所属：市町村専用

埼玉県コバトン健康マイレージ 参加申込書
本事業でご提供いただいた個人情報は、すべて埼玉県および利用者が所属する参加自治体、参加団体に帰属し、
埼玉県の監督のもと、事務局業務を委託した事業者が管理し、本事業の提供・運用・管理のために利用します。

★ が付いている項目は必ずご記入ください。

※個人情報の利用目的など詳細については、利用規約を確認してください。

★
1.在住者

所属

※事業者および加入している健康保険の所属でお申込みの
場合（事業者コード・健康保険コードをお持ちの場合）は、
以下URLより申込書をダウンロードください。
https://kobaton-mileage.jp/

2.在勤者

★

参加者
保険者番号
番号

★（フリガナ）
姓

参加者
お名前

名

★

★
参加者
性別

1．
男

1．
明治

参加者
生年月日

2．
女

2．
大正

年

★

3．
昭和

4．
平成

月

日生まれ

〒

参加者ご住所

在勤者の方は会社名、

埼玉県

※在勤者の方は
勤務先ご住所を
記入してください。
歩数計の
お届け先と
なります。

★

在勤者…お勤め先の
住所で申込まれる方

左づめで記入してく
ださい。
お手元の健康保険証
の番号を記入してく
ださい。
後期高齢者医療の方
は記号の記入は不要
です。

★

参加者
記号
被保険者記号・番号

在住者…お住まいの
住所で申込まれる方

部署名を必ず記入し
てください。

建物名
（アパート・マンション名）
※番地、
建物名、
部屋番号等を正確にご記入ください。

会社名

部署名

参加者
連絡可能
電話番号

参加者
メールアドレス

@

（ 任意）

※ご記入いただいた方には、本サービスに関するメールマガジンを送ります。

希望する
歩数計の色

1．赤

2．
黒

（ 任意）

※郵送による申込みの場合はムーヴバンド２、
コバトン健康アプリ*は申込めません。
※歩数計の色は事前に注文生産するため、
ご希望に添えないこともあります。
また、色の選択がない場合は事務局でお選びいたします。

★

ニックネーム

（ランキングなどでの表示名）

参加者身長

参加者体重

.

( 任意 )

寄付希望

1．
有

（ 任意）

cm

( 任意 )

.

kg

※本事業は、
歩数などによってポイントが貯まり、
ポイントに応じて抽選が行われます。
この抽選に当選した場合、
賞品を受け取る代わりに、
埼玉県を通じてボランティア団
体等に寄付することができます。

左づめで記入してく
ださい。
※個人が特定される
ことのないニック
ネームの使用をお
すすめします。
※公序良俗に反する
表記等、
埼玉県が不
適切と判断した場
合は、
使用をお断り
する場合がありま
すのでご了承くだ
さい。
※全角漢字・ひらがな・
カタカナ・英数でご記
入ください。

歩幅、消費カロリーを
正確に測定するため
に、差し支えなければ
ご記入ください。

「
* コバトン健康アプリ」
はスマートフォンを活用した歩数計「埼玉県コバトン健康マイレージアプリ」の略称です。

私は、
「埼玉県コバトン健康マイレージ利用規約」
および「WM（わたしムーヴ）利用規約」に同意し参加を申し込みます。

★

年

月

日 （自署または記名押印）★

寄付を行った場合は
その内容をお手紙で
お知らせします。

「埼玉県コバトン健康マイレージ」
はドコモ・ヘルスケア
（株）が提供するサービス
「WM（わたしムーヴ）」の一部機能を利用します。

市町村窓口使用欄

事務局使用欄1

事務局使用欄2

事務局使用欄3

平成30年2月

保険証コピー貼付台紙

保険証のコピーを貼り付けてください

※申込フォーム、または申込書に記載

電話番号

した 電 話 番 号を記 入してください。
キリトリ

注意事項
※健康保険証は必ず氏名、生年月日が確認できる部分を含め、保険証全体
をコピーしてください。

宛名ラベル
切り取ってご使用ください。

※健康保険証のコピーは、申込フォーム、
または申込書に記載した内容の
ものをお送りください。

〒 330-9091
1

さいたま新都心郵便局
私書箱159号

2

埼玉県コバトン健康マイレージ
事務局 宛

3
保険証の❶~❸まで確認できるもの

※運転免許証では代用できません。

申込書記入例
埼玉県コバトン健康マイレージ 参加申込書
本事業でご提供いただいた個人情報は、すべて埼玉県および利用者が所属する参加自治体、参加団体に帰属し、
埼玉県の監督のもと、事務局業務を委託した事業者が管理し、本事業の提供・運用・管理のために利用します。

★ が付いている項目は必ずご記入ください。

※個人情報の利用目的など詳細については、利用規約を確認してください。

★
1.在住者

所属

★

3

参加者
保険者番号

※事業者および加入している健康保険の所属でお申込みの
場合（事業者コード・健康保険コードをお持ちの場合）は、
以下URLより申込書をダウンロードください。
https://kobaton-mileage.jp/

2.在勤者

0 0 0 0 0 0 0 0

★

1
参加者
被保険者記号・番号 記号

1

2

0 0 0 0 0 0 0 0

★（フリガナ）
姓

タロウ
名

埼玉

★

★
参加者
性別

1．男

★

〒

太郎

1．
明治

参加者
生年月日

2．女

3 3 0

2 6

2．
大正

年

1

参加者ご住所

埼玉県

建物名（アパート・マンション名）※番地、建物名、部屋番号等を正確にご記入ください。

★

会社名

参加者
連絡可能
電話番号

コバトン株式会社

1．赤

0 0 0 0

2．
黒

（任意）

★

ニックネーム

（ランキングなどでの表示名）

参加者身長

1 1

日生まれ

@

営業部

0 0 0 0

x x x . x x x x

※ご記入いただいた方には、本サービスに関するメールマガジンを送ります。

※郵送による申込みの場合はムーヴバンド２、
コバトン健康アプリ*は申込めません。
※歩数計の色は事前に注文生産するため、
ご希望に添えないこともあります。
また、色の選択がない場合は事務局でお選びいたします。

コ バ ト ン サ イ タ マ
1 7 5

( 任意 )

部署名

x x x x x x x x x

（任意）

希望する
歩数計の色

月

4．
平成

さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号

0 0 0 0

参加者
メールアドレス

3．
昭和

9 3 0 1

※在勤者の方は
勤務先ご住所を
記入してください。
歩数計の
お届け先と
なります。

寄付希望

0

参加者体重

cm

( 任意 )

7 5

.

5

kg

※本事業は、
歩数などによってポイントが貯まり、
ポイントに応じて抽選が行われます。
この抽選に当選した場合、
賞品を受け取る代わりに、
埼玉県を通じてボランティア団
体等に寄付することができます。

1．有

（任意）

.

