
みまるく利用規約（以下「本規約」といいます）は、モリトジャパン株式会社（以下「当社」といいます）が提供する見守り
サービス「みまるく」（以下「本サービス」といいます）の利用条件を定めたもので、本サービスを利用される方（以下
「利用者」（第2条に定義しています）といいます）に対して適用するものとします。

第１条（本規約の同意）

1
契約者は、本サービスの会員登録にあたり、本規約の内容を必ずお読みになり、内容を理解した上で同意をしていた
だくものとします。契約者は、他の利用者に対して本規約を説明する義務を負います。全ての利用者は本サービスの
利用をもって本規約に同意したものとみなします。

2
当社は、利用者の承諾および予告なしに本規約の内容を改廃することができるものとし、利用者が変更後に本サー
ビスを継続してご利用いただいた場合、改廃の内容について同意をしたものとみなします。ただし、改廃後の本規約
は本サービスのウェブサイト上に表示した時点から効力を生じるものとします。

3
本規約は、日本国において本サービスをご利用いただくことを前提としておりますので、日本国以外からの利用は想
定しておりません。

1
当社は、当社の判断により、本サービスの内容の全部または一部を変更、追加、廃止、中断することができるものとし
ます。

2
当社は、前項の場合には、第４条の規定に従い利用者に通知を行います。但し、緊急の場合は事後的に通知を行
い、または、通知を行わない場合があります。

3
当社は、以下各号の事由が生じた場合には、利用者に事前に通知することなく、本サービスの一部または全部を一
時的に中断することができます。

(1)本サービス用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的または緊急に行う場合

(2)電気通信事業者の役務が提供されない場合

(3)本サービスに著しい負荷や障害が与えられることによって正常なサービスを提供することが困難な場合

(4)本サービスに対するデータの改ざん、ハッキング等本サービスを提供することにより利用者または第三者等が著し
い損害を受ける可能性を当社が認知した場合

(5)天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合

(6)火災、停電、その他の不慮の事故により本サービスの提供が困難な場合

(7)戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合

(8)その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合

4
当社は、本サービスの利用希望者、利用者または第三者に対して、本条第1項乃至第3項に定める変更、追加、廃
止、中断による損害について、当社に故意または重過失のない場合一切の責任を負わないものとします。

第3条（用語の定義）

1 本規約において使用する用語の定義は次の通りとします。

(1)「みまるくデバイス」とは、当社が提供するGPSによる位置測位を行う小型の端末のことをいいます。

(2)「契約者」とは、「みまるくデバイス」を購入し、本サービスの会員登録手続きをされた方をいいます。

(3)「見守り対象者」とは、みまるくデバイスを保持し、「みまもられる人」として位置測位の対象となる方をいいます。

(4)「みまもり参加者」とは、スマートフォン等にみまるくアプリをインストールし、みまもりをおこなう方をいいます。

(5)「利用者」とは、「契約者」「見守り対象者」「みまもり参加者」その他、本サービスを利用する全ての方を総称してい
います。

(6)「みまるくアプリ」とは、本サービスを利用するにあたり、利用者が使用するスマートフォンまたはタブレット（以下「ス
マートフォン等」といいます）のアプリケーションのことをいいます。

第４条（本サービスの概要）

1 本サービスは、日本国内のみ利用できるものとし、日本国外での利用はできません。

2 本サービスでは、次の機能を提供します。

利用規約

第2条（本サービスの変更、追加、廃止および中断等）



(1)位置情報確認機能

「みまるくアプリ」をインストールしたスマートフォン等と当社が保有するサーバーと通信し、当該サーバーを通じて、見
守り対象者が保有するみまるくデバイスの位置情報を確認できる機能です。ただし、当該機能による位置情報は、み
まるくデバイスの電波環境等によって、数百メートル以上のずれが生じる可能性があります。（本サービスはNTTドコ
モ社のLTE-Mを使用しており、通信条件、提供区域に関してはNTTドコモ社提供のエリアによります）

(2)移動履歴確認機能

「みまるくアプリ」をインストールしているスマートフォン等と当社が保有するサーバーと通信し、利用者が選択した時
間帯で更新された見守り対象者の位置情報の履歴を確認できる機能です。ただし、当該移動履歴は、見守り対象者
が実際に通過した地点および時刻とは異なる場合があります。

