
MORACTテクニック セミナー申し込みの際のセミナー規約 
 
セミナー規約 
 
１条（目的）　 
株式会社ケッズトレーナー（以下「甲」といいます）が運営する「MORACTテ
クニック セミナー」（以下「本セミナー」といいます）に関してセミナーの受
講生（以下「乙」といいます）のご利用条件を定めるものです。  
２条（本規約の適応、規約の変更） 
１．ユーザーは、本セミナーを受講するにあたって、募集要項の記載内容およ
び本規約に同意したものとする。  
２．甲は、必要と判断した場合には、乙に通知することなくいつでも本規約を
変更できるものとする。 
３条（申し込みの受諾）　 
甲は、原則として申し込みを行った乙に対して、本セミナーの申し込みを受諾
する。 
４条（個人情報の取り扱い） 
ユーザーの個人情報について、お問合せに関する対応及び、甲主催のセミナー
のご案内目的にのみ利用いたします。ご提供いただいた個人情報を第三者に委
託することはありません。 
５条（肖像権）　 
セミナー当日の様子を動画、写真撮影をします。セミナー開催中にスタッフが
撮影した写真の著作権・肖像権は、主催者に帰属します。撮影した内容は今後
のセミナーの案内等で利用させていただくことがあります。 
６条（知的財産権） 
甲がユーザーに提供するテキスト、マニュアル、資料、画像、動画など関連資
料などの知的財産権は当社に帰属します。 
７条（禁止事項） 
乙が本セミナーを受講するにあたって、以下に該当する行為を行うことを禁止
します。  
 
 
１．甲、講師および当社の契約先が有する著作権、商標権などの知的財産権を
侵害する行為、またはその恐れのある行為 
２．他の受講生に対して、本スクールの受講を妨げる、またはその恐れのある
行為  
３．甲が提供するテキスト等を複製、頒布等する行為 
４．本スクールの講習内容を録音、録画する行為 
５．その他本規約において禁止する行為、その他当社が不適当と判断する行為 
８条（料金、支払い方法） 
１．乙は、本セミナーの受講の対価として、受講料を甲に支払うものとする。  
２．支払い方法は、クレジットカード、銀行振込のみ（一括） 
９条（キャンセルポリシー） 
 乙のご都合でキャンセルが発生する場合、甲規定によりキャンセル料をいただ
く場合があります。 
１０条（免責） 



１．乙が本セミナーを受講することにより、身体等に怪我、不調が発生したと
しても当社は一切責任を負わないものとする。  
２．乙が本セミナーを受講することにより、直接または間接的に損害が発生し
た場合、当社は損害賠償の責任を負わないものとする。 
１１条（準拠法、裁判管轄） 
１．本サービス、本規約および本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所
を第一審の専属の合意管轄裁判所として処理するものとする。  
２．本サービス、本規約および本契約に関して発生する問題の解釈および履行
については、日本国の法律に準拠するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホームページ（オンラインショップ）で購入時の文言 
 
オンラインショップ 
 
返品・返金ポリシー 
返品・交換は、商品到着後「7日以内」 でお願いします。 
次の場合は、返品・交換がお受けできません。 
※いずれの場合も、不良品を除きます。 
商品到着後8日以上経過した商品 
一度ご使用になられた商品 
お客様の元で、キズまたは汚損が生じた商品 
返品    　 
お客様理由の場合は、元払い（お客様負担）でご返送ください。 
※宅配便またはゆうパックなどをご利用ください。その際、発送時に受け取ら
れた送り状、配送控えは返品受け取りの証書となりますので、お手元に保管い
ただくようお願いいたします。 
※弊社に連絡をされずに着払いで返品された場合、返品送料を請求する場合が
ございますので、あらかじめご容赦ください。 
ご不明な点がある場合は、info@moract.coまで直接お問い合わせください。 
 
 
商品の発送方法・発送状況について 
お客様よりご注文いただきました商品は、佐川急便にてお届けいたします。 
※配送会社の指定はできませんので、予めご了承下さい。 
※海外への発送は現在、承っておりません。 
 