「
* コバトン健康アプリ」
はスマートフォンを活用した歩数計「埼玉県コバトン健康マイレージアプリ」の略称です。

私は、
「埼玉県コバトン健康マイレージ利用規約」および「WM（わたしムーヴ）利用規約」に同意し参加を申し込みます。

★ 2017

年

0

月

0

2

0 0 0 0 0 0

番号

サイタマ

参加者
お名前

御提出いただく本人確認書類は、
健康保険証（コピー）です。

日 （自署または記名押印）★

埼玉 太郎

3

埼 玉 県コバトン健 康 マイレージ 利 用 規 約
この利用規約（以下「本規約」という。）は、
「 埼玉県コバトン健康マイレージ」において提供する全てのサービス（以下「本サービス」という。）について、本サービス
参加者（以下「参加者」という。）が使用する際の条件を記したものです。
参加者は、予め本規約に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。なお、本規約は、参加者に予告なく、必要に応じて改訂することがあります。その場
合、埼玉県コバトン健康マイレージのホームページ（以下「ホームページ」という。）の規約の掲示をもって発効するものとします。改訂した規約をホームページに
掲示した旨は、埼玉県コバトン健康マイレージの協力店舗等に設置される歩数計データ読み取り機（以下「タブレット端末」という。）及びホームページの「お知ら
せ」に掲示して参加者に通知することとします。
本サービスを利用する際は、最新の本規約を参照してください。
第1条（定義）
この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
（1）参加者 本サービスを利用する全ての方をいいます。
（2）事務局 埼玉県と本サービス運営の一部を委託された事業者による事業体制である埼玉県コバト
ン健康マイレージ運営事務局をいいます。
（3）運営者 本サービスを構成するシステムを提供する事業者と事務局の総称をいいます。
（4）参加自治体 埼玉県コバトン健康マイレージ事業に参加する市町村をいいます。
（5）参加団体 埼玉県コバトン健康マイレージ事業に参加する事業者や保険者の総称をいいます。

（ア）参加自治体を所属とする場合
参加自治体に在住又は在勤の方で、参加自治体が指定した者とします。
（イ）参加団体を所属とする場合
所属する参加団体が指定した者とします。
2. 参加者の登録
（ア）埼玉県コバトン健康マイレージヘ参加者登録を申し込む際には、パソコン・スマートフォン等に
よるWEB登録又は所定の申込書に記入し郵送する方法のいずれかを選択することとします。
（イ）1人が複数の参加者登録を行うことを禁止します。
（ウ）
参加者登録時に歩数を測定する手段として、
歩数計、ムーヴバンド２あるいはスマー卜フォンア
第2条（ご利用条件）
プ リ で あ る 埼 玉 県 コ バ ト ン 健 康 マ イ レ ー ジ ア プ リ（ 以 下「 コ バ ト ン 健 康 ア プ リ 」と い う 。）の う
1. 本サービスが、ドコモ・ヘルスケア株式会社の提供するサービス「WM（わたしムーヴ）」の一部機能
ち、参加自治体及び参加団体が指定するものの中から選択することとします。
を利用していることから、本サービスの利用を申込むと「WM（わたしムーヴ）」の会員としても登録
。アプリケーション
（エ）コバトン健康アプリのダウンロード及びご利用には別途パケット通信料がかかります（
されます。よって、本サービスの利用を申込むには、
「 WM（わたしムーヴ）」の利用規約への同意が必
のバージョンアップや正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料を含みます。）
要です。ただし、本規約と重複する規定は本規約が優先されます。
3.
参加者情報の変更届出
2 . 参加自治体が、本サービスを利用して健康増進事業「健康長寿埼玉モデル（以下「埼玉モデル」とい
（ア）参加者は、住所等、登録内容その他事務局への届出内容に変更があった場合には、速やかに所定
う。）」を実施している場合は、埼玉モデルへの参加も必要となる場合があります。その場合、参加者は
の方法（電話連絡等）で変更の届出をするものとします。
本サービスの利用の同意をもって埼玉モデルに参加同意したものとみなします。
（イ）事務局は、前項により参加者に発生した損害、不利益等について、一切賠償する義務を負わない
3. 参加者は、宗教活動、政治活動などの目的で、本サービスを利用してはならないものとします。また、違
ものとします。
法な、あるいは公序良俗に反する目的や用途のために本サービスを利用してはならないものとします。
4. 本サービスは、運営者の都合により変更することがあります。また、災害・事故、その他緊急事態が発 4. 参加者資格の取消
（ア）参加者が本サービスの参加資格を失った場合、参加者登録時の記載事項に虚偽があった場合又
生した場合は、本サービスの全部又は一部を停止する場合があります。なお、事前の通知なく本サー
はその可能性があると事務局が判断した場合、その他参加者として不適切と判断した場合には、
ビスの内容等を変更・停止等したことにより、参加者又は第三者が損害を受けたとしても、運営者は
事務局は参加者に事前に通知することなく、その裁量により、参加者に対し本サービスの利用停
一切の責任を負いません。
止と歩数計・ムーヴバンド２の返却を求めることができるものとします。
5. 参加者は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必
要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、利用可能な状態にする必要があります。 （イ）事務局は、前項により参加者に発生した損害、不利益等について、一切賠償する義務を負わない
ものとします。
また、参加者自身の費用と責任において、電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインター
5. 参加者の退会
ネットに接続するものとします。
参加者は、本サービスからの退会を希望する場合、所定の退会手続き（電話連絡等）で届け出をするものとします。
第3条（個人情報の収集・利用・提供）
1. 本サービスでご提供いただいた個人情報は、すべて埼玉県、参加者が所属する参加自治体及び参加 第9条（歩数計・ムーヴバンド２の配付・管理）
団体に帰属し、埼玉県の監督のもと、埼玉県が事務局業務を委託した事業者（ドコモ・ヘルスケア株 1. 歩数計・ムーヴバンド2は事務局から配付します。参加者は配送費用を負担する必要がありますが、参加
自治体及び参加団体が個別に定め徴収する場合を除きそれ以外の費用負担は生じません。
式会社）が管理します。
2. 参加者には、本サービスの利用に必要な個人情報を提供していただきます。
「 個人情報」とは個人に 2. 事務局から配付された歩数計・ムーヴバンド２は、参加自治体及び参加団体から参加者に貸与され
たものとします。
関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別
することができるもの（他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することが 3. 事務局から配付された歩数計・ムーヴバンド２を第三者への貸与、譲渡、販売、質入れその他の担保
利用することを禁止します。
で き るこ とと なる もの を含 む。）を い い 、特 定 の 個 人 を 識 別 で き ない 情 報 に つ い て は 、当 該「 個 人 情
4. 事務局から配付した歩数計・ムーヴバンド２が故障・破損した場合、すみやかに事務局にご連絡くだ
報」から除かれます。
さい。
運営者が指定する保証期間内において、運営者側にて対応します。
3. 埼玉県及び参加者が所属する参加自治体、参加団体は、本サービスで得た個人情報を本サービスに
関する参加資格確認、通知、連絡、アンケート調査、賞品の発送、埼玉モデルの実施、保健事業の実施 5. 事務局から配付した歩数計・ムーヴバンド２を紛失した場合、運営者による再配付は行いません。本
サービスの利用継続を希望される場合、まずは、事務局にご連絡ください。利用継続に当たっては、
に利用させていただく場合があります。また、その業務の実施のために委託した事業者に対し、情報
コバトン健康アプリをご利用いただくか、本サービスで使用している歩数計と同じ型番の活動量計
を開示することがあります。
を自己負担で購入していただく必要があります。
4. 埼玉県が事務局業務を委託した事業者は、本サービスで得た個人情報を本サービスに関する参加資格
6.
水没、落下による破損など、故意・過失による故障の場合は、自己負担で購入していただく必要があります。
確認、通知、連絡、アンケート調査、お問い合わせ（歩数計・ムーヴバンド２に関するものを除く）への対

