
平成 25 年 4 月吉日
お客様各位
 株式会社町田予防衛生研究所

 　代表取締役　二階堂　哲也

腸内細菌検査（検便）の一部変更と、新サービスのご案内

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、日頃ご利用いただいております腸内細菌検査（検便）につきましては、かねてよ
り多くのお客様から、検査結果の迅速性についてご要望をいただいておりました。
そこで、弊社はそれに応えるためインターネットを利用した検査結果閲覧システム
（MHCL　e-Service）の開発と新検査法の導入での解決を検討しておりましたが、この
度それを実施できる運びとなりましたので、ここにご案内申し上げます。
尚、平成25年５月７日頃から順次、実施して行くことを予定しております。

MHCL　e-Serviceをご利用していただきますと、弊社の検体受領当日中に、お客様側
のパソコンで検査結果の閲覧・ダウンロード・成績書印刷が可能となります。
具体的には、検体受領当日中の検査実施で、その結果が陰性だった人の検査結果は当日
に閲覧等が可能となります。但し、検体受領当日の検体到着時間等状況によっては、深夜
～翌日になる場合がございます。

本サービスのご利用には、お申込みが必要となります。MHCL　e-Service申込書と利
用規約を同封しますので、ご希望のお客様は必要事項をご記入のうえ、FAXにてご返信
願います。後日弊社からご担当者様宛に確認のご連絡をいたします。
サービスのお申込みから登録までに、最長で1ヶ月程度かかりますのでその旨ご了承く
ださい。
また、新検査法導入に伴い腸内細菌検査成績書の表記の一部を変更します。
「検査判定日」を「検査報告日」に変更し、検査内容欄の「培養」の表記は削除します。

弊社は、これからも皆様のご要望に応えるべく一生懸命努めてまいりますので、今後と
も一層のご愛顧を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

敬　具　
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MHCL e-Service 利用申込書 

　この利用申込書は、㈱町田予防衛生研究所の提供するWeb検査結果報告サービス「MHCL e-Service」の申込書となりま
す。本サービスでは、企業情報、個人情報の含まれる成績書の閲覧機能が含まれますので、下記の内容に同意の上、太枠
内にご記入･ご捺印のうえ、FAXにてお申し込み下さい。追って、責任者様宛に確認のご連絡をさせていただきます。

当社は、㈱町田予防衛生研究所の提供する「MHCL e-Service」の申込にあたり、下記を確認致しました。

１．当管理責任者が、当社団体に所属し、衛生点検・検査成績書閲覧サイトの管理権限を付与され
ている事

２．別添 当サイト利用規約・プライバシーポリシーに同意した事

FAX番号はお間違えの無いようにご注意ください。
〒194-0013 東京都町田市原町田3-9-9
TEL：042-725-2010㈹　FAX：042-723-8265
http://www.mhcl.jp/

町田予防衛生研究所
厚生労働省登録検査機関・登録衛生検査所

※この情報は、㈱町田予防衛生研究所の提供するインターネットサ
ービス及び商品・サービスの案内等の営業活動以外の目的で使
用いたしません。
※必須項目に記入もれがある場合、お申し込みを受理できない場合があります。
※お申し込みが集中した場合、登録をお待ちいだたく場合がございます。ご了承ください。



詳しくはお気軽にお問い合わせください。

お 申 込 み

お申込内容の
ご確認

ID・仮パスワード
発　行

ご利用開始
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〒194-0013 東京都町田市原町田3-9-9 TEL 042-725-2010㈹　FAX 042-723-8265  http://www.mhcl.jp/
町田予防衛生研究所 厚生労働省登録検査機関・登録衛生検査所

食品検査/環境検査/衛生点検/腸内細菌検査/衛生講習会 他

MHCL e-ServiceMHCL e-Service
腸内細菌検査　Web閲覧サービス

町田予防衛生研究所では、腸内細菌検査をご契約のお客様に、
「 ＭＨＣＬ ｅ-Ｓｅｒｖｉｃｅ 」をご提供しています。
ｅ-Ｓｅｒｖｉｃｅ をご利用いただくと、Web 上から、検査結果や検体の到着状況
を迅速に確認することができます。



サービス利用に関する規約 
 

株式会社町田予防衛生研究所（以下「当社」といいます。）は、当社が運営する「ＭＨＣＬ e‐Service」の

サイトの利用について、以下のとおり規約（以下「本規約」といいます｡）を定めます。本規約は、腸内細菌検

査及び食品検査の結果等の情報をインターネットによりお客様のパーソナルコンピュータ上にて確認できるサ

ービス（以下「本サービス」といいます。）の利用に関わる事項を定める規約であり、本サービスを利用するた

めには、以下に定める条項への同意及び当社所定の手続による登録が必要になります。 

第 1 条 (本規約の適用) 