（3）通知

「みまるくアプリ」より通知の設定を行うことで、スマートフォン等に通知を行う機能です。次の通知機能があります。
「お知らせ通知」
　　「みまるくデバイス」のお知らせボタンを押すと、みまもり参加者に通知が届きます。
「電池残量通知」
　　「みまるくデバイス」の電池残量レベルがデバイスおよび「みまるくアプリ」に表示されます。
　　また、電池残量が約20％相当以下になると、みまもり参加者に通知が届きます。
「設定エリア出入り通知」
　　「設定エリア出入り通知」は、みまもり参加者が「みまるくアプリ」により特定の場所を設定エリアとして設定し、
　　見守り対象者が設定エリアへの到着・出発をみまもり参加者のスマートフォン等に通知が届きます。
ただし、位置情報発信頻度等によっては当該通知は行われません。また、スマートフォン等の通信環境、および「みま
るくデバイス」の電波環境によって生ずる位置ズレ等により、適正な通知が行われない場合があります。

（4）お知らせ

本サービスの運営に関する告知、広告または機能の一部として、当社が利用者に対して通知する必要があると判断
したときに、原則として利用者が登録したメールアドレスもしくはみまるくアプリに対して、当社が当該内容を通知いた
します。

第５条（本サービスへのアクセス）

契約者が「みまるくデバイス」の購入および本サービスを利用するためには、インターネットでみまるくページにアクセ
スしていただく必要があります。この場合、契約者自らの費用と責任をもって必要な端末機器、ソフトウェアおよびイン
ターネットの通信手段をご用意いただき、適切に操作を行っていただく必要があります。

第６条（みまるくデバイスの購入方法）

1
みまるく公式Webサイトの「みまるくデバイス」購入ページに所定の情報を入力し、「みまるくデバイス」の購入手続きを
行っていただきます。その際決済ページで決済方法を入力してください。

2
決済会社が決済方法を承認したら、「みまるくデバイス」を所定の送付先へ送付させていただきます。送付について
は、決済承認後1週間以内に発送いたします。（年末年始、ゴールデンウィーク、お盆などの大型連休を除く。）ただ
し、ご注文が集中した場合、売切れの場合や交通事情等によりお届けが遅くなる場合があります。

3
「みまるくデバイス」の購入については、当社より「みまるくデバイスご購入のお知らせ」メールを送信した時点で購入
契約が成立したものとします。

4
「みまるくデバイス」の購入については、クレジットカード会社等からの決済承認が得られなかった場合は契約は成立
しませんのでご了承ください。

5
「みまるくデバイス」購入後に、本サービスの利用開始時期をいつからにするかは契約者で選択いただくことができま
す。

第７条（本サービスの利用開始方法）

1
本サービスを利用するには、お使いのスマートフォン等に「みまるくアプリ」をインストールし会員登録していただく必要
があります。
（みまるく公式Webサイトから「みまるくデバイス」を購入いただいた場合は会員登録済です）

2

会員登録後に、購入いただいた「みまるくデバイス」に印字された番号をアプリに登録し、あわせて決済情報を入力し
ますと、見守りがスタートいたします。見守りがスタートしますと当社より、「みまるくユーザー登録完了のお知らせ」
メールを送付いたします。この時点で本サービスの利用契約が成立したものとします。
（登録完了後現在地が地図上に表示されるまでに1時間程度かかる場合があります）
（「みまるくデバイス」が満充電になっていないと、現在地が表示されません）



3
見守りスタート後ただちに（なるべく早く）動作確認を行ってください。万が一うまく動作しない場合には、直ちに当社に
申し出てください。
（「みまるくデバイス」の保証内容については取扱説明書「10.よくある質問」に詳細を記載しております）

4
本サービスの利用開始については、クレジットカード会社等からの決済承認が得られなかった場合は契約は成立しま
せんのでご了承ください。

5
契約月の翌月1日から本サービス利用料金が発生します。
利用料金は当月分を当月1日に決済させていただき、月額料金とし日割りは行いません。
以降は当社または契約者のいずれかが契約解除の手続きを行なうまで契約は続きます。

第８条（会員登録および登録情報について）

1
契約者は、本サービスを利用するにあたり、所定のフォームに必要事項を全て虚偽なく入力して、会員登録をしてい
ただきます。

2 未成年の方は契約者として本サービスを利用することができません。

3

本サービスは、見守り対象者が「みまるくデバイス」を所持し、位置情報を取得することから、見守り対象者による同意
を得た上で利用してください。当社は、利用者の本サービスのサービス開始時点で同意を得たものとみなすことがで
きるものとします。ただし、見守り対象者が、未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人である場合は、そ
れぞれの法定代理人、成年後見人、保佐人または補助人の同意を得てください。当社は、利用者の本サービスの
サービス開始時点で法定代理人等の同意を得たものとみなすことができるものとします。