応、歩数計・ムーヴバンド２の配送、メルマガの送信及び賞品の発送に利用させていただきます。
5. 埼玉県が事務局業務を委託した事業者は、ドコモ・ヘルスケア株式会社から提供を受けたWM（わた
しムーヴ）アプリで取得したムーヴバンド２の歩数データを、本サービスのグラフ表示、集計や埼玉
県が付与するポイント算出に利用させていただきます。
6. 埼玉県が事務局業務を委託した事業者は、本サービスで得た個人情報を歩数計・ムーヴバンド２に
関するお問い合わせや故障対応のため、発売元（オムロン ヘルスケア株式会社、ドコモ・ヘルスケア
株式会社）に提供することがあります。
7 . 埼玉県、参加者が所属する参加自治体、参加団体並びに埼玉県が事務局業務を委託した事業者は、本
サービスで収集した個人情報を、本条の3項から6項までの用途以外に使用することはありません。た
だし、参加者が、本サービスの参加者登録を行う前に「WM（わたしムーヴ）」の利用規約に同意し会員
登録していた場合であって、ドコモ・ヘルスケア株式会社が「WM（わたしムーヴ）」の利用規約に基づ
き、
「 WM（わたしムーヴ）」の会員の個人情報として取り扱うときはこの限りではありません。
8. 埼玉県、参加者が所属する参加自治体及び参加団体並びに埼玉県が事務局業務を委託した事業者は、本
サービスから得た情報及びデータを個人が特定できない形で統計・分析等に利用することがあります。
9. 国民健康保険の加入者は、本事業及び埼玉モデルの実施・検証のために、特定健康診査・保健指導の
受診の有無及び医療費に関わる情報を、参加自治体若しくは参加自治体がその業務を委託した者を
通じて提供するものとします。
第4条（著作権、財産権その他の権利）
1. 本サービスに含まれるコンテンツ及び個々の情報、商標、画像、デザイン等に関する著作権、商標権その
他の知的財産権及びその他の財産権は、全て運営者又は正当な権利者に帰属しています。
2. 参加者は、本サービスの著作権等を侵害することはできません。従って、運営者は、本規約に従って
のみ、参加者の使用を許諾いたします。また、本サービスの全部又は一部を修正、改造し、これらに基
づいて二次的著作物を創作することはできません。
3. 本規約に定めのない事項については、著作権法その他の知的財産保護に関する法律が適用されます。
4. 違反行為については、その違反行為を事務局が差し止める権利及び当該違反行為によって得た利益
相当額を事務局の損害賠償額として請求できることとします。

第10条（歩数データの測定・収集）
1. 歩数計・ムーヴバンド２参加者の歩数データは、タブレット端末に歩数計をかざすことで、付与され
たポイントなどがホームページやコバトン健康アプリから閲覧できます。
2. 歩数計の歩数データは本体内に42日間、ムーヴバンド２のデータは本体内に7日間保存されます。保
存期間を経過したデータは順次消去されますので、保存期間を経過する前にタブレット端末にかざし
てデータ送信を行ってください。消去された歩数データに対するお問合せにはお答えいたしかねます。
3. コバトン健康アプリの活動量計参加者の歩数データは、アプリの送信ボタンを押下することで、ホー
ムページやコバトン健康アプリから閲覧できます。
第11条（ポイント付与・管理）
1. 埼玉県が付与するポイントは、1日当たりの歩数等に基づき付与されます。
2. 参加者は、保有するポイントを他の参加者に譲渡又は質入れ、参加者間でポイントを共有することはできません。
3. ポイントの有効期限は、毎年4月1日から翌年の3月31日までです。
4. 事務局は、参加者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、参加者に事前に通知すること
なく、参加者が保有するポイントの一部又は全部を取り消すことができます。
（ア）違法又は不正行為があった場合
（イ）本規約その他事務局が定めるルール等に違反があった場合
（ウ）その他事務局が参加者に付与されたポイントを取り消すことが適当と判断した場合
5. 事務局は、取消又は消滅したポイントについて何らの補償も行わず、一切の責任を負いません。

第12条（賞品の抽選）
1. 埼玉県が付与するポイントについて事務局は抽選を行います。参加自治体及び参加団体が所属の参
加者のみを対象に実施する抽選等（ポイントの引きかえ含む）については、実施主体である参加自治
体及び参加団体が定める実施方法によります。
2. 参加者は、事務局が開催する賞品の抽選において、保有するポイントを用いて一定の条件を満たし
た者が全員抽選に参加することができます。
3. 抽選は、原則年4回開催されます。また、抽選の開催通知は、タブレット端末及びホームページの「お
知らせ」に掲示して参加者に通知することとします。
4. 賞品の抽選結果は当選者への賞品発送をもってお知らせします。当選者の掲示は行いません。なお、
第5条（免責事項）
タブレット端末及びホームページ上の個人ページで抽選結果を閲覧することも可能です。
本サービスは、参加者自身の責任において利用していただきます。また、以下の各号に掲げる事項に予
5. 賞品は、参加者登録時に記入・入力された宛名（氏名・住所）に対して郵送されます。
め了承をするものとします。
（1）運営者は、掲示された情報等については、いかなる保証もいたしません。また、掲示情報等によって 6. 当選者ヘ賞品を発送した際、長期不在を含む配送ができない状況にある際は、当選の権利を失効す
る場合があります。
参加者に生じた損害や参加者等同士のトラブル等について、一切の補償及び関与をいたしません。
（2）運営者は、本サービスからリンクされた第三者が運営するサイトに関して、いかなる保証もいたしません。 7. 抽選結果に関する参加者からのお問合せにはお答えいたしかねます。
（3）運営者は、参加者が本サービスを使用できなかったことにより生じた損害について、いかなる場合 8. 当選された賞品は返品・交換できません。
においても、何等の責任を負いません。また、本サービスが、いかなる参加者の使用環境のもとでも 9. 当選の権利を譲渡、換金することはできません。
10. 賞品の受領又は使用の結果発生した損害について、事務局は責任を負いません。
正確に動作しうる旨の保証はいたしません。
（4）運営者は、参加者が本サービスの利用中に生じた事故、怪我、疾病、障害等について、何等の責任を負いません。 第13条（メールマガジン）
第6条（有効期限）
1. 本規約は、本サービスの運営が終了するまで有効です。
2. 参加者は、本規約に基づいて本サービスを利用できますが、参加者が本サービスの取扱いについて、著作権法
その他の法令又は本規約の内容に違反したときは、運営者からの通知無く、利用を禁止するものとします。
第7条（本サービスの運営中止・変更・追加）
運営者は、1か月以上前の通知により本サービスの全部又は一部を終了することができます。
また、運営者は、都合により、特段の通知・承諾なく、本サービスの全部又は一部の内容若しくは仕様の
変更又は追加を行うことができます。
第8条（参加者登録・変更・取消・退会）
1. 参加者の資格条件
参加者は参加申込を行う年の4月1日現在において満18歳以上の方で、次のいずれかを所属として
本サービスに参加者登録を行うものとします。