1. 本規約は、本規約のすべての条項を承諾され、かつ本サービスに関する当社所定の手続を行って登録を済

ませたお客様に適用されるものとします。 

2. 当社は、事前にお客様の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。本規約の変更にあたっ

ては、本サービスのトップページに表示するか、またはその他の方法によりお客様に通知するものとしま

す。ただし、この通知が届いていなかった場合であっても、変更後の規約が適用されるものとします。 

第 2 条 （本サービスの利用に関わる手続） 

お客様が本サービスを利用するためには、当社所定の利用申込書のご提出と当社への登録、ＩＤ、パスワ

ード（以下「ログインアカウント」といいます。）の取得が必要になります。 

第 3 条 (登録) 

1. 本サービスの提供を希望するお客様は、当社所定の利用申込書に必要事項を記入の上ご提出いただき、そ

の到着後当社が登録を行います。 

2. 当杜が登録を行った後に、ログインアカウントを発行し電子メールにて申込書に記載された管理責任者へ

お知らせします。 

第 4 条 (ログインアカウントの管理) 

1. お客様は、発行されたログインアカウントを第三者に知られないよう厳重に管理するものとします。パス

ワードは、定期的に変更を行うなど、パスワードの盗用を防止する措置をお客様の責任において行わなけ

ればならないものとします。 

2. 取得したログインアカウントにより複数人が本サービスを利用する場合には、お客様の責任において厳重

に管理されるものとし、全ての利用者に対し本規約の内容を遵守させるものとします。 

4.  当杜は、お客様のログインアカウントが盗まれ、第三者により不正に利用され、そのためにお客様に損害が

生じたとしても、その損害についてー切責任を負わないものとします。 

第 5 条 (本サービスの内容) 

1. お客様は、インターネット上にてお客様専用のログインアカウントを用いて当社の管理・運営するサーバ

にアクセスして検索することにより、お客様よりご依頼いただいている範囲の腸内細菌検査及び食品検査

の結果等を知ることができ、検索結果をダウンロードして得ることができます。また当社の社印付きの検

査成績書も同様にして得られます。 

２．検査結果と成績書は結果確定の翌日朝に閲覧及びダウンロードが可能になります。 

３．お客様が本サービスのご利用をされる場合、紙による検査成績書はお送りしません。紙に印刷された検査

成績書が必要な場合、ご自身で印刷していただきます。但し、陽性等の緊急のご連絡が必要な成績書は印

刷できませんので成績書は送付させていただきます。 

４．本サービスの検査データは、利用される当日から 13 か月目の前日まで保持しますので、最長１年前までの

検査結果を閲覧、検索できます。 

第 6 条 （本サービスの利用料） 

本サービスの利用料は、無償とします。 

第 7 条 （本サービスの利用期間） 

本サービスは､第 3 条に定める登録時から､お客様より本サービスの解約のお申し出を受け付けるまで、ま

たは当社との検査受託契約満了日までとします。 

第 8 条 (本サービスの中断・中止) 

1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前にお客様に通知することなく、本サービスの一部

または全部を中断し、終了させる場合があります。 

(1) 本サービスに供する通信設備等の定期または緊急保守を行う場合 

(2) 停電、通信設備の故障などにより本サービスの提供ができなくなった場合 

(3) 地震、火災、洪水その他不測の事態により本サービスの提供ができなくなった場合 

(4) その他当社の責によらない事由により本サービスの提供ができなくなった場合 

2. 当社は、本サービスをやむを得ず継続して提供することができなくなった場合は、中止する 1 ヶ月前まで

にお客様にその旨を通知するものとします。本サービス中止後は、成績書を送付する方法により結果報告

させていただきます。また、お客様のご要望により、本サービス利用期間中の検査成績書を発行しお送り

いたします。 

3. 当社は、登録内容に虚偽があった場合、その他当社が不適当と認めた場合、登録の解除または本サービスの

一次休止をすることができるものとします。 

4. 当社は、本サービスの中断、中止、終了に関する責を一切負わないものとします。 

第 9 条 (禁止事項) 

