
ご記入ありがとうございました。ご記入もれがないかご確認の上、FAXしてください。登録完了後、ライオン歯科材から登録完了メールをお送りします。

03-5550-3168

歯科衛生士の人数 ユニット
台数 総台数 うち予防用台数人 台台

□担当制である
□担当制ではない

□ある　□ない一日の平均診療人数(患者数)

□チェアサイド付近で展示・説明　□受付カウンター上で展示・説明　
□待合室に専用ディスプレイを設置して展示・説明　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

推奨・販売の方法は
どのようにされていますか

□小児歯科　□矯正歯科　□インプラント　□歯科口腔外科　□審美歯科診療科目（任意）

□EXスリムヘッドII　□システマ　□DENT.マキシマ　□システマゲンキ　□システマゲンキf　□システマSP-T歯ブラシ
□システマAX　□バトラー　□プロスペック　□ルシェロ　□ルシェロホワイト　□タフト　□Dr. ビー
□TePe　□CURAPROX　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　□取り扱っていない

□DM　□WEBサイト（Lサポサイト）　□WEBサイト（その他）　　
□Instagram　□歯科商店様からの紹介　
□ライオン関係者からの紹介　□知人からの紹介　□デンタルショー　
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）　□わからない

大人用歯ブラシ

□EXワンタフト　□EXオルソドンティック　□EXインプラントケア　□プロスペックプラスワンタフト
□プラウト　□バトラーシングルタフト　□ピーキュア　□ルシェロペリオブラシ　□ジャスライ
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　□取り扱っていない

部分清掃、
特定用途歯ブラシ

□EX kodomo　□EX kodomo ディズニー　□EX kodomo F　□システマゲンキ j
□バトラーこどもハブラシ　□プロスペック　□Dr. ビー　□タフト　□ルシェロピセラ
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　□取り扱っていない

こども、
中高生用歯ブラシ

□EX歯間ブラシ（4本入り）　□EX歯間ブラシ院内指導用（40本入り）　□EX歯間ブラシ ノンワイヤー（4本入り）　
□EX歯間ブラシ ノンワイヤー院内指導用（40本入り）　□プロスペック歯間ブラシII　□プロスペック アングルアクア　　
□ルシェロ歯間ブラシ　□ルミデント歯間ブラシ　□GUM歯間ブラシL字型　□インタープロックス　□TePe　
□CURAPROX　□小林やわらか歯間ブラシ　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）　□取り扱っていない

歯間ブラシ

□EXウルトラフロス　□DENT.e-floss　□ルシェロフロス　□ルシェロフロッサー　□バトラーデンタルフロス　　
□バトラーイージースレッドフロス　□リーチフロス　□スーパーフロス　□クリンプロデンタルフロス
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　□取り扱っていない

フロス

□Check-Up standard　□Check-Up kodomo　□Check-Up foam　□Check-Up gel　□Check-Up rootcare
□ルシェロ歯みがきペーストB（ベーシック）　□ホームジェル　□レノビーゴ　□M Iペースト　　
□クリンプロ歯みがきペースト　□バトラーデンタルケアペースト
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　□取り扱っていない

う蝕予防歯磨剤

□システマデンタルペーストα　□システマ薬用歯間ジェル　□システマセンシティブ　□ブリリアントモア
□システマ SP-T ジェル　□システマ ハグキプラスPRO　□ルシェロ歯みがきペーストP（ペリオ）　
□ルシェロ歯みがきペーストホワイト　□ジェルコートF　□ジェルコートIP　□シュミテクト歯周病ケア　□アパガードリナメル　
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　□取り扱っていない

上記以外の歯磨剤

□アクアバランス薬用マウススプレー　□バイオティーン オーラルバランスジェル　□ビバ・ジェルエット
□コンクールマウスジェル　□バトラー うるおい透明ジェル　□ウェットキーピング　□ペプチサル　□リフレケア　
□お口を洗うジェル　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　□取り扱っていない

口腔湿潤剤

□システマ薬用デンタルリンス　□システマ SP-Tメディカルガーグル　□フッ化ナトリウム洗口液0.1%【ライオン】
□バトラーCHX洗口液　□リステリン　□ネオステリングリーン　□コンクールF　□イソジン　
□ジーシーオーラルステリ　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　□取り扱っていない

デンタルリンス
（洗口剤・含嗽剤）

予防の自費メニュー人 人
定期健診
のみの来院

FAX
番号ご記入の上 にお申し込みください。Lサポ登録用FAX用紙

（　　　　　　　）
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※ご登録の間違いを防ぐため、0/o、2/z、_/-、1/l/Ｉなどの英数字は正確にご記入ください。