1. 本サービスの参加者に対して、メールマガジン（メールマガジン関連の情報、告知、運営上の事務連
絡に関連する電子メールを含む）を配信できるものとします。メールマガジンには埼玉県コバトン
健康マイレージに関する情報を掲載します。
2. 参加者は随時、登録内容の変更やメールマガジン配信の停止を希望する場合、すみやかに所定の設
定変更・配信中止の手続きを行います。
第14条（一般事項）
本規約は日本法の適用を受け、日本法に基づき解釈されるものとします。また、本規約に関わる紛争の
第一審の専属的管轄裁判所は、さいたま地方裁判所とします。
第15条（その他）
参加者は、本規約に定めのない事項について、別途当運営者の定めるところに従うものとします。
附則
本規約は平成29年4月1日から実施します。

参加登録・お問合せは
おー！みんなのコ

埼玉県コバトン健康マイレージ事務局
WEB・お問合せ

https://kobaton-mileage.jp/

Copyright © 2017 Saitama Prefecture, All rights reserved.

バ

トン

☎ 0570-035810
住所

受付時間 ： 月～土9:00～17:00
※日・祝日、年末年始はお休み
通話料金は発信者の負担となります。

〒330-9091 さいたま新都心郵便局

私書箱159号
平成29年4月

W M（ わ たしム ーヴ ）利 用 規 約
「埼玉県コバトン健康マイレージ」は、ドコモ・ヘルスケア株式会社が提供するサービス「WM（わたしムーヴ）」の一部機能を利用して実施しますので、本利
用規約に同意をお願いします。
第1章 総則
第1条（定義）
1 本規約は、
ドコモ･ヘルスケア株式会社(以下
「当社」
といいます)が
提供する会員向けサービス(以下
「本サービス」
といいます)の提供条
件等について定めたものです。お客様が本規約を承諾されない場
合、
または会員登録もしくは利用者登録に必要な個人情報をご提供
いただけない場合には、本サービス
（本条第5項に定める当社提供
CPサービスを含みます）
の利用を申込むことはできません。
2「本サービス」
とは、本規約に基づき、当社が会員に提供する、次に
示すサービスをいいます。
（1）
本条第9項に定めるバイタルデータや、ヘルスケアに関する情報
の保存・管理とインターネット接続端末上での閲覧可能措置
（2）
健康関連情報の掲示および配信
（3）
健康の維持・改善に関わるアドバイスの提供
（4）
その他当社が別に定める健康関連サービス
3「サービス提供者」
とは、本サービスを通じて会員に各種サービス
を提供するために当社と契約を締結している者をいいます。ただし、
当社が自らサービス提供者となる場合もあります。
4「CPサービス」
とは、本サービスに関する機能を利用してサービス
提供者が自己のサービスとして提供するものであって、サービス提
供者所定の方法により会員が手続きを行うことで利用できるサービ
スをいいます。なお、CPサービスには、携帯電話、スマートフォンや
パソコンなどのブラウザから利用できるサービスと、それらの装置
で動作するブラウザ以外のアプリケーションソフトウェア、およびそ
のアプリケーションソフトウェア
（以下
「対象アプリ」
といいます）
を経
由して提供されるサービスのすべてが含まれます。
5「当社提供CPサービス」
とは、CPサービスのうち当社が自らサー
ビス提供者として会員に提供するサービスをいいます。
6「有料サービス」
とは、CPサービスのうち、有料で会員に提供される
ものであり、会員が所定の方法により手続きを行い、かつ所定の利用
料金を支払うことで利用できるサービスをいいます。なお、有料サー
ビスには、会員が対象アプリを購入しまたは対価を支払ったうえで、
当該対象アプリによって利用するサービスを含むものとします。
7「会員」
とは第4条に基づき、本サービスを利用するための会員登
録を当社が承諾した者をいいます。

第6条（申込みの不承諾）

書および領収書の発行を行いません。

当社は申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、会員登録ま
たは利用者登録を承諾しないことがあります。

4 会員は、利用料金に関し、当社が当社の指定するクレジットカード
会社、携帯電話会社、立替代行会社その他の第三者に徴収業務を委
託し、
または会員が立替払を委託した第三者に利用料金を支払うこ
とに同意します。

（1）
申込者が法人または個人事業者であること
（2）
申込者が実在しないこと
（3）
申込者が、申込以前に、本規約の違反等により、本サービスの全
部または一部の利用の停止、
または会員登録や利用者登録の抹消を
受けたことがあること
（4）申込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記または記入漏れが
あったこと
（5）
申込者が日本国内に居住していないこと
（6）
申込者が未成年、成年被後見人、被保佐人または被補助人のい
ずれかであり、申込みの手続きが成年後見人によって行われておら
ず、または申込みの際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意
を得ていなかったこと
（7）
申込者が、申込以前に、有料サービスの利用に際し、料金等の未
納または滞納をしたこと
（8）
申込みの際に決済手段として当該申込者が届け出たクレジット
カードがクレジットカード会社により無効扱いとされていること、
また
は当社の指定する立替代行業者が当該申込者との立替払契約の締
結を拒否したこと
（9）
決済手段として携帯電話会社による決済サービスを選択した申
込者が、携帯電話会社から電話サービス等に係る契約の解除等の理
由により決済サービスの利用を認められていないこと

5 当社は、会員に利用料金の不払い等がある場合、会員に対して有
する利用料金その他債権を、法務省の営業許可を得た債権管理回
収業者に譲渡することができるものとします。

第13条
（クレジットカード利用の場合の洗替手続きと購入停止）
利用料金の支払い方法がクレジットカ̶ドによる場合、会員が指定す
るカード
（以下
「指定カード」
といいます）
の発行会社およびその取扱
い会社が会員の有効性の確認等
（以下
「洗替手続」
といいます）
を定
期に行い、洗替手続の結果、有効でないと判断した会員については、
当該判断日以降の有料サービスまたは対象アプリの利用料金の支
払いができないものとします。ただし、有効性が再度確認された時点
より、有料サービスまたは対象アプリの利用料金の支払いが可能と
なります。

第14条
（クレジットカード利用の場合の遵守事項）
会員は、利用料金の支払い方法がクレジットカードによる場合、次の
事項を遵守または承諾するものとします。
（1）
会員が月額課金を指定した場合において、会員から当社に申し
出をしない限り、継続して利用料金を指定カードにより支払うこと
（2）
指定カードの会員資格を喪失した場合は、速やかに当社にその
旨を連絡すること