4
利用者は、メールアドレスおよびパスワードについて、自己の責任のもとで管理を行うものとし、登録情報が不正確ま
たは虚偽であったために利用者が被った一切の不利益および損害に関し、当社は一切の責任を負わないものとしま
す。

5
当社は、ログイン時に入力されたメールアドレスおよびパスワードが、登録されたメールアドレスおよびパスワードと一
致することを確認した場合、当該ログインを真正な契約者のログインとみなし、契約者による利用とみなします。

6
登録情報に変更が生じた場合は、速やかに変更後の登録情報をアプリ内で入力してください。登録情報の変更がな
されなかったことにより生じた一切の不利益および損害に関し、当社は一切の責任を負わないものとします。

第９条（会員登録の拒否）

1
会員登録に以下の事由があると当社が判断した場合、当社は「会員登録を承認しない」あるいは、「登録抹消する」こ
とがあります。

（1）本規約に違反したことがある者、あるいは以前に当社より本サービスの契約を解除されたことがある者からの会
員登録である場合

（2）本規約に違反したことがある者からの紹介等による会員登録である場合

（3）登録情報に虚偽または重大な記入漏れがあると判明した場合

（4）犯罪行為またはそれに類する行為に本サービスが利用された、あるいはそのおそれがあると当社が判断した場
合

（5）契約者が実在しないことが判明した場合

（6）本サービスの提供に支障があると当社が判断した場合

（7）契約者が反社会的勢力であると当社が判断した場合

（8）契約者の指定したクレジットカードがクレジットカード会社、金融機関等により利用の差し止めが行われていること
が判明したとき

（９）前各号以外の他、当社が不適切な会員登録であると判断する場合

第10条（再委託）

当社は、本サービスを提供するにあたり業務の全部または一部を、第三者に委託することができるものとします。

第11条（利用料金およびみまるくデバイスの料金）

1 本サービスの利用料金およびみまるくデバイスの料金（以下「各種料金」といいます）は、別途定めるものとします。

2
物価上昇、賃金上昇等の社会事情によって、もしくはサービス仕様の変更に伴い、前項に定めたサービスの利用料
金およびみまるくデバイスの料金を変更する必要が生じたときは、利用者の事前の同意なく、変更することがありま
す。

第12条（各種料金の決済）

1
前条に定めた各種料金のお支払い方法は、当社指定の決済方法で行うものとし、その方法は別途定めるものとしま
す。



2 当社は、決済を佐川フィナンシャル株式会社に委託しております。

3
当社は、利用者に対する各種料金にかかる債権を佐川フィナンシャル株式会社に譲渡することができるものとしま
す。但し、この場合には、利用者に対してその旨を通知いたします。

4
利用者が各種料金に対するお支払いを行ったことに対し、当社は、領収書またはこれに替わる書面等を発行すること
はいたしません。

第13条（禁止行為）

1
本サービスの利用について、当社は利用者の故意・過失を問わず以下に該当する行為を禁止します。禁止行為を
行った場合は、事前の告知なく該当箇所の削除や本サービスの利用停止、利用者資格の剥奪（サービスの終了）を
行う場合があります。その場合、削除結果および利用停止措置に関する質問・苦情は一切受け付けておりません。

（1）公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為

（2）法令に違反する、または違反するおそれのある行為

（3）犯罪行為またはこれを予告、関与、助長する行為

（4）虚偽または誤解を招くような内容を含む情報等を掲載、登録する等の行為

（5）通常利用の範囲を超えてサーバーに負担をかける行為、およびそれを助長するような行為、その他本サービスの
運営・提供または他の利用者による本サービスの利用を妨害し、またはそれらに支障をきたす行為

（6）第三者の産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権および商標権）、著作権、企業秘密等の知的財産権を侵害
する行為

（7）第三者の信用もしくは名誉を侵害し、または第三者のプライバシー権、肖像権その他一切の権利を侵害する行
為。この際、第三者については個人・法人／私人・公人の別を問わず、第三者の特定についてはメールアドレス、ニッ
クネーム、本名等の記載形態、手段を問いません。

（8）自殺、自傷行為、薬物乱用その他犯罪行為、または、社会通念上不適切な行為等を美化・誘発・助長するおそれ
のある言葉、その他の表現の掲載行為

（9）ストーキング行為を行う等、方法のいかんを問わず、第三者に対する嫌がらせ行為

（10）「見守り対象者」（「見守り対象者」が未成年者、成年被後見人、被保佐人、または被補助人に該当する場合に
は、それぞれの法定代理人、成年後見人、保佐人、または補助人）の同意を得ずに、みまるくデバイスを所持、携帯さ
せる行為