①登録規約（裏面をご確認ください）
②「個人情報の取り扱いについて」（www.lion.co.jp/ja/legal/privacy/index.phpよりご確認ください）
③「ウェブサイト・ソーシャルメディア利用規約」（www.lion.co.jp/ja/legal/tou.phpよりご確認ください）

貴院名 院長先生名

貴院の電話番号 ご開業日

医院
ホームページ

□あり URLをご記入ください。

□なし

お取引
歯科商店様名①

「Lサポ」を
知ったきっかけ

「Lサポ」を
紹介された
歯科商店様名

歯科商店様
支店名①

歯科商店様
ご担当者様名（任意）①

お取引
歯科商店様名②

歯科商店様
支店名②

歯科商店様
ご担当者様名（任意）②

当社からご連絡を
する際の貴院の
ご担当者様名

貴院のご住所
〒　　　　- ビル・マンション名

ふりがな

都 道
府 県

  　　年　 　　　　月　　 　　　日西暦ー　　　　　　　　　ー

ご希望の
ログインID

ご希望の
パスワード

⬆すでに他の歯科医院様で使用されている英数字の組み合わせはご使用になれません。その場合、ライオン歯科材からご連絡いたします。

⬆支店がない、あるいは支店名が不明な場合は「不明」とご記入ください。

※半角英数字を6文字以上でご記入ください。
※記号は-(ハイフン）、.（ピリオド）、_（アンダー
バー）のみ使用可能です。※ご登録後のログイン
IDは変更できません。※@は使用できません。

※半角英数字を
4文字以上で
ご記入ください。

●FAXによる登録の場合、FAX受信後登録完了まで4、5営業日程度かかる可能性があります。予めご了承ください。●セミナーのお申し込み等でお急ぎの方は、WEB登録（418yobou.jp）を
ご利用ください。●「Lサポ」の各種プログラムは歯科医院様限定サービスです。メーカー様・ディーラー様・歯科医師様個人・歯科衛生士様個人でのご登録はお断りしています。歯科医院様単位
でのご登録をお願いします。●Lサポ登録時に設定された「ログインID」と「パスワード」を貴院のスタッフの皆さまで共有していただき、皆さまでご利用ください。●ドメイン設定（受信拒否設定）
をされている場合、登録完了メールが届かない場合がございますのでドメイン設定を解除していただくか、「lion-dent@yrk.co.jp」を受信リストに加えていただきますようお願いいたします。

登録規約に同意する(ご同意いただける場合、　 を入れてください）

PC・携帯電話
メールアドレス

※

す
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て
必
須
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す
。
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入
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だ
さ
い
。

※

す
べ
て
必
須
項
目
で
す
。
必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い
。



Lサポ 登録規約
ライオン歯科材株式会社（以下「弊社」という）は、Lサポへの登録に際してLサポ登録規約（以下「本規約」という）に同意の上、弊社所定の方法で登録を受け付け完了した方
（以下「利用者」という）のみ、Lサポの各種プログラムを利用できることとします。本規約は、利用者によるLサポに関する一切の事項に適用します。本規約の内容すべてにご同
意いただき、本規約遵守の上、Lサポの各種プログラムをご利用いただきますようお願い申し上げます。

第1条（本規約の範囲及び変更)
１.本規約は、利用者によるLサポ各種プログラムの利用について定めるもので、利
用者には誠実に本規約を遵守いただきます（各種プログラムとは、Lサポサイト、
予防歯科コンタクトセンター、セミナー類、コミュニケーションツール提供などを
いう）。

２.本規約は「ライオングループウェブサイト・ソーシャルメディア利用規約
https://www.lion.co.jp/ja/legal/tou.php（以下、ウェブサイト・ソーシャル
メディア利用規約という）」、及びライオン「個人情報の取り扱いについて」
https://www.lion.co.jp/ja/legal/privacy/protect.phpに準拠しています
ので、あわせてご確認ください。

３.弊社は、利用者の了解を得ることなく本規約の内容を変更することがあります。
この場合、変更後の本規約が適用されるものとします。

第2条（登録）
１. 利用者とは、本規約に同意の上、弊社所定の手続きで登録を完了した方をいい
ます。

２.利用者は、Ｌサポの登録が完了した時点で、本規約に同意したとみなされるもの
とします。

３.利用者は、原則として医療機関にお勤めの歯科医療従事者の方（歯科医師、歯
科衛生士、歯科助手、歯科技工士）のみとさせていただきます。医療機関にお勤
めの歯科医療従事者以外の方から登録申し込みがあった場合は、登録をお断り
させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。医療機関とは、
歯科医院、大学付属病院、企業付属診療所などを指します。ただし、弊社が特に
認める場合はこの限りではありません。