第7条（変更の届け出）

（3）
指定カードの発行会社により、会員が当社に届け出た会員番号・
有効期限が更新された場合であっても、請求された利用料金を異議
なく支払うこと

1 会員は、氏名、住所、電子メールアドレスまたはクレジットカードの
番号もしくは有効期限、その他当社への届け出内容に変更があった
場合には、速やかに当社に所定の方法で変更の届け出をするものと
します。

（4）
指定カードの会員番号や有効期限が変更となった場合、会員に
事前に通知することなく、新しい会員番号や有効期限が指定カード
の発行会社より当社に通知されても異議がなく、
また、変更後のカー
ドを指定カードとして、請求された利用料金を異議なく支払うこと

2 前項届け出がなかったことにより会員が損害その他不利益を被っ
たとしても、当社は一切責任を負いません。

（5）
指定カードの発行会社から、指定カードによる利用料金の支払い
契約を解除されても異議がないこと

（10）
その他当社の業務の遂行上または技術上支障があること

第8条（退会・利用終了）

とは第4条に基づき会員登録または利用者登録の申込み
8「申込者」
を行った者をいいます。

第15条
（携帯電話会社の決済サービス利用の場合の遵守事項）

1 会員は、退会または利用者登録を解約する場合、所定の退会手続
きまたは利用解約手続きを行うものとします。

会員は、利用料金の支払い方法が携帯電話会社の決済サービスによ
る場合、次の事項を遵守または承諾するものとします。

9「バイタルデータ」
とは、本サービスにおいて利用される血圧値、体
重、生理日、健康診断情報その他の健康状態や身体情報に関わる情
報をいいます。

2 当社が提供する有料サービスについては所定の利用解約手続き
の完了時点または別途当社が定める日をもって、解約の効力が生じ
るものとします。

（1）
会員が継続課金を指定した場合において、会員から当社の定め
る方法による申し出をしない限り、継続して利用料金を支払うこと

10「本サービス対応機器」
とは、本サービスを運用するサーバ上に
バイタルデータを自動的に送信する機能を有する健康医療機器を
いいます。なお、会員がバイタルデータの自動送信機能の利用を希
望する場合には、サービスに機器の登録を行う必要があります。

3 会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、当該会員
への事前の催告なしに本サービスの全部または一部の提供を停止
し、会員登録および利用者登録の抹消ならびに本サービスの提供を
終了することができるものとします。

11「コミュニティサービス」
とは、本サービスのうち、会員間におけ
る情報発信または情報共有のための機能を提供するサービスをい
います。

（1）
第6条各号のいずれかに該当したこと

12「個人情報」
とは、会員が本サービスに登録した基本情報
（氏名、
住所、
メールアドレス、性別、生年月日等）
、バイタルデータをはじめ
とする会員に関する情報であって、当社のプライバシーポリシーに
定めるものをいいます。

（3）
有料サービスにかかる利用料金の支払いを1回でも怠ったこと

第2条（会員規約）
1 本規約は本サービス
（当社提供CPサービスを含みます）
の利用条
件等を定めるものであり、本サービスの利用には本規約所定の条件
が適用されます。
2 本規約とは別に当社が別途定める当社提供CPサービス固有の利
用規約その他諸規定
（以下
「諸規定」
といいます）
は、それぞれ本規約
の一部を構成するものとします。なお、本規約の内容と諸規定の内
容が異なる場合には、当該諸規定の内容が優先して適用されるもの
とします。
3 当社は、会員に通知することにより、本規約および諸規定を変更す
ることができます。この場合、通知に別段の定めがある場合を除き、
通知の効力が生じたときに変更の効力が生じるものとします。

第3条（通知方法）
1 当社から申込者または会員に対する通知は、本規約に別段の定め
がある場合を除き、本サービスに関する所定のウェブページヘの掲
載、電子メールによる送信その他当社が適当であると判断する方法
により行います。
2 通知は次の時点で、申込者または会員に到達したものとみなします。
（1）
ウェブページヘの掲載による場合は、申込者または会員が本
サービスに関する所定のウェブページにアクセスすればウェブペー
（申込者や会員が実際
ジに掲載された情報を閲覧可能となった時点
に閲覧したかを問わない）
（2）
電子メールによる送信の場合は、申込者または会員が当社に届
け出た電子メールアドレスの電子メールサーバに記録された時点

第4条（会員登録・利用者登録の申込み）
1 本サービスの利用にあたっては、会員登録が必須です。なお、本
サービスのうち当社提供CPサービスのご利用には、会員が別途利
用の登録
（以下
「利用者登録」
といいます）
を行う必要があるものがあ
ります。
2 申込者が未成年である場合、当該申込者は法定代理人の同意を
得て申込みを行うものとします。
3 申込者は、会員登録または利用者登録の申込みを行った時点で、
本規約および諸規定に同意したものとみなされます。
4 申込者の会員登録または利用者登録の申込みに対し、所定の方
法により当社から承諾の通知が到達した時点をもって本サービスま
たは個別の当社提供CPサービスの利用に関する契約が成立するも
のとし、会員は当該時点から本サービスまたは当社提供CPサービス
の利用を開始できます。なお、サービス提供者が当社以外の者であ
る場合、CPサービスの利用にかかわる契約
（以下
「CPサービス契約」
といいます）
は会員と当該サービス提供者との間の取引となります。
当社はその取引の当事者ではなく、各CPサービスにつきいかなる
保証もせず、
また一切責任を負うものではありません。

第5条（申込みの取り消し）
会員登録または利用者登録の申込みがあった場合、当社の承諾前で
あっても当該申込みの撤回はできません。申込後の会員登録または
利用者登録の解約には、所定の退会手読きまたは利用解約手続きの
完了が必要です。

（2）
禁止行為違反があったこと
（4）
本規約その他利用条件に違反する行為があったこと
（5）
一般的なご利用からかけ離れて長期に渡り本サービスのご利用
がなかったこと

第9条（権利義務譲渡の禁止）
会員は、会員登録、利用者登録および本サービスの利用に関連する
権利もしくは義務を第三者に譲渡、名義変更、承継その他の方法に
より処分しまたは担保に供する行為を行うことができません。

第2章（利用料金）
第10条（有料サービスの利用料金）
1 各有料サービスの利用料金
（以下
「利用料金」
といいます）
は、所定
のウェブページに掲載します。
2 利用料金の課金方法には以下の種類があります。
（1）
月額課金：有料サービスの利用にかかる契約の締結された日の
属する月から当該有料サービス契約の解約された日の属する月まで
の月数に応じてひと月単位でお支払いいただく利用料金
（2）
都度課金：購入または利用される対象有料サービスまたは対象
アプリごとに個別にお支払いいただく利用料金
3 本サービスを利用する際に発生する通信料、接続料等は、会員の
負担となります。特に、本サービスを携帯電話端末からご利用され
る場合、当該ご利用に必要な対象アプリのダウンロード
（随時のアッ
プデートも含みます）
には、別途パケット通信料がかかります。また、
一部サービスによっては、申込手続き完了後、自動でダウンロードが
関始されパケット通信を行います。この場合もパケット通信料がか
かり、高額の通信料となることがありますので、パケット通信料定額
サービス等へのご加入をお勧めいたします。
4 当社は、本規約に別段の定めある場合を除き、会員から一旦支払
われた利用料金を事由の如何にかかわらず返金いたしません。