発送手続き完了後、MORACTテクニック ジャパン事務局 info@moract.coより
「本日商品を発送いたしました」メールを配信いたします。 
「お届け先の変更」「配達日の日時指定」「指定時間をすぎても商品が届かな
い」など配送に関するお問い合せは、メールに記載の伝票番号をご確認のう
え、佐川急便サービスセンターまで直接お問い合わせください。 
※配送状況が反映されるまでお時間がかかることがございます。 
お届けまでにかかる日数 
商品は最短でお支払い確定後、遅くとも4日程で弊社倉庫より発送となりま
す。 
※配送時の交通事情や天候などにより遅延等が発生する場合がございます。 
※沖縄へのお届けに関しましては、商品によって船便でのお届けとなり、配送
にお時間をいただく場合がございます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホームページ（オンラインショップ）で利用規約 
 
利用規約 
この利用規約（以下，「本規約」といいます。）は，株式会社ケッズトレー
ナー（以下，「当社」といいます。）がこのウェブサイト上で提供するサービ
ス（以下，「本サービス」といいます。）の利用条件を定めるものです。ユー



ザーの皆さま（以下，「ユーザー」といいます。）には，本規約に従って，本
サービスをご利用いただきます。 
第1条（適用） 
本規約は，ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適
用されるものとします。 
第2条（利用登録） 
* 登録希望者が当社の定める方法によって利用登録を申請し，当社がこれを承
認することによって，利用登録が完了するものとします。 
* 当社は，利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合，利用登録の
申請を承認しないことがあり，その理由については一切の開示義務を負わない
ものとします。 
（1）利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合 
（2）本規約に違反したことがある者からの申請である場合 
（3）その他，当社が利用登録を相当でないと判断した場合 
第3条（ユーザーIDおよびパスワードの管理） 
* ユーザーは，自己の責任において，本サービスのユーザーIDおよびパスワー
ドを管理するものとします。 
* ユーザーは，いかなる場合にも，ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲
渡または貸与することはできません。当社は，ユーザーIDとパスワードの組み
合わせが登録情報と一致してログインされた場合には，そのユーザーIDを登録
しているユーザー自身による利用とみなします。 
第4条（禁止事項） 
ユーザーは，本サービスの利用にあたり，以下の行為をしてはなりません。 
（1）当社もしくは他者の著作権、商標権などの知的財産権を侵害する行為 
（2）他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為 
（3）当社、本サービスのコンテンツ提供者、その他第三者の名誉もしくは信
用を毀損する行為 
（4）本サービスによりアクセス可能な当社または他者の情報を改ざん、消去
する行為 
（5）他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為 
（6）他人になりすまして本サービスを利用する行為 
（7）政治活動、宗教活動、またはそれらにつながる行為あるいは公序良俗に
反する行為 
（8）許可なく当社の名称を使用する行為 
（９）本サービスの運営を妨害しようとする行為 
（１０）本サービスの目的に反し、犯罪に結びつく行為 
（１１）その他、理由の如何を問わず当社が不適切と判断する行為 
本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為を禁止しま
す。 
会員の行為が以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、事
前に通知することなく、当該行為の全部または一部を停止させ、当該違反行為
を排除するあらゆる措置を講じることができるものとします。 
第5条（本サービスの提供の停止等） 
* 当社は，以下のいずれかの事由があると判断した場合，ユーザーに事前に通
知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断すること
ができるものとします。 