（11）民族・人種・性別・年齢等による差別につながる表現の掲載行為

（12）利用者が、当社の提供する本サービスについて、その全部あるいは一部を問わず、商業目的で利用（使用、再
生、複製、複写、販売、再販売等、形態のいかんを問いません）する行為（ただし、当社が許可したものを除きます）

（13）利用者が、本サービスを通じて入手した全ての情報について、複製、販売、出版、公開その他の方法において、
個人としての私的使用以外の使用をする行為、また、他の利用者、利用者以外の第三者をして同様の行為をさせる
行為

（14）他の利用者の個人情報を収集、蓄積する行為、またはこれらの行為をしようとすること

（15）本人、第三者の如何を問わず個人のメールアドレス、電話番号、ナンバープレート、金融機関口座番号、住所な
ど個人と特定しうる情報の掲載行為

（16）虚偽の情報（名前、誕生日、メールアドレス、住所などの個人情報を含む）を掲載、登録することで第三者になり
すます行為、また、利用者本人に許可を受けた場合であっても、利用者本人以外が登録情報（メールアドレスやパス
ワード等）を利用して本サービスを利用する行為

（17）違反行為により利用停止された利用者が再度本サービスに登録する行為

（18）本サービスの一部の利用権を当社が定めた方法以外の方法で譲渡する行為

（19）本サービスの一部の利用権をもって、現金その他の財物、財産上の利益との交換取引をすること、または交換
取引をすることの宣伝・告知・勧誘する行為

（20）「みまるくデバイス」を分解、改造する行為

（21）当社の信用を毀損する行為

（22）本サービスの運営を妨害する行為



（23）その他、当社が、合理的な理由に基づき不適切と判断する行為

2
利用者が前項各号の行為を行い、損害の発生、信用の失墜等が生じたとしても、当社はこれらに関する回復に要す
る費用等は一切負担いたしません。

3
万一、法令・公序良俗違反等の疑いに関連して、当社またはその他の第三者に損害が発生した場合、利用者は、当
該全損害を賠償するものとします。

第14条（免責）

1

本サービスは、位置情報確認機能・移動履歴確認機能・通知機能等により、ご利用者さまの「安心」「便利」を提供す
るものではありますが、その機能の精度や表示内容についての正確性を保証するものではありません。本サービス
の利用に関連して発生した損害について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、賠償義務等から免責さ
れるものとします。

2 前項の他、次の損害について当社は責めを負わないものとします。

（1）前条記載（禁止行為）に該当することに起因した損害

（2）電気通信事業者および携帯電話事業者の、メールサーバー、ネットワーク回線、携帯電話端末およびスマート
フォン端末、システム等の制約、障害等により、情報の受信遅滞・未達等、本サービスの提供が困難になったことによ
る損害

（3）利用者が電波の届かない場所にいること、見守り対象者がみまるくデバイスを所持しなかったこと、電池切れ等の
原因により、情報の受信遅滞または未達が発生したことに起因する損害

（4）地震、台風、豪雪、豪雨等の天災地変が生じ、不可抗力によって当社がサービスを提供できなくなったことによる
損害

（5）本サービスに関して利用者同士、または利用者と第三者間で生じた紛争から発生した損害

（6）当社の責によらず「みまるくデバイス」が破損、紛失、盗難したことにより、本サービスを利用できなくなったことに
起因する損害

（7）本規約に定めた内容に従わなかったことによって発生した損害

（8）インターネット障害、システム障害、アプリ上の障害およびサーバー上の障害が発生し、本サービスの利用ができ
なくなったことに起因する損害

（9）当社が本サービスを変更、停止または中止した場合、当該事象によって発生した損害

（10）当社の責めに帰すべき事由以外の原因によって、本サービスを利用できなかった場合の損害

（11）不正アクセス、不正な改変がなされて利用できなかった場合、また第三者によるなりすましによって発生した損
害

（12）本サービスを利用するにあたり、利用者による第三者への権利の侵害があったときに、第三者から損害賠償請
求を受けたことによる損害

（13）利用者のスマートフォン等の仕様変更等により、機能の一部または全部が利用できなくなることによる損害

（14）前号の他、利用者のスマートフォン等の仕様変更により、利用者が入力、利用していた情報が消去されてしまい
復元できなかった場合の損害

（15）本サービスのシステムメンテナンスや仕様変更等の通知をしたにもかかわらず、利用者がそれを見過ごして発
生した損害

（16）利用者のスマートフォン等にインストールされているウィルスソフトによって本サービスの一部または全部が利用
できない場合の損害

（17）利用者が利用しているスマートフォン等に対し、外部からウィルスに感染したことによって本サービスの一部また
は全部が利用できない場合、また、支障が生じ、作動に不具合が生じた場合の損害