第11条（支払手段）
1 会員は、当社が指定するクレジットカード会社のクレジットカード
による課金、当社が指定する携帯電話会社の決済サービスによる課
金、その他当社が指定する支払手段のうちいずれかを選択して利用
料金を支払います。お客様による各種支払手段のご利用状況によっ
てはご利用できない場合があります。いずれの支払手段を選択した
場合であっても、課金の処理が完了した後は、当該課金に関する支
払手段は途中で変更することができないものとします。ただし、本項
は、選択した支払手段における支払いに関する情報の変更
（たとえば
クレジットカード番号の変更など）
を禁ずるものではありません。
2 前項に基づき会員が選択した支払手段については、当社の指定す
るクレジットカード会社、携帯電話会社その他の第三者が定める方法
によることとします。会員は、本規約に定める他、提供された決済処理
手段の利用について適用のある契約に従わなければなりません。

第12条（利用料金の支払い）
1 会員は、有料サービスの提供者が当社であるか当社以外のサービ
ス提供者であるかを問わず、CPサービス契約にかかる利用料金を
当社に支払うことに予め同意します。
2 クレジットカードや携帯電話による支払いに関する紛争やトラブル
は、会員とクレジットカード会社または携帯電話会社等の間で解決す
るものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
3 利用料金の支払いについて、当社は会員に対し請求書、利用明細

（2）
決済時に会員が当社に届け出た決済に関わるお客様の識別情報
（携帯電話番号など）
が変更された場合であっても、請求された利
用料金を異議なく支払うこと
（3）
携帯電話会社から、その決済サービスを利用した利用料金の支
払い契約を解除されても異議がないこと

第3章 利用上の注意事項
第16条（自己責任）
本サービスは、会員の健康管理をサポートすることを目的とする
サービスであり、本サービスを利用してなされた会員の一切の行為
およびその結果について、当社は一切責任を負いません。何らかの
傷病、障害、妊娠、その他心身の不調や変調がある場合は、医師にご
相談のうえ、
自己の責任において本サービスをご利用ください。

第17条（利用環境）
1 本サービスの全部または一部の利用には別途当社が定めるイン
ターネット接続環境および所定のスペックを有する通信機器、
ソフト
ウェアその他これらに付随する機器が必要となります。また、本サー
ビスの一部は、本サービス対応機器をご利用いただく必要がありま
す。会員は、
これらの接続環境・端末・機器のすべてについて、自己の
責任と費用において設定および準備するものとします。
2 本サービスは日本国内での利用を想定しています。本サービスを
海外からご利用になる場合は、一部機能がご利用になれない場合が
あります。

第18条（不保証）
1 本サービス中のコンテンツ、
アドバイス、
レポート等の一切の情報
について、当社は会員の健康維持・改善その他の効能効果等を保証
するものではありません。また、本サービスの全部または一部が、す
べての会員にとって安全・適切で、各自の目的に適合し、
または正確
性を有することを保証するものではありません。
2 本サービス中のコンテンツ、
アドバイス、
レポート等の一切の情報
は、会員において医師の診断に代替するものではありません。
3 本サービス対応機器は添付の保証書に記載の限りで品質保証さ
れており、本サービスにおいて当社が別途何らかの保証を行うもの
ではありません。
4 会員が使用する端末機器に搭載されるGPSなどの位置測定機能
により測定された位置情報をご利用になるサービスは、
ご利用の端
末機器の種類・設定および利用環境や衛星からの電波状況により、
当該サービスをご利用いただけない場合や、実際の位置と誤差が生
じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
5 本サービスは18歳以上の利用者を想定しており、会員が18歳未
満である場合、一定のコンテンツについては会員に適さない内容で
ある場合があります。また、体重等一部のコンテンツについては当社
が想定する範囲においてのみ情報の入力が可能な場合があるなど
一定の利用制限があります。

第19条（お問い合わせ）
1 本サービスの利用に関するお問い合わせは、所定のお問い合わせ
フォーム、所定の電子メールアドレス宛の電子メール、専用電話のお
電話、その他当社が指定する方法でのみ受け付けます。
2 お問い合わせの内容によっては回答できない場合があります。当
社はあらゆるお問い合わせについて回答する義務を負うものではあ
りません。

第20条（コミュニティサービス）
1 当社は、
コミュニティサービスにおける会員の投稿、書き込み、
リン
ク、写真その他の掲載情報
（以下「
、掲載情報」
といいます）
について、
当社の判断により会員に対して警告を行いまたは掲載情報を削除す
ることができます。ただし、当社は、
コミュニティサービスにおける掲
載情報を監視する義務を負うものではありません。
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2 コミュニティサービスにおける会員による掲載情報に関し、当社は
一切責任を負いません。会員は、会員間または第三者との間での苦
情、
トラブルその他の紛争については、自己の責任と費用において
解決します。
3 会員は、当社に対し、自ら掲載した掲載情報に関して、無償の非独
占利用権
（複製権、翻訳・翻案権、公衆送信権、出版権、再使用許諾権
を含みます）
を許諾します。また、会員は当社および当社が指定する
第三者に対して著作者人格権を行使しないものとします。

第4章 会員の義務
第21条（サービスの利用に関する責任）
会員は、本サービス
（本サービスにおける健康や医療に関連する情
報やアドバイスを含みます）
について、自己の判断と責任において本
サービスを利用するものとし、
また、本サービスの利用に関連し第三
者に対して損害を与えたものとして、当該第三者から何らかの請求
を受けたときは、
自己の責任と費用において解決します。

第22条(IDとパスワードの管理）
1 会員は、本サービスのために付与されたIDとパスワードを自らの
責任において管理するものとします。万一、それらの紛失や、第三者
による不正使用またはその可能性を知った場合、所定の手続きに則
り直ちに当社に通知します。IDやパスワードの再発行は、当該通知
があった場合に限り、所定の手続きに従い行われるものとします。な
お、当社は、IDとパスワードは本サービスの認証手段であって、
これ
らの入力があった場合には当該入力を会員によるものとみなすとと
もに、当該紛失や不正使用により会員に不利益が生じたとしても、一
切責任を負いません。

3 当社はサービスの改善等を目的とした利用状況の分析のため
にGoogle社のGoogle Analyticsを使用しています。Google
Analyticsを用いて記録された情報は、個人を特定できる情報を含
むものではありません。Google Analyticsの詳細につきましては、
Google社のホームページをご参照下さい。※Google Analytics
は、Google Inc.の商標または登録商標です。
（注1）
ブラウザがWEBサイトをアクセスした際にWEBサーバから送
られ、以降のアクセス時にブラウザからサーバに送信される識別情
報をいいます。
（注2）
WEBサイトのページ中に含まれる、ページがアクセスされた
ことを記録するための小さな画像ファイルをいいます。
（注3）
ブラウザが送信する、会員が直前に閲覧していたサイトのURL
に関する情報をいいます。