　（1）本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行
う場合 
　（2）地震，落雷，火災，停電または天災などの不可抗力により，本サービ
スの提供が困難となった場合 
　（3）コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合 
　（4）その他，当社が本サービスの提供が困難と判断した場合 
* 当社は，本サービスの提供の停止または中断により，ユーザーまたは第三者
が被ったいかなる不利益または損害について，理由を問わず一切の責任を負わ
ないものとします。 
第6条（利用制限および登録抹消） 
* 当社は，以下の場合には，事前の通知なく，ユーザーに対して，本サービス
の全部もしくは一部の利用を制限し，またはユーザーとしての登録を抹消する
ことができるものとします。 
　（1）本規約のいずれかの条項に違反した場合 
　（2）登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 
　（3）その他，当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合 
* 当社は，本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害につい
て，一切の責任を負いません。 
第7条（免責事項） 
* ユーザーは、本サービス等の利用に際して利用者に生じた不利益や損害など
に対して、一切の責任を負わないものとします。 
* ユーザーが、本サービス等から得る情報などについての一切は、利用者の責
任において判断するものとし、当社は、いかなる保証も行なわないものとしま
す。 
* 当社は，本サービスに関して，ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間
において生じた取引，連絡または紛争等について一切責任を負いません。 
第8条（サービス内容の変更等） 
当社は，ユーザーに通知することなく，本サービスの内容を変更しまたは本
サービスの提供を中止することができるものとし，これによってユーザーに生
じた損害について一切の責任を負いません。 
第9条（利用規約の変更） 
当社は，必要と判断した場合には，ユーザーに通知することなくいつでも本規
約を変更することができるものとします。 
第10条（通知または連絡） 
ユーザーと当社との間の通知または連絡は，当社の定める方法によって行うも
のとします。 
第11条（権利義務の譲渡の禁止） 
ユーザーは，当社の書面による事前の承諾なく，利用契約上の地位または本規
約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し，または担保に供することはで
きません。 
第12条（準拠法・裁判管轄） 
* 本規約の解釈にあたっては，日本法を準拠法とします。 
* 本サービスに関して紛争が生じた場合には，当社の本店所在地を管轄する裁
判所を専属的合意管轄とします。 
 
 



 
 
 
 
ホームページ（オンラインショップ）でプライバシーポリシー 
 
プライバシーポリシー 
株式会社ケッズトレーナー（以下，「当社」といいます。）は，本ウェブサイ
ト上で提供するサービス（以下,「本サービス」といいます。）におけるプライ
バシー情報の取扱いについて，以下のとおりプライバシーポリシー（以下，
「本ポリシー」といいます。）を定めます。 
第1条（プライバシー情報） 
* プライバシー情報のうち「個人情報」とは，個人情報保護法にいう「個人情
報」を指すものとし，生存する個人に関する情報であって，当該情報に含まれ
る氏名，生年月日，住所，電話番号，連絡先その他の記述等により特定の個人
を識別できる情報を指します。 
* プライバシー情報のうち「履歴情報および特性情報」とは，上記に定める
「個人情報」以外のものをいい，ご利用いただいたサービスやご購入いただい
た商品，ご覧になったページや広告の履歴，ユーザーが検索された検索キー
ワード，ご利用日時，ご利用の方法，ご利用環境，郵便番号や性別，職業，年
齢，ユーザーのIPアドレス，クッキー情報，位置情報，端末の個体識別情報な
どを指します。 
第２条（プライバシー情報の収集方法） 
* 当社は，ユーザーが利用登録をする際に氏名，生年月日，住所，電話番号，
メールアドレス，銀行口座番号，クレジットカード番号，などの個人情報をお
尋ねすることがあります。また，ユーザーと提携先などとの間でなされたユー
ザーの個人情報を含む取引記録や，決済に関する情報を当社の提携先（情報提
供元，広告主，広告配信先などを含みます。以下，｢提携先｣といいます。）な
どから収集することがあります。 
第３条（個人情報を収集・利用する目的） 
当社が個人情報を収集・利用する目的は，以下のとおりです。 
    （1）ユーザーに自分の登録情報の閲覧や修正，利用状況の閲覧を行ってい
ただくために，氏名，住所，連絡先，支払方法などの登録情報，利用された
サービスや購入された商品，およびそれらの代金などに関する情報を表示する
目的 
　（2）ユーザーにお知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場
合やユーザーに商品を送付したり必要に応じて連絡したりするため，氏名や住
所などの連絡先情報を利用する目的 
　（3）ユーザーの本人確認を行うために，氏名，生年月日，住所，電話番号
，銀行口座番号，クレジットカード番号，運転免許証番号，配達証明付き郵便
の到達結果などの情報を利用する目的 
　（4）ユーザーに代金を請求するために，購入された商品名や数量，利用さ
れたサービスの種類や期間，回数，請求金額，氏名，住所，銀行口座番号やク
レジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する目的 