４.利用者は、第2条第1項に従って登録された登録情報に変更のあった場合、弊社
が指定する方法で速やかに登録変更を行うものとします。

５.本規約に違反した場合、利用者が登録後に第2条第3項記載の医療機関にお勤
めの歯科医療従事者ではなくなった場合、又は特別の事情により弊社が必要と
判断した場合は、Lサポの利用をお断りすることがあります。

６. 弊社は、登録希望者が以下の項目に該当する場合、登録を行わない場合があり
ます。
⑴登録希望者が既に利用者になっている場合
⑵登録希望者が、過去に本規約違反等により、利用者資格の取消が行われてい
る場合

⑶申込内容に記入漏れがあった場合
７.登録において登録希望者に何らかの損害が生じたとしても、弊社は一切責任を
負わないものとします。
第3条（アカウントの管理）
１.利用者は、Lサポを利用するために必要となるID及びパスワード（以下「ID等」と
いう）を登録します。利用者はID等を第三者に貸与、譲渡してはならないものと
します。

２.利用者は、ID等について、善良なる管理者の注意をもって厳重に管理、保管する
ものとします。弊社は、利用者のID等を使用してLサポが利用された場合は、利
用者本人による利用とみなすものとし、ID等の盗用、不正使用その他、利用者本
人以外の第三者による利用であっても、当該利用に起因して利用者又は第三者
に生じる損害及び結果について、損害賠償責任その他一切の責任を負わないも
のとします。
第4条（登録情報の取り扱い）
１. 弊社は、登録情報のうち個人情報については、別途弊社のホームページ上で掲載する「個人
情報の取り扱いについて」https://www.lion.co.jp/ja/legal/privacy/protect.php
に則って、適切に取り扱うものとします。具体的には、当ホームページに記載
の「ライオン株式会社」は「ライオン歯科材株式会社」と適宜読み替えるものと
します。

２.訂正又は削除等については、ライオン歯科材 予防歯科コンタクトセンター
　（0120-418-134）（平日：10:00～12:00／13:00～18:00、土日・祝日は
休業）までご連絡ください。
第5条（利用者資格の取消）
利用者が以下の項目に該当する場合、弊社は、事前に通知することなく、直ちに当
該利用者の登録情報を削除することができるものとします。また、登録情報の削除
により利用者資格が取消された場合、当該利用者は、Lサポの利用ができなくなり
ます。
⑴登録情報に虚偽の情報が含まれることが判明した場合
⑵ウェブサイト・ソーシャルメディア利用規約 第2条で禁止している事項に該当す
る行為を行った場合
⑶本規約に違反した場合
第6条（登録情報の利用）
登録情報、又は利用者がLサポを利用する過程において弊社が知り得た情報は、
弊社及びライオン株式会社が、主として以下の目的のために利用します。
●利用者の認証
●利用者からの問い合わせ対応
●利用者への個別連絡
●利用者へのメールマガジンの配信
●アンケート・調査などによる情報収集
●製品情報及びサービス情報の収集・提供
●弊社及びライオン株式会社のウェブサイト及びアプリの歯科医院検索機能の中
で、利用者によって登録された歯科医院名、住所、電話番号、ホームページアドレ
スを、ウェブサイト及びアプリの登録者が検索・利用できるようにするため（な
お、「お口ケアNAVI」等の利用者が検索・利用できる情報は、本規約に本目的が
追記された2020年4月21日＜以下「改定日」という＞以降に登録された情報に
限ります。改定日前に取得した情報については、別途登録者から同意を得ない限
り、「お口ケアNAVI」等で検索・利用のために用いません）
●その他、上記各利用目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的のため
上記を行うために、弊社はライオン株式会社並びに業務委託先、弊社代理店等に
情報を開示し、弊社又は当該開示先から利用者へ連絡する場合があります。弊社
が、上記以外の目的で利用者情報を利用する必要が生じた場合には、新たな利用
目的について事前にご同意いただいた上で利用します。

第7条（Lサポの運営）
１.弊社が利用者によるLサポ利用に関する記録を行うことを、利用者には、あらか
じめ承諾していただきます。なお、弊社に必要が生じた場合、弊社は何等の通知
を行うことなくその内容の確認、削除及び公開等の必要な措置を行うことがで
きるものとします。

２.弊社が独自の裁量に基づく判断により、利用者がウェブサイト・ソーシャルメディ
ア利用規約 第2条第1項で禁止している事項に該当するか、又は該当するおそれ
があると認めたときには、任意にLサポの提供を中止し、該当する情報又はファイ
ル、その記録物及び出力結果を消去、その他の方法により処分すること、並びに
関係当局の求めに応じてこれを提出すること（複製の提出を含む）を、利用者は
あらかじめ認めるものとします。利用者は、かかる処分に対して一切異議を申立
てず、また、かかる処分に関連して弊社が第三者からクレームを受けたときは、
ウェブサイト・ソーシャルメディア利用規約 第2条第2項に従うものとします。

