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2022年2月1日 改訂 

第1条 適用範囲 

この規定（以下、「本規定」という）は、株式会社キャピタル・アセット・プランニング（以下、「当社」という）が提供す

る第2条に定める「Wealth Management Workstation / Design Your Goal」（以下、「本サービス」という）のサービス内容および

その利用について定めるものです。 

第2条 本サービスの内容 

1. 本サービスは、お客さまが当社サイトを経由してインターネット上のサイト（以下、「コンテンツサイト」という）にアク

セスして、お客さまが入力した情報等を蓄積、更新、加工、編集等の上、当社サイト上に表示することができる各機能（以

下、各機能を実行するためのソフトウエアを「ツール」という）の提供をその内容とします。個々の機能の詳細について

は、当社所定の方法により公表するところによるものとします。 

2. 本サービスによりアクセスできるコンテンツサイトは、当社が別途定めるものとします。 

第3条 利用申し込み 

お客さまは、この規定を確認および同意のうえ、当社所定の方法で本サービスの利用申し込み行うものとします。 

第4条 ご利用時間 

本サービスのご利用時間は、当社が別途定めるものとし、当社のインターネットホームページに掲示することにより告知し

ます。ご利用時間を変更する場合には、変更日・変更内容を同様の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取

扱うものとします。 

第5条 サービスの提供 

1. 本サービスは、当社が提供するサービスをAmazon.com, Inc.（以下、「サーバー管理会社」という）の管理するコンピュー

タを通じて、お客さまに提供するものです。 

2. 本サービスを提供するためのアプリケーションおよびデータベースを格納するコンピュータは、サーバー管理会社が管理

します。お客さまが本サービスを利用するために登録した情報等およびインターネット上で取得した個人情報は、サーバ

ー管理会社の管理するコンピュータに登録されます。 

3. お客さまは前 2 項を同意の上、自らの判断と責任において本サービスを申し込み、利用するものとし、本サービスの利用

により生じた損害について、当社又はサーバー管理会社に、故意又は重大なる過失がある場合を除き、当社又はサーバー

管理会社に帰責事由がある場合も、その損害の原因事実発生の前の 1 年間に当該お客様から当社が現実に受領した本サー

ビスの手数料に相当する金額を超えては責任を負いません。当社又はサーバー管理会社に、故意又は重大なる過失がある

場合には、各当事者の帰責性の範囲で、責任を負うものとします。 

第6条 お客さま情報等の取り扱い 

1. お客さま情報 

(1) 当社は、本サービスの利用によって、お客さまが各コンテンツサイトにログインするにあたり必要となるログインＩＤ、

パスワード等（以下、「ログイン情報」という）およびお客さまが本サービスを用いて各コンテンツサイトから入力した

お客さまの情報（以下、「お客さま情報」という）を取得します。 

(2) お客さまは、当社がお客さま情報を当社の「個人情報保護方針」にしたがって利用することを了承します。当社は、こ

の方針の内容を変更する場合があります。その場合には、変更日・変更内容を当社のインターネットホームページに掲

示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 

(3) 当社は、法令により定められた場合を除き、お客さまの同意を得ることなく第三者に対しお客さま情報を一切提供しま

せん。当社は、本サービスの提供に関連する範囲を超えて、お客さま情報を利用しません。 

(4) 当社は、お客さまが契約を終了したときは、お客さま情報をサーバーから削除致します。削除時も当該サーバーへの当

社関係者のアクセスは厳重に制限および管理されます。 

2. ログイン情報 

(1) 当社は登録されたログイン情報を保管し、お客さまが当社所定の操作を行った場合に限り、各コンテンツサイトへのア

クセスを許諾します。 

(2) 本サービスの利用申し込み時に、お客さまに付与されたパスワード（以下、「初期パスワード」という）は、当社にログ

イン情報として登録することはできません。別途、お客さまご自身で各コンテンツサイトにて初期パスワードを変更し

たのち、当社所定の方法でログイン情報の登録手続きを行ってください。 

(3) ログイン情報は、サーバー管理会社等が保有するサーバーに保管されます。お客さまのプライバシー保護のため、当該

サーバーへの当社関係者のアクセスは厳重に制限および管理されており、特にログイン情報として登録されたパスワー

ドについては暗号化して保管されます。 

(4) 他人のログイン情報は登録しないでください。他人のログイン情報を登録したことにより生じた紛議等について当社は

いっさい関知いたしません。 

 

