクセスを試みる行為 

(5) 本サービスに対する逆コンパイル、逆アセンブル、その他リバースエンジニアリング行為又はソースコード

もしくはプロトコルの解析行為 

(6) 法令に違反する、またはそのおそれのある行為 

(7) その他当財団が不適切と判断する行為 

 

第 13 条（登録拒絶及び登録抹消） 

当財団は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、当財団は理由の開示義務を負うことなく登録を抹消し

又は登録を拒否する場合があります。当財団は、登録抹消または登録拒否について、一切の責任を負いません。 

(1) 登録事項の全部または一部につき、虚偽、誤記または記載もれがあるとき 

(2) 利用者又は登録申請者が第 21 条（反社会的勢力の排除）に違反すると当財団が判断したとき 

(3) 利用者又は登録申請者が過去に当財団との契約に違反したことがある者またはその関係者であると当財団

が判断したとき 

(4) 利用者又は登録申請者が第 12 条（禁止行為）に該当する行為を行ったことがあると当財団が判断したとき 

https://www.jfrl.or.jp/privacy
https://www.jfrl.or.jp/storage/file/yakkan.pdf
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(5) 利用者又は登録申請者が登録拒絶又は登録抹消の措置を受けたことがある場合 

(6) 登録抹消又は登録拒絶が相当であると当財団が判断した場合 

 

第 14 条（免責） 

１．当財団は、利用者の本サービスの利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負いません。 

２．当財団は、本利用規約で明示的に保証した以外の一切の事項について、何らの義務を負わず、また保証を致

しません。すなわち本サービスが利用者の特定の目的に適合すること、利用者が期待する機能・サービス品質・

正確性・有用性を有すること、利用者による本サービスの利用が利用者に適用のある法令または業界団体の内部

規則等に適合すること、および常時使用可能であり不具合が生じないこと等について、何ら保証するものではあ

りません。 

３．当財団は、本サービスが全てのパソコンに対応していることを保証するものではなく、本サービスの利用に

供するパソコンのＯＳのバージョンアップ等に伴い、本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつ

き、利用者はあらかじめ了承するものとします。当財団は、かかる不具合が生じた場合に当財団が行うプログラ

ムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。 

４．当財団は、本サービスを利用したことにより直接的または間接的に利用者に発生した損害について、一切賠

償責任を負いません。 

５．当財団は、利用者その他の第三者に発生した機会逸失、業務の中断その他いかなる損害（間接損害や逸失利

益を含みます）に対して、当財団が係る損害の可能性を事前に通知されていたとしても、一切の責任を負いませ

ん。 

６．利用者と他の利用者との間の紛争及びトラブルについて、当社は一切責任を負わないものとします。利用者

と他の利用者でトラブルになった場合でも、両者同士の責任で解決するものとし、当社には一切の請求をしない

ものとします。 

７．利用者は、本サービスの利用に関連し、他の利用者に損害を与えた場合または第三者との間に紛争を生じた

場合、自己の費用と責任において、かかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、当財団には一切の

迷惑や損害を与えないものとします。 

８．利用者が本サービスの利用に関連して当財団に損害を与えた場合、利用者の費用と責任において当財団に対

して一切の損害（直接損害、間接損害、逸失利益、弁護士費用等紛争解決費用を含むが、これに限らない）を賠

償するものとします。 

 

第 15 条（本利用規約の変更） 

当財団は、当財団が必要と認めた場合には、本利用規約を変更できるものとします。本利用規約を変更する場合、

事前に変更後の本利用規約の効力発生時期及び内容を本サービス上での掲示その他の適切な方法により周知し、

または利用者に通知します。本利用規約変更後も利用者が本サービスの利用を継続した場合は、利用者は変更に

同意したものとみなされるものとします。本利用規約変更後は、特に定めのない限り、本サービスについて変更

後の本利用規約が適用されるものとします。 

 

第 16 条（本サービスの内容変更） 

１．当財団は、当財団が必要と認めた場合は、本サービスの内容を変更できるものとします。本サービスの内容

を変更する場合、原則として事前に変更内容を本サービス上での掲示その他の適切な方法により周知し、または

利用者に通知します。ただし緊急に変更する必要があると当財団が判断するときは、本サービス上での掲示及び

利用者への事前の通知なしに本サービスの内容を変更することができるものとします。  

２．本サービスの変更に起因して、利用者または第三者に不利益または損害が生じた場合でも、当財団は一切の
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責任を負わないものとします。 

 

第 17 条（解約等） 

１．利用者の都合により解約する場合には、当財団所定の方法でご連絡ください。 

２．当財団に対する解約手続きが行われないまま利用者が退職等の理由で所属組織を離れた場合、当該利用者

について、継続して本サービスから得られる情報を入手する状態が継続することとなります。利用者について

解約手続きがとられないことにより、情報が第三者に漏えいする等の不利益または損害が生じた場合でも、当

財団は責任を負わないものとします。 

 

第 18 条（本サービスの停止） 

当財団は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、利用者への事前の通知なしに本サービスの提供を停止す

ることができるものとします。この場合に、利用者または第三者に不利益または損害が生じた場合でも、当財団

は一切の責任を負わないものとします。 

(1) 本サービスを提供するための設備等の保守、点検、修理等を定期的に、または緊急に行う場合 

(2) 火災・停電等により、本サービスの提供ができなくなった場合 

(3) 天災地変、戦争、内乱、暴動その他の不可抗力により、本サービスの提供ができなくなった場合 

(4) その他運用上または技術上、本サービスの提供の一時的な中断が必要であると判断した場合 

 

第 19 条（本サービスの終了） 

当財団は、利用者に事前に通知することにより、本サービスの提供を終了することができるものとします。 

利用者への通知は、当財団が適切と思われる方法によって行うものとします。  

また、この場合に、利用者または第三者に不利益または損害が生じた場合でも、当財団は一切の責任を負わない

ものとします。 

 

第 20 条（連絡） 

本サービスに関して利用者が当財団へ問合せ等を希望される場合には、本サービス上の「お問合せ」または当財

団ホームページの「お問合せ」（https://www.jfrl.or.jp/contact/create）からご連絡ください。 

 

第 21 条（反社会的勢力） 

１．利用者は当財団に対し、利用者、利用者の関係会社、およびこれらの役員と従業員は、反社会的勢力関与者

ではなく、また、反社会的勢力関与者と何らの協力、資金および取引関係を有しない事を保証します。 

２．前項の保証に反するまたはそのおそれがある事実が判明したときは、当財団は、何らの通知催告を要せずか

つ何らの賠償義務を負うことなく、直ちに本サービスの提供を中止することができるものとします。またこの場

合に、利用者または第三者に不利益または損害が生じた場合でも、当財団は一切の責任を負わないものとします。 

 

第 22 条（準拠法及び管轄裁判所） 

本利用規約の準拠法は日本法とし、本利用規約に起因しまたは関連する一切の紛争については、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。 

 

以上 

（発効日：2022 年 11 月 14 日） 

https://www.jfrl.or.jp/contact/create

