
フォーネスビジュアスサービス約款（要綱） 
（Makuake(マクアケ)版） 

 

フォーネスライフ株式会社（以下「当社」といいます。）とお客様との間のフォーネスビジ

ュアスサービス契約（以下「本契約」といいます。）の条件は、本約款（別紙および仕様書等

を含み、以下あわせて「本約款」といいます。）のとおりとします。 

 

１．サービスの名称 

フォーネスビジュアスサービス（以下「本サービス」といいます。） 

 

２．サービスの概要 

本サービスは以下のサービスから構成されます。なお、各サービスの詳細については、当

社が定める仕様書その他の資料によるものとします。 

 

（１）フォーネスビジュアス ＩＴサービス 

以下のサービス（以下あわせて「ＩＴサービス」といいます。）から構成されます。 

①健診結果予測シミュレーションサービス 

   利用者（第３項に定義する個人をいい、以下同じです。）の過去の健康診断結果に

基づく将来の健康診断結果の予測等のサービス 

  ②生活習慣フォロー・改善サービス 

   当社が指定する本サービス専用のスマートフォンアプリ（以下「アプリ」といいま

す。）を通した、健康医療に関する情報提供その他生活習慣の改善支援等のサービ

ス 

 

（２）フォーネスビジュアス 検査利用サービス 

採血により将来の疾病リスクおよび現在の健康状態等を測る「フォーネスビジュアス

検査」（以下「検査」といいます。）を、当社が指定する医療機関（以下「検査医療

機関」といいます。）において利用することができるサービス（以下「検査利用サー

ビス」といいます。） 

 

３．利用者の定義 

  本サービスを利用できる利用者は、お客様個人とします。 

 

４．本契約の成立 

本契約は、お客様が、株式会社マクアケが運営する応援購入サイト「Makuake」上で、本

サービスの購入にかかる申込処理をおこなった時に成立するものとします。 

 

５．サービス提供期間 

本サービスの提供期間は、本契約の成立日にかかわらず、2023年2月1日から2024年1月31日

とします。 



ただし、本サービスの利用には、お客様から当社に対するお客様情報（メールアドレス等）

の通知その他別途当社が定める手続き（以下「サービス利用手続き」といいいます）を要

するものとし、当社は、お客様のサービス利用手続きの実施後に、本サービス提供のため

の初期設定作業を実施するものとします。当社は、初期設定作業を完了した場合、その旨

の通知（以下「初期設定完了通知」といいます。）を電子メールによりお客様に送信する

ものとします。お客様によるサービス利用手続きの実施の時期に起因して、初期設定完了

通知が2023年2月1日より後に送信された場合も、サービス提供期間は2024年1月31日をも

って終了するものとします。 

 

６．本サービス利用者数 

  本契約に基づき本サービスを利用できる利用者の人数は、１人とします。   

 

７．契約金額 

本契約の契約金額は、Makuake上の本サービス購入用のプロジェクトページに定めるとおり

とします。 

 

８．契約期間 

本契約の有効期間は、本契約の成立日からから2024年1月31日とします。 

なお、お客様は、契約期間の途中で、本契約を解約、終了することはできないものとしま

す。 

 

９．支払条件 

  お客様は、第７項に定める契約金額およびこれに係る消費税等相当額を、株式会社マクア

ケが別途定める方法および期限に従い支払うものとします。なお、当該支払いがなされな

い場合には、第４項の定めにかかわらず、本契約は成立しなかったものとして取り扱われ

るものとします。 

 

 

以上 

  



フォーネスビジュアスサービス約款（別紙・契約条項） 
（Makuake(マクアケ)版） 

 

第１条（本約款の適用） 

本書は、当社と本契約を締結したお客様が、本サービスを利用するにあたっての条件

を定めるものです。 

２． お客様は、本サービスの利用にあたって、本書を含む本約款の内容を精読し理解する

とともに、これを誠実に遵守するものとします。 

３． 本書を除く本約款において定義された用語は、本書においても同じ意味を有するもの

とします。 

 

第２条（本約款の変更） 

当社は、次条の定めに従いお客様に通知することにより、お客様の承諾を得ることな

く本約款をいつでも変更することができるものとします。 

２． 変更後の本約款は、前項に定める通知の次条に定める完了をもってお客様に対する効

力を有するものとします。 

３． 第１項の定めにかかわらず、当社はＩＴサービスの仕様、アプリのバージョンその他

お客様に実質的に影響を及ぼさないと当社が判断する本約款の変更については、お客様

または利用者への通知を要することなく、いつでも変更できるものとします。 

 