　（5）ユーザーが簡便にデータを入力できるようにするために，当社に登録
されている情報を入力画面に表示させたり，ユーザーのご指示に基づいて他の
サービスなど（提携先が提供するものも含みます）に転送したりする目的 
　（6）代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど，本
サービスの利用規約に違反したユーザーや，不正・不当な目的でサービスを利
用しようとするユーザーの利用をお断りするために，利用態様，氏名や住所な
ど個人を特定するための情報を利用する目的 
　（7）ユーザーからのお問い合わせに対応するために，お問い合わせ内容や
代金の請求に関する情報など当社がユーザーに対してサービスを提供するにあ
たって必要となる情報や，ユーザーのサービス利用状況，連絡先情報などを利
用する目的 
　（8）上記の利用目的に付随する目的 
第４条（個人情報の第三者提供） 
* 当社は，次に掲げる場合を除いて，あらかじめユーザーの同意を得ることな
く，第三者に個人情報を提供することはありません。ただし，個人情報保護法
その他の法令で認められる場合を除きます。 
　（1）法令に基づく場合 
　（2）人の生命，身体また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 
　（3）公衆衛生の向上また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 
　（4）国の機関もしくは地方公共団体また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）予め次の事項を告知あるいは公表をしている場合 
        * 利用目的に第三者への提供を含むこと 
        * 第三者に提供されるデータの項目 
        * 第三者への提供の手段または方法 
        * 本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること 
* 前項の定めにかかわらず，次に掲げる場合は第三者には該当しないものとし
ます。 
　（1）当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全
部または一部を委託する場合 
　（2）合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場
合 
　（3）個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって，その旨
並びに共同して利用される個人情報の項目，共同して利用する者の範囲，利用
する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名ま
たは名称について，あらかじめ本人に通知し，または本人が容易に知り得る状
態に置いているとき 
第５条（個人情報の開示） 
* 当社は，本人から個人情報の開示を求められたときは，本人に対し，遅滞な
くこれを開示します。ただし，開示することにより次のいずれかに該当する場
合は，その全部または一部を開示しないこともあり，開示しない決定をした場
合には，その旨を遅滞なく通知します。 



　（1）本人または第三者の生命，身体，財産その他の権利利益を害するおそ
れがある場合 
　（2）当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 
　（3）その他法令に違反することとなる場合 
* 前項の定めにかかわらず，履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情
報については，原則として開示いたしません。 
第６条（個人情報の訂正および削除） 
* ユーザーは，当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には，
当社が定める手続きにより，当社に対して個人情報の訂正または削除を請求す
ることができます。 
* 当社は，ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判
断した場合には，遅滞なく，当該個人情報の訂正または削除を行い，これを
ユーザーに通知します。 
第７条（個人情報の利用停止等） 
当社は，本人から，個人情報が，利用目的の範囲を超えて取り扱われていると
いう理由，または不正の手段により取得されたものであるという理由により，
その利用の停止または消去（以下，「利用停止等」といいます。）を求められ
た場合には，遅滞なく必要な調査を行い，その結果に基づき，個人情報の利用
停止等を行い，その旨本人に通知します。ただし，個人情報の利用停止等に多
額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって，本
人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は，
この代替策を講じます。 
第８条（プライバシーポリシーの変更） 
* 本ポリシーの内容は，ユーザー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。 
* 当社が別途定める場合を除いて，変更後のプライバシーポリシーは，本ウェ
ブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。 
第９条（お問い合わせ窓口） 
本ポリシーに関するお問い合わせは，下記の窓口までお願いいたします。 
住所：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1−29−8 いちご高田馬場７階 
社名：株式会社ケッズトレーナー 
担当部署：MORACT テクニック ジャパン事務局 
Eメールアドレス：info@moract.co 
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ホームページ（オンラインショップ）で特定商取引法に基づく表記 
 
特定商取引法に基づく表記 
【販売業名】　MORACT テクニック ジャパン事務局 
【販売元】　　株式会社ケッズトレーナー 
【責任者】　　縄田 大介 
【所在地】　　〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1−29−8 いちご高田馬場７階 
【メールアドレス】 info@moract.co 
【ホームページURL】　http://www.moract.co 
【販売価格】　各商品ページをご参照ください。 
【送料】（全国一律700円。商品5,000円以上の購入で送料無料。） 
【お届け時期】　入金確認後、直ちに商品を発送いたします。 
【お支払方法】　クレジットカード、銀行振込決済　お振込の場合、振込手数
料お客様負担 
【お申込みの有効期限】　７日以内にお願いいたします。 
　　　　　　　　　　　　７日間入金がない場合は、キャンセルとさせていた
だきます。 
【表現、及び商品に関する注意書き】　本商品に示された表現や再現性には個
人差があり、必ずしも利益や効果を保証したものではございません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MORACTブレードの無料メンテナンスに関する文言 
 