第7条 パスワード等  

1. パスワード等の登録  

本サービスの利用にあたって、お客さまは当社所定の方法でパスワードの登録手続を行うものとします。  

2. パスワード等の管理  

ログインＩＤ、パスワード（以下、「パスワード等」という）は、お客さまの責任において厳重に管理し、第三者には開示

しないでください。パスワード等を失念、あるいは第三者に知られた可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法によ

り、パスワード等の変更手続を行ってください。この変更手続が完了する前に生じた損害については、当社は責任を負いま

せん。  

3. パスワード等の変更  

パスワード等を失念した場合には、当社所定の方法により、パスワード等の再登録を行ってください。当社は、パスワード

等の再登録の申出を当社所定の手続にしたがい確認したうえで再登録処理を行います。  

4. パスワード等の誤入力  

お客さまが、登録済のパスワードと異なるパスワードを当社所定の回数連続して入力した場合、当社はお客さまに対して、

電子メールによりその旨を通知するとともに、一定期間当該パスワード等の取扱いを停止します。本サービスの利用を再開

する場合は、当社所定の方法により、パスワード等の再登録を行ってください。  

第8条 本人確認  

1. 当社は、ログイン時に入力された ID・パスワードと、あらかじめ登録された ID・パスワードを照合し、その一致を確認す

ることで本人確認を行ったものとします。  

2. 第1項により本人確認として取り扱う為、当該 ID・パスワードにつき不正使用その他事故等があっても、それにより生じ

た損害については、当社は責任を負いません。 

第9条 使用許諾 

1. 利用契約にかかわらず、当社が本サービスで提供する各ツールの著作権は当社に帰属し、お客さまには帰属または移転し

ないものとします。当社は、お客さまに対し、この規定その他により認める範囲および方法によるツールの自己使用のみ

を許諾するものとします。  

2. お客さまは、ツールの複製、改変、公衆送信、解析、リバースエンジニアリングその他当社がツールの正当な使用方法と

して提示する以外の行為を行ってはならないものとします。また、お客さまは、ツールにつき再使用許諾その他の許諾を

与えたり、形態の如何を問わず第三者にこれを使用させてはならないものとします。  

3. 本サービスを通じて閲覧できる情報、ソフトウエアもしくは検索結果、第三者のウェブサイトへのリンクまたは第三者の

提供する商品、サービスもしくは権利等（以下、総称して「コンテンツ等」という）の利用につき許諾が必要な場合には、

お客さまにて当該コンテンツ等の提供元より許諾を得るものとします。また、お客さまは当該コンテンツ等の提供元のサ

イト等で定める利用条件および責任の範囲等を予め同意の上、当該コンテンツ等を利用するものとします。 

第10条 手数料等  

1. 本サービスにかかる各種手数料は、当社が別途定めるものとし、あらかじめ登録された指定口座から当社所定の方法によ

り引落します。  

2. 当社は、本サービスにかかる各種手数料を変更することがあります。この場合には、変更日および変更内容を当社のイン

ターネットホームページに掲示することにより告知し、変更日までにお客さまからの申し出がない限り、変更日以降は変

更後の内容により取扱うものとします。 

第11条 届出事項の変更  

1. 氏名、住所その他の届出事項に変更があった場合またはある場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更

処理を行ってください。  

2. 届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、届出以前に生じた損害について当社又はサーバ管理会社に、故意