第３条（当社からの通知） 

当社は、お客様が本サービスを利用するうえで必要となる事項について、別途お客様が

指定する電子メールアドレスに電子メールを送信することによりこれを通知するものとし

ます。かかる通知は、当社がこれを送信した時点で完了したものとみなします。 

 

第４条（本サービスの提供等） 

当社は、契約期間中、本契約に定める条件に従い、本サービスをお客様に提供するも

のとします。 

２． お客様は、契約期間中、本契約に定める条件に従い、自らの責任において本サービス

を利用することができるものとします。 

 

第５条（ＩＴサービス） 

   ＩＴサービスの利用に関する条件は、別紙のＩＴサービス利用約款（以下「ＩＴサー

ビス利用約款」といい、これに付属する仕様書等がある場合は当該仕様書等を含みます。）

のとおりとします。 

 ２． ＩＴサービス利用約款を除く本約款の規定とＩＴサービス利用約款の規定に相違があ

る場合、ＩＴサービスに関連する事項については、ＩＴサービス利用約款の内容が優先

的効力を有します。 

３． 利用者によるアプリの利用は、アプリ内で提示されるアプリの利用に関する規約（ア

プリの利用許諾条件およびアプリを通して利用者からアプリのライセンサー（利用者に



対しアプリの利用を許諾する法人をいいます。）へ提供される個人情報の取扱いに関す

る事項を含み、以下「アプリ規約」といいます。）へ利用者が別途同意することを条件

とします。 

 

第６条（検査利用サービス） 

    当社は、検査の利用権（以下「チケット」といいます。）をお客様に提供するものと

し、検査は、当該検査を利用する利用者個人（以下「検査利用者」といいます。）によ

る検査医療機関への受診および検査利用者と検査医療機関との間の診療契約に基づき、

検査医療機関から検査利用者に対して提供されるものとします。 

２． 当社は、自らの裁量において、検査医療機関との間で、当該検査医療機関から検査利

用者に対する検査の提供に関する契約を別途締結するものとします。 

３． 利用者による検査の利用は、検査医療機関と当社との間で前項の契約が締結されてい

ることを条件とし、当社は、利用者が検査を利用できる検査医療機関について別途お客

様に通知するものとします。 

４． チケットに基づき利用者が検査を利用できる期間（以下「チケット有効期間」といい

ます）は、当該チケットが付与されたサービス提供期間と同一とします。チケットは、

実際の検査の利用の有無にかかわらず、チケット有効期間の満了をもって失効するもの

とします。なお、その理由の如何を問わず本契約がサービス提供期間の途中において終

了した場合、当該契約終了日をもってチケット有効期間も終了するものとします。 

５． 検査利用者がチケットを用いて検査を利用するための手順、方法等（以下「検査利用

手順」といいます。）は、別途当社が定めるものとし、お客様は、検査利用手順を、自

らの責任において遵守し、また検査利用者に周知し遵守させるものとします。なお、検

査利用者が検査利用手順を遵守しないことにより当該検査利用者に不利益（検査を利用

できないなど）が生じた場合、当社および検査医療機関は、当該不利益にかかる責任を

免れるものとします。 

６． チケットによる検査利用者は、検査医療機関への支払いを要することなく検査を利用

できるものとします。ただし、検査医療機関から検査利用者に対する検査結果の提供方

法、検査結果の内容に関する対面での説明の有無等は当該医療機関の判断によるものと

します。なお、利用者は、本検査以外の診療に必要な費用がある場合、自らの責任にお

いて当該費用を確認し、これを検査医療機関に対し直接支払うものとします。 

７． 当社は、お客様にチケットを付与することを義務とし、具体的な検査の内容、方法、

結果その他診療に関して検査利用者と検査医療機関その他の第三者との間に生じた紛争

について、一切の責任を負わないものとします。 

８． お客様に対するチケットの付与は、アプリ上での電磁的な表示をもっておこなわれる

ものとし、お客様は、アプリの利用においては前条の規定を遵守するものとします。 

 