第8条（Lサポの中断・中止）
１. 弊社は、以下の事項に該当する場合、利用者に事前に通知することなく、Lサポ
の全部又は一部の運営を中断できるものとします。
⑴Lサポのシステムの保守を定期的又は緊急に行う場合
⑵戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非
常事態により、Lサポでコンテンツの提供ができなくなった場合

⑶サーバー障害
⑷電気通信インフラの障害
⑸その他、弊社がLサポの一時中断が必要と判断した場合

２.弊社は、Lサポの運営を中止する時は、あらかじめその旨を利用者に通知するも
のとします。

３.弊社は、第8条第1項によりＬサポを中断した場合、利用者又は第三者が被ったい
かなる損害についても、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。

第9条（登録削除手続き）
利用者は、Lサポ各種プログラムの利用終了を希望する場合、弊社が定める方法に
より登録削除手続きを行い、Lサポの利用を終了することができます。
第10条（情報の破棄）
弊社は、Lサポが終了した場合及び利用者によるＬサポ最終ログインから一定期間
が経過した場合は、情報等の一切を破棄、消去することができるものとし、当該情
報がLサポに関するシステム等に常に保存されていることについて保証しないもの
とします。本条の措置により利用者に損害が生じた場合でも、弊社は一切の責任を
負わないものとします。
第11条（知的財産権）
１.Ｌサポを構成する著作物（文章、画像、プログラムその他一切の情報を含む）の
知的財産権は、利用者自身が作成したものを除き、弊社又は弊社にその使用を
許諾した第三者に帰属するものとします。

２. 利用者は、Lサポに登録中に限りLサポの利用を許諾されるものであり、当該期
間中及び期間満了後を通じ、Lサポで提供される一切のデータ、資料及び情報等
について、知的財産権が譲渡されるものではないことを承諾するものとします。

３.利用者は、自身が作成した著作物が、第三者の知的財産権、プライバシー権その
他一切の権利を侵害するものでないことを自己で確認するものとします。万一第
三者から当該著作物について権利の主張、異議、苦情、損害賠償請求等を受け
た場合は、利用者の責任と費用をもってこれを処理、解決し、弊社には一切迷
惑、損害をかけないものとします。弊社が損害を被った場合は利用者は弊社に、
逸失利益及び弁護士費用を含め、その一切の損害を賠償するものとします。

４.利用者は、弊社がLサポの提供又は宣伝告知のために必要な範囲で利用者が作
成した著作物を利用することを無償で許諾するものとします。また、かかる利用
に対して、利用者は著作者人格権を行使しないものとします。

５.第11条第3項の定めにかかわらず、弊社は、利用者の作成した著作物が第三者の
権利を侵害する等不適切と判断した場合には、利用者の承諾なく、当該著作物
を削除することができるものとします。
第12条（不保証）
１. 弊社は、明示的であるか否かを問わず、Lサポ提供について、以下の事項を保証
しないものとします。
⑴継続的にＬサポを提供すること及び適切なサポートサービスを提供すること
⑵誤り、エラー、バグ、その他障害がないこと
⑶第三者の著作権、特許権その他の知的財産権等を侵害していないこと
⑷Ｌサポのサーバー等にウイルス、その他有害成分がないこと
⑸不正アクセス、ライセンスデータの改ざん、資料の損傷、エラー、障害、削除若
しくは欠陥、オペレーション若しくは通信の遅延、コンピュータウイルスによる
汚染、通信回線の不具合、記録データの窃盗若しくは破壊、又は他の利用者の
故意・過失による本規約等に違反する行為（不作為を含む）がないこと
⑹Ｌサポに欠陥が生じた場合に、常に修復されること、セキュリティが十分に提
供されていること
⑺Ｌサポが有用であること、特定の目的に適合すること

２.弊社は、Ｌサポを通じて得られた利用者に関する一切の情報について、その内容
の正確性、真実性、適法性、有用性等の確認の義務を負わず、且つ、何ら保証し
ないものとします。

３.前2項のほか、弊社は、Ｌサポの内容、Ｌサポの利用に伴う結果について、何ら保
証せず、利用者又は第三者に対して損害が生じた場合であっても、弊社は当該損
害について一切責任を負いません。

第13条（免責及び補償）
１.弊社は、本規約に別段の定めがある場合を除き、利用者又は第三者に対するLサ
ポの提供及び利用者によるLサポ利用に起因して発生した損害の責任を負わな
いものとします。

２.利用者によるLサポ利用に関し、弊社の責に帰すべからざる事由により弊社若し
くは第三者が他の第三者からクレーム等の請求を受けた場合、利用者は、これを
自己の責任と費用をもって処理、解決しなければならないものとします。
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