研磨メンテナンス 
【ご注意事項】 
・修理品の送料（修理品の発送・返送共）は、お客様ご負担でお願い致しま
す。 
・付属品（ケース）と一緒に壊れないように梱包して発送してください。 
・ご住所・お電話番号不明によるご返送不能の場合もございますのでご記入お
願い致します。 



・修理品の状況や修理内容により修理費が高額になる場合がございます。ま
た、エッジに大きな欠け等などの修理品では、修理不能の場合もございますの
でご了承願います。 
  
１修理に関して 
キズ・打痕・表面の汚れ変色などの軽微な修理については対応可能です。修理
した場合、元の形状や寸法などに対して、若干の差異が生じることがあります
のでご了承下さい。 
尚、修理不可能な場合や修理費が高額になる場合にはお見積り前にご連絡致し
ます。 
　 
２修理のお見積り連絡（保証期間含む） 
修理品が到着次第、電話等にてお見積り金額と修理完了予定日のご提示をさせ
て頂きます。（研磨修理のみの場合、概ね5千円にて期間は２～３週間程にな
ります） 
尚、修理作業はお客様のご了解を得てから開始となりますので宜しくお願い致
します。 
  
３修理品完了後の返送について 
修理品の返送は、宅配便の代引き扱いにてお送り致しますので宜しくお願い致
します。 
 
 
 
 
 
セミナー開催時　サイン 
 
著作権に関する同意書 
 
本セミナーにおいて、講師(MORACTテクニック セミナー)が行ったプレゼン 
テーションの著作権はその講師が保有し、セミナー参加者は、プレゼンテー
ションや講師の著作権を所有する権利はありません。MORACTまたはケッズト
レーナーの書面による事前承諾なしに、この情報を使用してセミナーを開催し
たり、他社に教えることは禁じられています。書面による講師の事前承諾なし
に、オーディオ機器、電子機器を含むすべての媒体を用いて、プレゼンテー
ションの著作物を録音・録画することは禁じられており、これらは講師の独自
の裁量によります。 

 
プレゼンテーションの写真、複写、録音、録画、その他の方法による有形的、
または無形的な権利を含むすべての著作権は、たとえその記録物に対して支払
いをしていたとしても、書面による講師の同意がない限りは、その講師に帰属
する。 
 

 



この著作権に関する同意書は、参加者が受けるすべてのMORACTテクニックの
セミナーにおいてあてはまります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
セミナー開催時　サイン 
リリースフォーム 
私 (名前)＿＿＿＿＿＿＿＿　は、このコースの参加者です：MORACT テク  
ニック 
 
このコースは、他の参加者のハンズオンの動作と徒手療法が介入するコースで
あると認識しています。このコースの参加者の専門知識や適性には個人差があ
り、このコースの内容を順序どおりに行っていくことは容易なことではなく、
また、コースで教えられる内容、コンセプトや治療ストラテジーの習得と適応
は、参加者の専門知識や適性に応じて様々であるということを承認していま
す。 
 
このコースへの参加は決して強制されるものではなく、コースに参加するうえ
で禁忌となる健康上の問題やコンディションがひとつでもある場合は、参加不
可となることを承認しています。また自身の健康上の問題やコンディションに
かかわらず、怪我のリスクがあることを想定しています。 
 
法律上定められている専門性、トレーニング、スキルレベルにおいて認められ
ている(許容されている)テクニックのみを実施する責任があることを承認して
います。 
 
セミナー参加によって怪我が生じたとしても、MORACTテクニック ジャパン 
またはケッズトレーナー、プレゼンターは免責となります。 
 
このリリースフォームの同意書は、受講するすべてのMORACTテクニック セ 
ミナーにあてはまります。 
 