第７条（お客様の協力等） 

お客様が法人の場合、お客様は、本サービスに関連する利用者からの問合せを自らの

責任において受け付け、対応するものとします。当社は、お客様から要請があった場合、

当該対応に誠実に協力するものとします。 



２． お客様は、当社が本サービスを提供するにあたって、本約款に定められたお客様の作

業を誠実に実施するとともに、当社の作業に関し必要となる資料、情報等をお客様の負

担と責任で当社に提供する等の協力を行うものとします。 

 ３． 前二項のほか、お客様および当社は、本サービスの利用および提供等に関して、相互

に協力するものとします。 

 

第８条（契約金額） 

本サービスの契約金額は、本約款要綱第７項に定めるとおりとします。 

２． 当社は、契約金額について、初期設定完了通知の発信日に応じた日割りまたは月割り

を行わないものとします。また、当社は、サービス利用手続きの実施の有無、または実

際の本サービスの利用の有無にかかわらず、契約金額の減額または返金をおこなわない

ものとします。 

 

第９条（支払方法） 

お客様は、契約金額およびこれにかかる消費税等相当額を本約款要綱第９項に定める

支払条件により当社に支払うものとします。 

２． 消費税等につき税率の改定等が生じた場合、本契約においても当該改定後の税率が適

用されるものとします。 

 

第10条（再委託） 

当社は、本サービスの全部または一部を、当社の費用と責任において第三者に再委託

（再々委託等を含みます。）できるものとします。 

 

第11条（お客様の情報等） 

 お客様は、お客様の連絡先その他本契約の締結およびその履行に伴い当社に通知する

情報について、これを当社が前条の定めに従い本サービスを再委託した第三者に通知す

ることについてあらかじめ同意するものとし、当該情報に変更が生じた場合は、すみやか

に当社にその旨およびその内容を当社所定の方法により通知するものとします。 

 

第12条（お客様の商号等の利用） 

 当社は、自己または第三者のホームページ、カタログその他の媒体において本サービ

スを宣伝、説明等するために、お客様に事前の通知を要することなく、お客様（法人の

場合に限ります）の商号、商標等を当該媒体において表示、記載その他の利用ができる

ものとします。 

 

第13条（解約および利用人数の変更等） 

お客様は、契約期間の途中で、本契約の全部もしくは一部を解約し、または本サービ

ス利用者数を変更することはできないものとします。 

 

第14条（責任の範囲） 



当社は、本サービスを善良なる管理者の注意をもって実施する義務を負うことを確認

します。 

２． 当社は、本契約に明示的に定められた場合を除き、実施された本サービスについて、

お客様に対して何らの義務または責任を負うものではありません。 

３． 当社は、お客様および利用者に対し、本サービスおよび検査の有用性、正確性、特定

目的への適合性、第三者の権利の非侵害等について、何らの保証も行わないものとしま

す。 

 

第15条（秘密保持） 

お客様および当社は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約の履行

に関連して相手方から開示を受ける情報であって、秘密である旨が明示された技術資料、

図面、その他関係資料等の有体物または電子データにより開示された情報（以下「秘密

情報」といいます。）を、本契約の有効期間中およびその終了後３年間、第三者に開示

または漏洩しないものとします。 

２． 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当することを被開示者が証明する情報に

ついては、秘密情報として取り扱わないものとします。 

（１）開示の時に、既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報 

（２）開示後、被開示者の責めによらず公知となった情報 

（３）被開示者が、秘密保持義務を負うことなく、第三者から適法に入手した情報 

（４）開示者から開示を受けた秘密情報によることなく、被開示者が独自に開発した情報 

３． 第１項の定めにかかわらず、当社は、本契約の履行に合理的に必要な範囲内で、第10

条の定めに従い本サービスを再委託した第三者に対し、お客様の秘密情報を開示するこ

とができるものとします。この場合、当社は、当該第三者に秘密保持義務を課すものと

します。 

４． 第１項の定めにかかわらず、当社は、政府機関、裁判所等から法令に基づき開示を要

求された場合、これらの者に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。

この場合当社は、関連する法令に反しない限り、あらかじめお客様に通知するよう努め

るものとします。 

 