第28条（個人情報の取扱い）
1 個人情報の取扱いについて
当社は、会員に関する個人情報を取得した場合、当社のプライバ
シーポリシーに則り、適切に取扱うものとします。当社の個人情報保
護管理者は経営戦略部部長です。連絡先は当社のプライバシーポリ
シーを確認してください。
2 個人情報の利用目的について
当社は、会員に関する個人情報を取得した場合、以下の目的で利用
します。第③号乃至第⑥号については、第三者の商品・サービスに関
するものも含むものとし、当社の商品・サービスに限られません。
① 本サービスの提供・運用・管理

2 会員は、不正利用防止のため、自己の責任において、所定の手続き
により適宜パスワードの変更を行うものとします。

② 本サービスに関するお問合せ対応

第23条（禁止事項）

④ キャンぺーン案内・抽選・賞品発送

1 会員は、本サービスの利用
（第32条に定める会員提供情報等の提
供を含みます）
にあたり、次の各号のいずれかに該当する事項
（以下
「禁止事項」
といいます）
を行ってはならないものとします。会員が
禁止事項を行ったことに起因して当社が損害を被ったときは、当社は
会員にその賠償を求めることができるものとします。
（1）
当社または第三者
（他の会員を含みます。以下同じ）
の知的財産
権等を侵害する行為
（2）
第三者の財産、プライバシーまたは肖像権等を侵害する行為
（3）
第三者を差別または誹謗中傷する行為
（4）
当社または第三者の信用もしくは名誉を毀損する行為
（5）
ウィルス・プログラム、その他の有害プログラム等を送信または
掲載する行為
（6）
当社または第三者の機器、設備等もしくは本サービス用設備の
利用または運営に支障を及ぼす行為、その他本サービスの正常な運
営を妨げ、
または支障を及ぼす行為
（7）
本規約または諸規定、法令もしくは公序良俗に違反する行為
（8）
当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為
（9）
犯罪行為または犯罪行為に結びつく行為もしくはこれを助長す
る行為
（10）
その他、上記各号の行為に準ずる行為または該当するおそれ
のある行為
2 前項の禁止行為によって生じた紛争については、すべて会員の責
任と費用により解決するものとし、当社は一切責任を負わないもの
とします。

第5章 サービス提供の中断および終了
第24条（サービスの中断）
1 当社は、以下のような中断事由が生じたときは、事前の通知承諾な
く、本サービスの提供およびCPサービスのご利用を中断または制限
することがあります。

③ アンケート依頼
⑤ 医療・ヘルスケア事業における商品・サービスの開発・改善
⑥ 医療・ヘルスケア事業における商品・サービスの案内
⑦ 共同利用者との共同利用
⑧ 第三者への提供
（但し、本規約に基づく場合に限ります）
なお、統計情報等個人を特定出来ない形態にて、研究・学会発表、
マーケティングその他当社の事業目的に使用しまたは第三者に提供
することがあります。
3 当社は、会員が当社や第29条に定める共同利用者以外のサービ
ス提供者
（以下
「CP」
といいます）
のサービス
（以下
「提携サービス」
と
いいます）
と個人情報の連携を希望した場合、事前に当該CPの名称
および提供する個人情報の項目を明示し、会員に同意を得た上で、
当該CPに対し、個人情報を提供することがあります。
4 当社は、CPまたは第29条に定める共同利用者が提携サービスま
たは共同利用者のサービスの提供を通じて取得した契約者に関する
情報の全部または一部の提供を受ける場合があり、
この場合、当社
は、当該情報を本サービスの提供のために利用すると共に、前項に
基づき他のCPに提供しまたは第29条に基づき共同利用者に提供す
る場合があります。
5 個人情報の開示などのお問い合わせと手続きについて
個人情報の開示などのお問い合わせと手続きについては、当社プラ
イバシーポリシーに定めるものとします。
6 通信途上での盗聴防止策
当社が運営するWEBサイトを通じて、お客様ご本人より個人情報な
どの機密性の高い情報をご提供いただく際には、通信途上における
第三者の盗聴等を防止する目的で、SSL(Secure Sockets Layer)に
よる暗号化技術を使用いたします。ただし、お客様のコンピュータ一
環境により、
これらの技術をご利用いただけない場合もございます。
SSL非対応ブラウザ用のページもご用意しておりますが、その際に
は情報は暗号化されませんので、あらかじめご了承ください。
7 リンク先個人情報の取扱いについて

（1）過度のアクセスの集中、不正アクセス、ウィルスの侵入、コン
ピュータネットワーク障害などにより、当社が本サービスの提供によ
り当社または第三者に不利益が生じるおそれがあると判断した場合

本サービスのWEBサイトからリンクされている当社が運営しない
WEBサイト、サービスにおける個人情報の取扱いについては、当社
が責任を負うことはできません。

（2）
天災地変、暴動、
テロ行為、その他当社の責めに帰さない事由か
生じた場合

8 業務委託について

（3）
本サービス提供に関連する設備等の点検、保守または修理を行
う場合
（4）
行政や裁判所による勧告、命令、強制処分等に従う場合
（5）
その他当社が運用上または技術上本サービスの中断が必要と判
断した場合

第25条（サービスの終了・変更・追加・提供範囲）
1 当社は、1ヶ月以上前の通知により、本サービスの全部または一部
を終了することができます。また、当社は、都合により、特段の通知承
諾なく、本サービスの全部または一部の内容、名称もしくは仕様の変
更または追加を行うことができます。
2 当社は、前項の終了、変更および追加に関し一切責任を負いません。
3 会員が第8条に基づき退会または利用者登録を解約し、
または当
社が本サービスの提供を終了した場合、もしくは第24条に基づき当
社が本サービスの全部または一部を終了した場合であっても、会員
と当社以外のサービス提供者との間のCPサービス契約の有効性に
は何ら影響を及ぼさないものとします。ただし、CPサービスのうち、
本サービスの各種機能を利用して提供されるサービスについてはこ
の限りでなく、本サービス終了とともに終了するものとします。

第26条（バイタルデータの取扱い）
当社が本サービスの提供を終了した場合または会員が会員登録を退
会した場合、当社は、何らの通知承諾なく会員のバイタルデータその
他の情報を削除できるものとし、また当該情報を一切返却しません。
また、当社は何らの通知承諾なく会員のバイタルデータその他の情
報を、第28条第3項に定める利用目的の範囲において、個人を特定
できない形態にしたうえで利用することができるものとします。

当社は、業務の一部または全部を委託するに伴って、個人情報を業
務委託先に提供することがあります。その場合、委託先との間で秘密
保持契約等を締結し、必要な措置を講じます。
9 当社が運営していないサービスでの個人情報や購買履歴の取扱
いについて
当社は、CPサービス、支払い手段などを、Google Playなど、当社が
運営していない、もしくは当社からの業務委託の関係にないサービ
ス経由で提供することがあります。これらのサービスにおける個人
情報や購買履歴等の取扱いについては、当社が責任を負うことはで
きません。※Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標
です。
10 本サービス対応機器の利用者情報について
本サービス対応機器には、機器の利用者を複数設定できるものがあ
り、
この場合、会員が当該機器を本サービスに登録する
（以下
「機器
登録」
といいます）
場合には、本サービス対応機器上のいずれの利用
者であるか特定する必要があります。会員が機器登録をした後、他
の会員が同一の本サービス対応機器を機器登録する際に、会員が既
に当該利用者として機器登録していることを開示するとともに、後の
設定を優先するものとします。
また、本サービス対応機器は共同利用者の提供するサービスにも
対応している場合がありますが、上記仕様については共同利用者の
サービスにおいても同様です。