（18）見守り対象者を検索・保護できなかったことによる損害

（19）前各号の他、当社の責めに帰さない事由による損害

第15条（知的財産の取扱いについて）

1
本サービスに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権および著作権等の一切の知的財産に関する権利は、当
社に帰属します。

2
利用者はこれらを勝手に利用、複製などすることはできません。また、本サービスの利用許諾は、当社に帰属する知
的財産権の許諾ではありません。



3
利用者に対して提供する本サービスのうち、「みまるくアプリ」に「買う」「購入する」等の表示がなされている場合でも、
利用者は本規約等で定められた範囲の利用権を有するのみであり、本サービスの所有権、知的財産権等の権利を
取得するものではありません。

第16条（「みまるくデバイス」の保証）

1 保証期間

「みまるくデバイス」の保証期間はデバイス到着日から1年間です。不具合があった場合には、みまるく公式Webサイト
のサポートセンターにお問い合わせください。

2 保証内容

（1）保証期間中の「みまるくデバイス」の自然故障の場合のみ、無償にて修理をお預かりいたします。

（2）「みまるくデバイス」の利用者による落下や水没、強い衝撃などによる破損や故障は、保証の対象外となります。

（3）「みまるくデバイス」の紛失は保証の対象外となります。
（紛失により解約が必要な場合は次条の解約手続きをお願いします。解約手続き完了後のみまるくデバイスは再利
用することができません）

第17条（本サービスの解約）

1
本サービスは、いつでも解約することができます。
（契約者が本サービスを解約する場合の手続きは、取扱説明書「10.よくある質問」の「●解約したい」に沿って手続き
ください）

2 解約に関する手数料、利用料に関しては次の通りとします。

（1）本サービスの解約に手数料はかかりません。

（2）解約お申し出日（当社から送信される「解約手続きのご案内」のメールに、契約者様から解約必要事項を記入した
メールを当社が受信した日）が当月20日以前の場合は、翌月の月額利用料は発生しません。
解約お申し出日が21日以降の場合は、翌月までの月額利用料が発生しますのでご承知おきください。

（4）解約されても「みまるくデバイス」代金は返金されません。

第18条（当社による利用停止・登録解除）

1
当社は、契約者が次のいずれかに該当すると判断した場合には、当該登録者に事前の通知なく、本サービスの一時
停止または契約を解除することができるものとします。

（1）本サービスの利用料金その他の債務の履行を遅滞し、または支払いを拒否した場合

（2）決済方法の利用が停止された場合

（3）契約者が仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分等を受けた場合、契約者について破産手続開始の申立ても
しくは民事再生手続開始の申立てがあった場合、または契約者が後見開始の審判、保佐開始の審判若しくは補助開
始の審判を受けた場合

（4）当社が本規約違反の状態の解消を求めたにも関わらず、10日経過してもなおこれに応じない場合

（5）第13条1項に該当する行為

2
契約者は、前項各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当該時点において発生している本サービス
の利用料金、今後契約期間中に発生する本サービスの利用料金その他の当社に対して負担する一切の債務を一括
して弁済するものとします。

3
当社は、本条第1項に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、一切責任を負わないものとしま
す。

第19条（問い合わせ窓口）

本サービスへのお問合せについては、以下の窓口までご連絡ください。なお、お問合せの際は、個人情報保護の観
点から当社所定の方法でご登録者ご本人であることを確認させていただきます。

会社名：モリトジャパン株式会社東京事業所
住 所：東京都台東区駒形2-4-8
名 称：みまるくサポートセンター
メール：info-mimalook@morito.co.jp
受付時間:9：00～17：00（土日祝日年末年始夏季除く）
            お問い合わせ頂きましてから、返答までにお時間を頂く場合がございます。
            土・日・祝日以外にも弊社が休業日としている場合がございます。

第20条（準拠法）

本規約等に関しては、日本国に基づいて作成、解釈されるものとし、利用者との間で紛争、訴訟等が生じたときは、全
て日本国の法律に基づいて解決を行うものとします。



第21条（裁判管轄）

本規約および本サービスに関して利用者との間に紛争、訴訟が生じたときは、当社の本社所在地を管轄する裁判所
を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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