第16条（個人情報の保護） 

当社は、お客様から提供された個人情報（利用者にかかる個人情報を含みます。）を、

善良な管理者の注意をもって管理し、本サービスの提供の目的のためにのみ利用し、お

客様の事前の承諾を得ることなく、その他の目的のために利用しまたは第三者に利用さ

せもしくは開示・漏洩しないものとします。 

２． 前項の定めにかかわらず、当社は、お客様から事前の同意を得ることなく、個人情報

の取扱いを含む業務を第三者に委託し、個人情報を開示することができるものとします。 

３． 当社は、個人情報の目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等の防止その他個人情報の適切

な管理のために必要な措置を講じるものとします。 

４． 当社は、本約款に違反して個人情報が本サービスの履行以外の目的に利用され、また

は第三者に開示・漏洩されたことが判明したときは、ただちにお客様に報告するものと



します。  

５． 第１項の定めにかかわらず、当社は、お客様から受領した個人情報の集計ならびに分

析等により得られた統計情報（ただし、個人情報に該当しない情報に限られるものとし

ます）を、本サービスの品質向上その他の目的に利用できるものとします。なお、当該

利用は、第三者への開示を含むものとします。当該第三者は、次に掲げる法人を含みま

すが、これらに限られるものではありません。 

・ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 

・日本電気株式会社 

・SomaLogic Operating Co., Inc.（本社所在地：米国コロラド州） 

・健康増進、疾病予防等の分野における研究機関（大学等）、企業 

・フォーネスビジュアスに関連するサービスを利用する企業、団体 

６． お客様が法人である場合、健診結果予測シミュレーションサービスの環境に登録され

る利用者の健康診断情報（健康診断における問診内容、各検査の結果値等、利用者の健

康診断に関する個人情報をいい、以下同じです。）は、お客様により利用者から取得さ

れるものとします。お客様は、健診結果予測シミュレーションサービスの利用にあたり、

自己の責任において、あらかじめ利用者に対し、利用者の個人情報の利用目的の通知、

お客様による利用者の要配慮個人情報取得にかかる同意の取得、その他利用者に対し個

人情報保護関連法令およびお客様内部の規定に基づき必要となる措置をとるものとし、

お客様による利用者の個人情報の取得および利用が、利用者の当該同意等に反しないこ

とを当社に対して保証するものとします。なお、利用者個人によりアプリを通して健診

結果予測シミュレーションサービスに健康診断情報が登録される場合も、当該情報はお

客様により利用者から取得され、お客様を通じて当社に提供されたものとみなします。 

７． 前各項の定めにかかわらず、アプリのライセンサーがアプリを通して利用者個人から

提供を受けた個人情報（前項に定める健康診断情報を除きます。）については、アプリ

規約に定める条件に基づき取り扱うものとします。 

 

第17条（支払遅延） 

お客様が本契約により生じる債務の支払を怠ったときは、当社は、お客様に対し支払

期限の翌日から完済の日まで年利１４．６％の割合による遅延損害金の支払を請求でき

るものとします。 

 

第18条（損害賠償） 

当社は、本契約に起因または関連して、自己の責めに帰すべき事由によりお客様に損

害を与えた場合には、請求原因または法律上の構成の如何を問わず、損害発生時の直近

１か月分の本サービスにかかる契約金額相当額を賠償総額の限度として、現実かつ直接

に生じた通常損害に限り、賠償義務を負うものとします。ただし、当社の故意または重

過失による場合は、この限りではありません。 

２． 当社は、請求原因または法律上の構成の如何を問わず、自己の責めに帰すことができ

ない事由から生じた損害、当社が予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生

じた損害、間接損害、拡大損害および逸失利益（予想されるコスト削減分を含みます。）



については、賠償義務を負わないものとします。 

３． お客様および当社は、相手方が本契約に違反した場合であっても、自己が被る損害ま

たは損失を最小限にとどめる義務を負うものとします。 

４． お客様による本条の損害賠償の請求は、請求原因または法律上の構成の如何を問わず、

本契約に基づく履行義務違反から６カ月以内に限り行うことができるものとします。 

５． お客様は、本契約あるいはお客様および利用者による本サービスの利用に関して生じ

た第三者との紛争について、これをお客様の費用と責任をもって処理解決するものとし

ます。当社は、いかなる場合も、かかる第三者に対する直接の賠償義務を負わないもの

とします。 

 