お客様は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。 

(1) 当社もしくは第三者のプライバシーもしくは財産を侵害する行為､またはそれらの恐れのある行為 

(2) 当社もしくは第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為 

(3) 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそれらの恐れのある行為 

(4) 当社の事前の承諾なく、本サービスを利用して、または本サービスに関連して、営利を目的として行う

行為 

(5) 本サービスの運営を妨げる行為 

(6) 当社または本サービスの信用を毀損する行為 

(7) アクセス権限を不正に使用する行為 

(8) 法令に違反するか、または法令に違反するおそれのある行為 

第 10 条 （ソフトウエア利用環境） 

1. 本サービスには株式会社セールスフォース・ドットコムの Force.com サービス及び Sites サービスを利用し

ます。利用者が本サービスで利用する検査結果等のデータはすべて Force.com サービス及び Force.com Sites

サービス環境に保持されます。 

2. お客様がインターネットで接続・閲覧するには、Microsoft lnternet Explorer 8.0 以上 

又は Mozilla Firefox の最新版又は Google Chrome の最新版を、また、PDF ファイルを閲覧・印刷する場合

には、Adobe Acrobat Reader 6.0 以上の能力が貴社のパーソナルコンピュータ（以下「パソコン」といいま

す。）に備わっていることが必要となります。lnternet Explorer は Microsoft 社、Acrobat Reader は Adobe 社

のホームページより無償でダウンロードできますので、最新版をインストールしてお使い下さい。 

MHCL1303052



第 11 条 （設備の変更） 

1. 当社は、お客様がパソコンまたは周辺機器等を変更したことにより、本サービスが利用できなくなったとし

ても、当社が本サービスに供するサーバ、ソフトウエアその他の通信設備等を変更する義務を負わないもの

とします。 

2. 前項の場合、お客様は、本サービスを利用するために必要な機器の増強等の設備投資を自己の費用と負担

において行うものとします。 

第 12 条 (免責) 

1. 当社は、本サービスの利用もしくは利用不能により、お客様または第三者に損害（損害の種類を問わない

ものとします。）が生じたとしても、一切責を負いません。 

2. 当社は、本規約に特段の定めのある場合を除き、本サービスに関していかなる保証も行いません。 

3. 本サービスに関しお客様が行った行為に起因して、当社が第三者から損害賠償を請求された場合、または当

社が損害を受けた場合、当社は当該損害額をお客様に請求できるものとします。 

第 13 条 （権利及びライセンスの帰属） 

  本サービス及び本サイトにおいて使用する一切のコンテンツに関する特許権、商標権、著作権その他の知

的財産権はすべて当社またはその他の権利者に帰属し、お客様には帰属しないものとします。お客様はこ

れらを使用、複製または転載してはならないものとします。 

第 14 条 （届出事項の変更等） 

お客様は、住所、電話番号、管理責任者情報、その他当社に登録した内容に変更が生じた場合には、所定

の手続に従い、当該変更事項を速やかに当社に届け出るものとします。 

第 15 条 （ログインアカウントの再発行） 

お客様が何らかの事情によりログインアカウントの再発行を希望する場合、当社へ所定の申し込みを行う

ことにより、当社は新たなログインアカウントを発行し、当社に登録されているお客様住所の管理責任者

宛てに郵送でお知らせします｡但し、その再発行に関連して発生した損害について、当社は一切の責任を負

わないものとします。 

第 16 条 （管轄裁判所） 

本サービスに関しお客様と当社間で紛争が生じた場合は、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。 

 

 

株式会社 町田予防衛生研究所 

束京都町田市原町田３－９－９ 

 

個人情報の取り扱いについて（プライバシーポリシー） 
当社が提供するインターネットサービス「MHCL e-Service」に関連して、お客様よりいただいた個人情報の取り扱い

についてご説明いたします。 

株式会社町田予防衛生研究所 個人情報保護方針 

１．基本原則 

当社で扱うすべての個人情報は、適切な安全管理措置を講ずることにより保護管理いたします。 

個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、さらには当社の策定した個人情報保護コンプライアンス・プ

ログラムに基づき個人情報を保護するとともに、継続的に改善を図ります。 

２．情報収集 

お客様が当社の提供するインターネットサービス「MHCL e-Service」の利用にあたり、当社がお客様よりお預かり

する個人情報は、当社の提供するインターネットサービスに必要な範囲といたします。 

（受託した検査業務においてお預かりいたしました個人情報については、当社ホームページをご覧ください。） 

３．情報利用 

当社が提供するインターネットサービス「MHCL e-Service」の使用にあたりお客様よりお預かりする個人情報は、

当社の提供するインターネットサービスのご案内を配信したり提供したりする目的で利用いたします。 

４．情報提供 

当社が提供するインターネットサービス「MHCL e-Service」業務の一部を外部に委託する場合は、個人情報を適切

に取り扱っている委託先を選定するとともに、その取り扱いについて定期的に確認をいたします。 

当社は、以下に定める場合を除き、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。

ⅰ法令に基づく場合 

ⅱ人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき 

ⅲ公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困

難であるとき 

ⅳ国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する

必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

５．安全管理 

個人情報保護管理者の設置をはじめ内部における責任体制を確保し、不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩の危険防

止を図るため、必要かつ適切な保護措置を講じます。 

個人情報の適切な保護が確保できるよう、教育研修の実施等を通じて、従業者の個人情報保護意識の啓発を図りま

す。 

受託した当社が提供するインターネットサービス「MHCL e-Service」業務の一部を再委託する場合には、委託先に

おいて個人情報保護の措置が確保されるよう、委託元と委託先の責任を契約等で明確に定め、定期的に確認をいた

します。 

  

その他 

当社は自らの裁量により、必要に応じて本規定を変更、修正、追加又は削除する場合がございます。 

 

個人情報の取り扱いについての窓口 

株式会社 町田予防衛生研究所 個人情報管理事務局  

TEL042-725-2010 

MHCL1303052
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