又は重大なる過失がある場合を除き、当社又はサーバー管理会社に帰責事由がある場合も、その損害の原因事実発生の前

の 1 年間に当該お客様から当社が現実に受領した本サービスの手数料に相当する金額を超えては責任を負いません。当社

又はサーバー管理会社に、故意又は重大なる過失がある場合には、各当事者の帰責性の範囲で、責任を負うものとします。

また、届出事項の不備または届出事項の変更を怠ったことによる損害については、当社は責任を負いません。  

3. 届出のあった氏名、住所にあてて当社が通知または送付書類（以下、通知等という）を発送し、これらが未着で当社に返

送された場合、当社は通知等（ただし、法令等で交付を義務付けられているものを除く）の送付を中止します。  



第12条 告知・通知の方法  

1. お客さまは、本契約にもとづき当社よりお客さまへの告知または通知をする場合に、インターネットホームページへの掲

示、または電子メールその他の方法により行われることに同意するものとします。  

2. 届出のあった電子メールアドレスまたは住所に宛てて当社が通知を発信した場合において、通信事情、届出事項の不備・

未変更、その他当社の責めによらない事由により延着しまたは到達しなかった場合でも、お客さまは通常到達すべきとき

に到達したものとみなすことに同意するものとします。 

第13条 禁止行為 

1. お客さまは、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。また、お客さまが、本サービスの利用に関連し

て以下の行為を行い、また行うおそれがあると当社が認めた場合、当社は、お客さまによる本サービスの利用停止、利用

解除その他の措置を講じることが出来るものとします。 

(1) 当社、サーバー管理会社等を含む第三者の著作権その他の権利を侵害する行為および侵害するおそれのある行為 

(2) 当社、サーバー管理会社等を含む第三者の財産またはプライバシーを侵害する行為および侵害するおそれのある行為 

(3) 前 2 号に定めるものの他、当社、サーバー管理会社等を含む第三者の利益を不法に侵害する行為および侵害するおそれ

のある行為 

(4) 当社、サーバー管理会社等を含む第三者を誹謗中傷する行為 

(5) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為または当社およびサーバー管理会社等を含む第三者に対し公序良

俗に反する情報を提供する行為 

(6) 犯罪行為または犯罪行為に結びつく行為若しくはそのおそれのある行為 

(7) 自己または第三者のユーザーIDおよびパスワードを不正に使用する行為 

(8) 本サービスを利用してまたは本サービスに関連して、コンピュータウィルスなどの有害なプログラムを使用し、若しく

は送信する行為、またはそのおそれのある行為 

(9) 前号に定めるものの他、当社による業務の遂行、本サービスの実施若しくは当社の電気通信設備に支障を及ぼし、また

はそのおそれのある行為 

(10) その他、法令に違反する行為またはそのおそれのある行為 

(11) その他当社又は第三者に損害を与える行為 

2. お客さまは、前項各号に該当する行為またはその他の故意もしくは過失行為によって当社およびサーバー管理会社に直接

または間接に損害を与えた場合には、当社およびサーバー管理会社等が被った損害を賠償するものとします。また、お客

さまがかかる行為によって第三者に損害を与え、もしくは第三者との間に紛争を生じた場合、お客さまは、自己の責任と

費用負担においてこれを処理解決するものとします。 

第14条 国外利用の禁止 

日本国外からの本サービスの利用および日本国外での本サービスを通じたコンテンツ等の利用は禁止します。 

第15条 本サービスの解約 

1. 本サービスは次の各号のいずれかに該当したとき解約されるものとします。 

(1) お客さまが当社所定の方法により本サービスを解約したとき 

(2) お客さまがこの規定の変更に同意されないとき 

(3) やむをえない事由により、当社が本サービスの解約を申し出たとき 

2. お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、お客さまへの事前の通知を行うことなく、本サービスの全部ま