第19条（反社会的勢力との取引排除） 

お客様および当社は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将

来にわたっても該当しないことを相互に確約します。 

（１）自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体または暴力団関

係者、総会屋、その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」と総称します。）であ

ること 

（２）自己または自己の役員が、反社会的勢力を利用すること 

（３）自己または自己の役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供

与するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与すること 

（４）自己または自己の役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有してい

ると認められること 

（５）自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い、

相手方の名誉や信用を毀損し、また、相手方の業務を妨害すること 

（６）自らまたは第三者を利用して、相手方に対し法的な責任を超えた不当な要求行為を

行うこと 

２． お客様および当社は、相手方が前項の確約に違反して、前項各号の一にでも該当する

ことが判明した場合、相手方に対し何らの催告をすることなく、本契約を解除すること

ができるものとします。 

３． お客様および当社は、相手方が第１項各号のいずれかに該当する疑いがあると合理的

に認められる場合は、当該事実の確認を目的として調査を行うことができるものとし、

相手方は、当該調査に協力するものとします。 

 

第20条（契約の解除） 

お客様および当社は、相手方の責めに帰すべき事由により、相手方が本契約により発

生した義務を履行せず、相当の期間を定めて催告をなした後も、なおその期間内にこれ

を履行しない場合は、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。

ただし、相手方の義務履行違反が本契約および取引上の社会通念に照らして軽微である

ときを除くものとします。 

２． お客様および当社は、相手方が次の各号の一にでも該当する場合、何らの催告を要す

ることなく本契約の全部または一部を解除することができるものとします。 



（１）仮差押、差押、競売の申立もしくは租税滞納処分を受け、または破産、会社更生手続

もしくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立がなされたとき 

（２）自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停

止状態に至ったとき 

（３）その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある

とき 

３． 前二項に基づいて本契約を当社が解除した場合、お客様は、本契約に基づき残存する

サービス提供期間にかかる未払いの契約金額を、当然に期限の利益を喪失し、直ちに当

社に支払うものとします。 

４． 当社は、次の各号の一にでも該当すると判断した場合は、お客様に通知することによ

り、何らの催告を要せずに本契約の全部または一部を解除することができるものとしま

す。この場合、当社は、当該解除によるお客様の損害につき、責任を負わないものとし

ます。 

（１）当社による本サービスの提供に必要なライセンサーその他当社の提携先と当社と

の間の契約が終了した場合 

（２）法律または政府機関の要請を順守する必要が生じた場合 

（３）前各号のほか、当社による本サービスの提供が、非現実的または実行不能である

と当社が判断した場合 

 

第21条（権利義務の譲渡） 

お客様および当社は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地

位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者

に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならないものとします。 

 

第22条（不可抗力） 

当社は、地震、洪水、暴風雨、台風、津波、噴火その他の天変地異、戦争、暴動、内

乱、爆発、テロ行為、火災、放射能汚染、感染症、伝染病、疾病、争議行為、輸送機関

通信回線等の事故、サイバー攻撃（これらを端緒とする宣言、要請等を含みます。）、

法令または規則の制定または改廃、公権力による命令、処分、指導、輸出入の制限その

他政府による行為、その他の不可抗力事由（予見すべきであったか否かを問わないもの

とし、以下「不可抗力事由」と総称します。）による本契約に基づく債務の全部または

一部（金銭債務を除きます。）の不履行については、何ら責任を負いません。 

２． 前項の場合において当社は、本契約の目的を達成するために必要な範囲で、本サービ

スの内容、契約金額その他の本契約に定める契約条件の全部または一部を変更すること

ができるものとします。 

３． お客様および当社は、次の各号の一に該当する場合は、何らの催告をすることなく直

ちに、書面（電磁的方法を含む）による通知をもって、本契約の全部または一部を解除

することができるものとします。 

（１）不可抗力事由により本契約の目的を達成することが困難であると認められるとき 

（２）不可抗力事由の影響により本サービスの全部または一部を履行できない状態が６か



月以上継続したとき 

４． 前項に基づいてお客様または当社が本契約を解除した場合、お客様は、本契約に基づ

き、当社が既に履行した本サービスに係る対価を当社に支払うものとします。 

 

第23条（提供区域および準拠法） 

本サービスの提供区域は、日本国内とします。 

２． 本契約の成立、効力、解釈および履行については、日本法に準拠するものとします。 

３． お客様は、お客様の情報等の輸出入に関して、外国為替及び外国貿易法その他の輸出

関連法令（米国輸出管理法その他の外国の輸出入関連法令が適用される場合はそれらの

法令を含みます）を遵守するものとします。 

 

第24条（管轄裁判所） 

本契約に関連して発生したお客様と当社との間の紛争については、訴額の如何にかか

わらず、東京簡易裁判所また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。 

 

 

以上 

 

 

  



フォーネスビジュアスサービス約款（別紙・ＩＴサービス利用約款） 
（Makuake(マクアケ)版） 

 