第29条（個人情報の共同利用について）
当社がお客様ご本人からの申込みや登録等で取得した会員の個人
情報は、以下の要領にて関係会社で共同利用させていただくことが
あります。
1 個人情報の共同利用対象項目

第6章 会員情報の取得と利用
第27条（履歴情報の取得と利用）

当社のプライバシーポリシーに定められている範囲内の情報

1 当社は、会員のアクセス履歴、対象アプリ内の操作履歴、検索情
報、IPアドレス、日付、参照/終了ページなど本サービスの利用状況や
通信に関する情報
（以下
「履歴情報」
といいます）
を、Cookie
（注1）
や
WEBビーコン
（注2）
、Referer情報
（注3）
等を使用して収集する場合
があります。会員がブラウザ上でCookie等を無効化した場合、本
サービスの利用が制限されることがあります。なお、履歴情報の送
出はパケット通信により行うものとし、
この場合パケット通信料がか
かります。

・ドコモ・ヘルスケア株式会社

2 当社は会員の履歴情報が個人情報に該当しない場合であっても
当該履歴情報を第28条に準じて取扱うものとします。

第28条第3項第③号乃至第⑥号に定める利用目的の通り。

2 共同利用者の範囲
・株式会社NTTドコモ
・オムロンヘルスケア株式会社
・オムロン株式会社

なお、本条に定める他、当社以外の共同利用者は、会員の個人情報
を当該共同利用者が提供するサービスの提供・運用・管理において
利用しますが、その取扱いは当該共同利用者が個別に定める個人情
報に関する利用目的に従うものとします。
4 共同利用の責任者
本規約に定める会員の個人情報についての共同利用の責任者は、
ド
コモ・ヘルスケア株式会社です。

第30条（通信の秘密の保護）
1 当社は、刑事訴訟法第218条
（令状による差押え・捜索・検証）
その
他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに
基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的
な処分が行われた場合には、該当する処分、命令の定める範囲で、会
員の情報を第三者に提供することができます。
2 当社は、会員が第23条各号のいずれかに該当する禁止行為をな
し、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当業務行為または
緊急避難と認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保す
るために必要な範囲内で、会員の情報を第三者に提供することがで
きます。
3 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発
信者情報の開示に関する法律
（平成13年法律第137号）
第4条第1
項に従った開示請求があった場合、前2の規定にかかわらず、請求の
範囲内で会員の情報を請求者に開示することができます。

第7章 当社の責任
第31条（損害賠償責任）
1 当社提供の有料サービスを利用する会員が当該有料サービスの
利用により被った損害については、当社の故意または重過失による
場合を除き、債務不履行、不法行為その他法律上の責任を問わず、
当社の損害賠償責任は、当該会員に生じた直接の通常損害に限られ
るものとし、かつ、その損害賠償金額は、当該会員が直近で当社に支
払った有料サービスの利用料3か月分を上限とします。
2 会員が本サービスのうち、有料サービス以外のサービスの利用に
より被った直接または間接の損害については、当社の故意または重
過失による場合を除き、債務不履行、不法行為その他法律上の任を
問わず、当社の損害賠償責任は、当該会員に生じた直接の通常損害
に限られるものとします。

第8章 その他雑則
第32条（知的財産権）
1 本サービスにおいて当社が提供する全てのプログラムおよびソ
フトウェア、本サービス上で提供される情報またはコンテンツ、画面
デザイン、ロゴ等
（以下総称して
「本コンテンツ」
といいます）
に関す
る著作権や商標権などの知的財産権、その他一切の有体・無体の財
産権
（以下
「知的財産権等」
といいます）
は、当社または当社に対し使
用許諾している第三者
（以下総称して
「権利者」
といいます)に帰属
するものとします。
2 会員は、個人として利用される以外に、権利者の許可なく本コンテ
ンツの全部もしくは一部を複製、複写、転載、改変し、
または販売、再
配布などすることは著作権法等により禁止されており、当該行為を
行うことはできません。
3 会員は、自らが知的財産権等を有するか、
または必要な権利者の
許諾を得た情報等のみ、アンケートヘの回答等本サービスを利用し
て情報提供をすることができるものとします。
4 会員が本サービスを利用して提供した情報等
（以下
「会員提供情
報等」
といいます）
に係る著作権については、当該会員および当該会
員に利用の許諾を与えた権利者
（以下
「既存の権利者」
といいます）
に留保されるものとします。ただし、当社は会員提供情報等を、当社
が必要と判断する加工を行い、無償で利用できるものとし、利用する
にあたり、当該会員提供情報等の一部またはニックネーム等の表示
を省略することができるものとします。この場合、会員は、当社によ
る情報等の利用についで自ら著作者人格権を行使せず、既存の権利
者をして著作者人格権を行使させないものとします。

第33条（免責）
1 本サービスのサイトや配信メールに掲載される広告または宣伝内
容は、広告主自らの責任によって定めるものであり、当社は広告主の
実在、住所その他の広告に関する情報の内容に関し、会員に一切の
保証を行わず、かつその確実性、有用性および完全性を確認する義
務を負いません。
2 広告先の利用については会員の責任において行うものとします。
広告、宣伝に起因して損害もしくは紛争があった場合は、会員と広告
主との間で解決するものとし、当社は責を負いません。
3 広告内容に関してのお問合せの際には直接広告主にお問い合わ
せください。
4 本サービスにおいてリンクされる当社の他のコンテンツおよび広
告においては、
リンク先コンテンツの規約等が優先されます。
5 前各項に定める他、本サービスのWEBサイトや配信メールからリ
ンクされている当社が運営しないWEBサイト、サービスの内容全般
については当社が責任を負うことはできません。

第34条（準拠法）
本規約の効力・履行および解釈に関しては、日本法が適用されるもの
とします。

第35条（紛争の解決）
会員登録および利用者登録の申込み、本サービスの利用、利用料金
の支払いならびに本規約および諸規定に関する一切の紛争は、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。

第36条（不放棄）
当社が本規約または諸規定に規定するいずれかの権利を行使しなかっ
たとしても、その権利を放棄したとみなされるものではありません。

第37条（無効条項の影響）
本規約または諸規定に規定する条件のいずれかが無効とされた場
合であっても、その他の条件はその影響を受けず有効に存続するも
のとします。

第38条（存続条項）
本サービスの廃止・終了、会員の退会、利用者登録の解約、本サー
ビスの利用停止、
または会員登録もしくは利用者登録の抹消後とい
えども、第1条、第2条、第3条、第9条、第10条第4項、第12条、第18
条、第19条、第20条、第21条、第25条、第26条、第28条乃至第38
条は、有効に存続するものとします。

・オムロンヘルスケアマーケティング株式会社
3 共同利用の目的

以上
平成28年12月21日 最終改定