たは一部の利用を一時的に不能とし、または本サービスを解約することができるものとします。 

(1) お客さまが第10条に定める各種手数料を支払わないまま2ヶ月が経過したとき 

(2) お客さまが第13条に定める禁止行為を行ったとき。 

第16条 非保証及び責任限定 

1. お客さまは、本サービスの利用によりお客さま情報およびお客さまが入力した情報が、通信設備等の異変により正確に表

示されない可能性があることに同意するものとします。  

2. 当社およびサーバー管理会社等は、本サービスの利用によりお客さま情報およびお客さまが入力した情報の完全性、正確

性、確実性、有用性等について、何らの保証も行わず、責任を負担しないものとします。 

3. 各コンテンツサイトにおける数値等の情報は参考情報であり、正確性を保証するものではありません。当社及びサーバー

管理会社は、本サービスについて、当社又はサーバ管理会社に、故意又は重大なる過失がある場合を除き、当社又はサー

バー管理会社に帰責事由がある場合も、その損害の原因事実発生の前の1年間に当該お客様から当社が現実に受領した本サ

ービスの手数料に相当する金額を超えては責任を負いません。当社又はサーバー管理会社に、故意又は重大なる過失があ

る場合には、各当事者の帰責性の範囲で、責任を負うものとします。 

第17条 免責事項  

1. 次の各号の事由により、当社の提供するサービスの取扱いに遅延、不能等が生じた場合には、当社の故意又は重大な過失

による場合を除き、当社又はサーバー管理会社に帰責事由がある場合も、これによって生じた損害については、当社およ

びサーバー管理会社等は、その原因事実発生の前の１年間に現実に受領した本サービスの手数料に相当する金額を超えて、

責任を負いません。当社又はサーバー管理会社に、故意又は重大なる過失がある場合には、各当事者の帰責性の範囲で、

責任を負うものとします。 

(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。  

(2) 当社およびサーバー管理会社等が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータに障

害が生じたとき。  

(3) 当社以外の第三者の責に帰すべき事由があったとき。  

2. 当社およびサーバー管理会社等が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット

その他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、情報が漏洩した場合、

そのために生じた損害については、当社およびサーバー管理会社等は、その原因事実発生の前の１年間に現実に受領した

本サービスの手数料に相当する金額を超えては、責任を負いません。  

第18条 本サービスの変更等  

1. 当社は、本サービスの内容を変更することがあります。この場合には、変更日および変更内容を当社のインターネットホ

ームページに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 

2. 当社は、本サービスにかかるツールもしくはコンテンツ等の更新、変更、システムの保守点検、機器・回線等の故障もし

くは停止、または停電、天災、セキュリティ上の措置その他やむを得ない事由の発生等により、お客さまに事前の通知を

行なうことなく、本サービスの提供を一時的に中断または停止することができるものとします。お客さまは、本サービス

がかかる制約の下で提供されるサービスであることをあらかじめ同意のうえ、本サービスを利用いただくものとします。  

3. 前 2 項による本サービスまたはツールの機能の追加、変更、削除、部分改廃、中断または停止その他本サービスに関し、

お客さまが情報入手の遅延、情報の滅失、誤り、過不足、または損壊またはその他の原因により、いかなる損害を被った

場合であっても、当社又はサーバー管理会社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社又はサーバー管理会社に帰責

事由がある場合も、当社およびサーバー管理会社等は、当該お客様からその原因事実発生の前の１年間に当社が現実に受

領した本サービスの手数料に相当する金額を超えて、責任を負わないものとします。当社又はサーバー管理会社に、故意

又は重大なる過失がある場合には、各当事者の帰責性の範囲で、責任を負うものとします。 

第19条 規定等の準用 

この規定に定めのない事項については、当社の他の規定等の定めを準用します。 

第20条 規定の変更 

当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、変更日・変更内容を当社のインターネットホームペー

ジに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 

第21条 準拠法および合意管轄  

1. 当社との取引についての準拠法は日本法とします。  

2. 当社との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属の管轄裁判所とします。 

以上 

ご利用時のご注意 

※ 本サービスはお客さまの投資判断の材料となる情報の提供を行うシステムであり、投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自

身の判断でなさるようお願いいたします。 

※ 各コンテンツサイトにおける数値等の情報は参考情報であり、正確性を保証するものではありません。この情報を参考にしてお取引を行う場合には、お客さ

まご自身の判断で行ってください。 

※ 各コンテンツサイトの分析結果は、お客さまの情報をもとに、作成日現在に入手可能な情報に基づき作成したものです。信頼できると判断した資料およびデ

ータに基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性、信頼性および将来の市況環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。 

※ 本サービスに表示している個々の情報（文字、図表、イラストなど）に関しましては、著作権法の対象になっています。本サービスの全部または一部につい

て、個人の方の本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認めていません（法律による例外規定は除きます）。 

※ 当社は ISMSを取得しており、ISMS運用ルールに基づくセキュリティ委員会を設置しております。万一、第17条免責事項に該当しない情報漏洩が発生した

場合、セキュリティ委員会の定める手順に従い、ステークホルダーへの報告ならびに防止策の立案などを実施します。 