第１条 本約款の適用 

本書は、当社と本契約を締結したお客様が、本サービスのうちＩＴサービスを利用する

にあたっての条件を定めるものです。 

２ お客様は、ＩＴサービスの利用にあたって、本書を含む本約款の内容を精読し理解する

とともに、これを誠実に遵守するものとします。 

３ 本書を除く本約款において定義された用語は、本別紙においても同じ意味を有するもの

とします。 

 

第２条 初期設定 

当社は、お客様に対する初期設定完了通知の発信日までに、ＩＴサービスのお客様によ

る利用に必要な初期設定（以下「初期設定」といいます。）を行うものとし、お客様は当

社の指示に基づき初期設定に必要な情報（健診結果予測シミュレーションサービスの利用

のための健康診断情報等、利用者の個人情報を含みます）の提供等（利用者がアプリ内に

登録する作業を含みます）を行うものとします。 

２ お客様は、お客様が指定するスマートフォンに、アプリをダウンロードする（お客様が

法人の場合、利用者にダウンロードさせる）ものとします。 

 

第３条 お客様の義務 

お客様は、ＩＴサービスの環境においてお客様および利用者が作成したコンテンツ（デ

ータ、テキスト、音声、動画、画像、または、その他電子的に利用可能な情報をいい、以

下同じです。）の内容、運用、維持および使用につき、単独で責任を負うものとします。 

２ お客様は、お客様の費用と責任により、ＩＴサービスを利用するために必要となるすべ

ての機器等（お客様が使用する通信回線、利用者が使用する端末機器等を含みます。）を

準備（設置等を含みます。）し、ＩＴサービスを利用可能な状態に維持するものとします。 

３ お客様は、ＩＴサービスを適正に設定および利用し、お客様のコンテンツを不正アクセ

スから保護するため、暗号化技術の使用および定期的なお客様のコンテンツの保存を含め、

お客様のコンテンツに適切なセキュリティ、保護およびバックアップを維持するための手

段を自ら講じることとします。 

４ お客様は、ＩＴサービスの利用にあたり当社が付与したＩＤおよびパスワード（以下「Ｉ

Ｄ等」といいます。）がある場合、紛失、漏洩等がないようＩＤ等を適切に管理するもの

とします。お客様は、ＩＤ等の使用により生じるすべての活動につき、かかる活動がお客

様、利用者またはその他の第三者（お客様の業務委託先および代理人を含みます。）のい

ずれによるものかを問わず責任を負うものとし、当社は、お客様のＩＤ等を使用したアク

セスにつき、何らの責任を負わないものとします。お客様は、権限の無い第三者がお客様

のＩＤ等を使用していることが疑われる場合や、ＩＤ等に関する情報の紛失または盗難の

場合には、ただちに当社に連絡するものとします。 

５ お客様は、お客様および利用者によるＩＴサービスの利用につき責任（お客様が法人の



場合、本サービスに関する利用者からの問合せ対応を含みます。）を負うものとします。

お客様が法人の場合、お客様は、本条に定めるほか、本約款に定めるお客様の義務と同等

の義務をお客様の費用と責任において利用者に遵守させること、およびお客様と利用者と

の間の定めが本約款と矛盾しないことを確保するなど、利用者による本約款の違反につき

責任を負うものとします。なお、利用者による本約款の違反は、お客様による違反とみな

します。 

６ ＩＴサービスの一時的な中断、停止ならびにその他のＩＴサービスに関連する当社から

の通知はお客様に対してなされるものであり、お客様が法人の場合、お客様は、当社から

かかる通知を受けた場合、必要に応じて利用者に対して、すみやかにこれを通知するもの

とします。 

７ お客様は、ＩＴサービスに関連して当社からお客様に提供する資料がある場合、これを

次の各号の定めに従い使用するものとします。 

（１）ＩＴサービスの利用の目的以外に使用しないこと 

（２）複製または改変する場合は、あらかじめ当社の書面による承諾を得ること 

（３）著作権その他の知的財産権が当社または正当な権利者に帰属することを承諾する

こと 

（４）当社の承諾無く利用者を除く第三者に開示または提供しないこと 

（５）記載されている当社または第三者の著作権その他の権利表示を削除または変更し

ないこと 

（６）特に当社が指定する資料については、本契約の終了後または当社の要求時ただち

に当社に返却しまたは破棄すること 

８ お客様は、ＩＴサービスを利用できなくなった場合、当該利用のためにお客様および利

用者が用意したすべての機器等に故障のないことを確認のうえ、その旨を当社に通知する

ものとします。このほかお客様は、ＩＴサービスの不具合、障害発生の事実またはＩＴサ

ービスの提供に支障をきたしまたはそのおそれがある事実を知った場合、遅滞なく当社に

通知のうえ協議を行い、対応措置を確認するとともに、すみやかに確認した対策を分担ま

たは相互に協力して実施するものとします。 

９ お客様は、ＩＴサービスの利用にあたり、本約款とあわせて、ＡＷＳ利用条件（Amazon 

Web Services, Inc.（以下「ＡＷＳ社」といいます。）が定めるＡＷＳの利用条件をいい、

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/legal-

reseller/AWS+Reseller+Customer+License+Terms.pdfおよび 

http://aws.amazon.com/trademark-guidelines/に掲載されているものをいいます。）およ

びＡＷＳ社がＡＷＳ社のＷｅｂサイト上で適宜定める条件ならびにガイドライン等を遵守

するものとします。 

 

第４条 禁止行為 

お客様は、ＩＴサービスの利用にあたり、次の各号に定める行為をしてはならないもの

とします。 

（１）ＩＴサービスに関する情報を改竄（かいざん）する行為 

（２）お客様および利用者以外の者になりすましてＩＴサービスを利用する行為 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/legal-reseller/AWS+Reseller+Customer+License+Terms.pdf
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/legal-reseller/AWS+Reseller+Customer+License+Terms.pdf
http://aws.amazon.com/trademark-guidelines/


（３）有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為 

（４）ＩＴサービスに関するベンチマークテスト、可用性テスト、ネットワーク検出、

パスコード解析、リモートアクセステスト等、ＩＴサービスの提供に必要な当社

の設備およびその環境（コンピュータプログラムを含みます。）に関する解析お

よび検証を実施することまたはその結果を開示する行為 

（５）ＩＴサービスまたはＩＴサービスを構成する製品もしくはサービスと競合する製

品またはサービスを直接的または間接的に構築またはサポートするためにＩＴサ

ービスを利用する行為 

（６）第三者または当社の財産、名誉およびプライバシー等を侵害する行為 

（７）本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により、第三者または当社の個

人情報を収集する行為 

（８）ＩＴサービスの第三者による正当な利用または当社による提供を妨げる行為 

（９）第三者または当社の著作権その他の知的財産権を侵害する行為 

（10）法令または公序良俗に反する行為 

（11）利用者を除く第三者にＩＴサービスを利用させ、または譲渡、転売、再販売また

はサブライセンス等する行為 

（12）ＩＴサービスまたはアプリを医療機器として使用し、または医療機器と誤認させ

る行為 

（13）当社の信用を傷つけ、または当社に損害を与える行為 

（14）前各号に定めるほか本約款に反する行為 

（15）その他、当社が不適切と判断する行為 

２ お客様は、前項各号の一に該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する

行為がなされるおそれがあると判断した場合は、ただちに当社に通知するものとします。

またこの場合で、当該行為が利用者によるものであるときは、お客様は当該利用者による

ＩＴサービスの利用をただちに停止させるものとします。 

３ 当社は、ＩＴサービスの利用に関して、お客様の行為が第１項各号の一に該当するもの

であることを知った場合、事前にお客様に通知することなく、第９条第１項に基づきＩＴ

サービスの全部または一部の提供を停止し、または関連する情報を削除することができる

ものとします。ただし、当社は、お客様のかかる行為の管理、監視等の義務を負うもので

はないものとします。 

４ 当社は、前項に定める削除の処置を取ることが技術的に不可能な場合、お客様に対して

当該削除を要請することができ、お客様は当該要請に遅滞なく応じるものとします。  

５ 当社は、前項に定める要請に代えて、または当該要請と共に、お客様に対して事実確認、

説明依頼、再発防止および第三者からの請求等があった場合の当該第三者との調整を要請

することができるものとします。 

 

第５条 知的財産権 

ＩＴサービスで提供されるアプリ、コンテンツ、画面デザインその他一切の著作物の著

作権は、当社または当該著作物の著作者に帰属するものとします。 

２ 本約款に特に定める場合を除き、当社は、当社または第三者が権利を有する著作権、商



標権、意匠権、特許権その他の知的財産権に関し、お客様および利用者に何らの権利も譲

渡または許諾するものではありません。 

 

第６条 免責事項 

ＩＴサービスの各機能は、ＩＴサービスの提供時点において「現状」のまま当社が提供

可能なものであり、当社はお客様に対し、ＩＴサービスがお客様の特定の目的に適合する

こと、法律上の契約不適合責任、第三者の権利の非侵害を含め、ＩＴサービスに関する何

らの保証も行わないものとします。当社によるＩＴサービスの提供の中断、停止、終了、

廃止、利用不能、もしくは変更によりＩＴサービスにおけるお客様のサーバやデータ等に

滅失、毀損、漏洩があった場合、またはその他本来の利用目的以外の使用があった場合で

あっても、その結果発生する直接または間接の損害について、その原因の如何によらず、

明示であるか黙示であるかを問わず、当社はいかなる責任も負わないものとします。 

２ お客様および利用者は、ＩＴサービスおよびアプリが「医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律」に定める医療機器に該当しないことを理解すると

ともに、ＩＴサービスおよびアプリを次の各号の目的で利用してはならないものとします。

万一、当該目的でＩＴサービスおよびアプリを利用したことによりお客様、利用者または

第三者に何らかの損害が生じた場合、当社は当該損害に対する一切の責任から免責される

ものとします。 

（１）利用者の疾病の診断、治療もしくは予防をすること 

（２）利用者の身体の構造もしくは機能に影響を及ぼすこと 

 

第７条 通信利用の制限 

当社は、電気通信事業法第８条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、また

は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給

の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊

急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、ＩＴサービスの提供を中止す

る措置をとることができるものとします。 

 

第８条 一時的な中断 

当社は、次の各号の一に該当する場合には、お客様および利用者への事前の通知を行う

ことなくＩＴサービスの提供を中断することができるものとします。 

（１）ＩＴサービスの提供に必要な設備の故障等により保守を行う場合 

（２）運用上または技術上の理由でやむを得ない場合 

（３）その他天災地変等、不可抗力によりＩＴサービスを提供できない場合 

２ 当社は、前項各号に定める場合のほかＩＴサービスの提供に必要な設備の定期点検を行

う場合は、お客様に事前に通知することによりＩＴサービスの提供を一時的に中断するこ

とができるものとします。 

３ 当社は、前二項に定める事由によりＩＴサービスを提供できなかったことに起因してお

客様、利用者および第三者が損害を被った場合であっても、一切その責任を負わないもの

とします。 



 

第９条 ＩＴサービスの停止 

当社は、お客様または利用者の行為が第４条第１項各号の一に該当する場合のほか、次

の各号の一に該当すると判断した場合は、ＩＴサービスの全部または一部の提供を停止す

ることができるものとします。 

（１）サービス料金その他当社に対する金銭債務について、その支払期限を経過しても

なお支払わない場合 

（２）お客様または利用者によるＩＴサービスの利用が、ＩＴサービスまたは利用者を

除く第三者に対してセキュリティ上の危険を呈する場合、またはそのおそれのあ

る場合 

（３）お客様または利用者によるＩＴサービスの利用が、ＩＴサービスの内容またはお

客様以外のＩＴサービスを利用するシステムもしくはコンテンツに悪影響を及ぼ

す場合、またはそのおそれのある場合 

（４）前二号に定めるほか、お客様または利用者によるＩＴサービスの利用が、当社が

行うＩＴサービスの提供等の業務遂行に著しい支障をきたす場合、またはそのお

それのある場合 

（５）前各号に定めるほか、本約款の条項の一に違反した場合 

２ 当社は、前項の定めによりＩＴサービスの全部または一部の提供を停止する場合には、

あらかじめお客様に通知します。ただし、第４条第３項の定めに基づき停止するとき、お

よびやむを得ないと当社が判断するときは、この限りではないものとします。 

 

第１０条 契約終了時の措置 

理由の如何を問わず本契約が終了する場合、本契約および本約款に基づくお客様のすべ

ての権利はただちに終了します。お客様は、当該終了の時点までに当社が提供するＩＴサ

ービス環境に格納されるお客様および利用者のすべてのコンテンツを削除する（お客様が

法人の場合は、利用者に削除させる）ものとします。当該終了の翌日以後にかかるコンテ

ンツがＩＴサービスに格納されている場合は、当社はお客様の承諾を得ることなくこれを

削除することができるものとします。 

 

以 上  

 


