「体温ダイアリー」サービス利用規約

バイタルパスポート株式会社（以下，「当社」といいます。）は，アプリケーションソフト
ウェア「体温ダイアリー」（以下，「本アプリ」といいます。）を通じたサービス（以下，
「本サービス」といいます。）をユーザーへ提供するにあたり，以下のとおり，ユーザー・
当社間の利用規約を定めます（以下「本規約」といいます。）。
本規約は，本サービスの利用条件を定めるものであり，すべてのユーザーに適用されます。
＜ご注意＞
ユーザー登録をする前に，本規約を注意深くお読みください。
本規約に同意しない場合には，ユーザー登録をすることができません。
ユーザー登録をした場合には，本規約に同意したものとみなします。

第1条 （定義）
本規約においては，次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「本アプリ」とは，当社が開発・提供するアプリケーションソフトウェアのことをい
います。iOSアプリ，Androidアプリおよびウェブブラウザ版をまとめていいます。当社が
推奨するOSのバージョンについては，別途，iOSアプリもしくはAndroidアプリのダウン
ロード画面または当社ウェブサイトにおいてご確認ください。
(2) 「本サービス」とは，当社がユーザーに対して提供する，本アプリを通じたサービス
のことであって，本アプリにおいて，ユーザーが登録したご自身の体温を管理ないし共有す
ることを可能にするサービスおよびこれに付随するあらゆるサービスをいいます。
(3) 「利用」とは，本アプリ上においてまたは本サービスを通じて行う一切の情報の送受
信行為，その他本アプリ上においてまたは本サービスを通じてユーザーが行う一切の行為を
いいます。
(4) 「本契約」とは，本規約に基づいてユーザーと当社との間で成立する，本規約を内容
とする，本サービスの提供および利用に関する契約をいいます。
(5) 「ユーザー」とは，第4条第4条に基づき，当社の定める手続に従ってユーザー登録
の申請をし，承認をされた個人をいいます。
(6) 「アカウント」とは，ユーザーとして本サービスを利用するために必要なログイン用
のIDおよびパスワードをいいます。
(7) 「体温スナップ」とは，測定した体温が表示されている体温計の部分を含む撮影画像
をいいます。
(8) 「体温データ」とは，体温の数値，並びに，体温測定をした時点として登録される年
月日および時刻から構成されるデータです。これらデータに加えて，体温スナップを加えて
体温データという場合もあります。
(9) 「個人情報」とは，「個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第５７号）に規
定される「個人情報」をいいます。
(10)「ユーザー個人情報」とは，ユーザーが本アプリまたは本サービスを通じて当社に提
供した個人情報に加え，ユーザーのメールアドレス，決済情報，体温データなどユーザーの
個人情報と結びついて利用される情報を含めていいます。
(11)「無料ユーザー」とは，本サービスを無料で利用するユーザーをいいます。

(12)「有料ユーザー」とは，本サービスを有料で利用するユーザーをいいます。
(13)「平熱」とは，ユーザーが本アプリにおいて任意に選択することができる最大１４日
間の体温データの平均値をいいます。
(14)「平熱自動計算」とは，本アプリが「平熱」を算出することをいいます。
(15)「所属先」とは，ユーザーが所属または在籍する企業，団体（地方公共団体を含みま
す。），グループまたは学校法人等をいいます。
(16)「データ連携」とは，所属先がユーザー個人情報を利用できるよう，当社が，所属先
に対して，ユーザー個人情報の全部または一部を提供することをいいます。
(17)「データ連携申請」とは，ユーザーがデータ連携の内容および条件に同意して行うデ
ータ連携の申し出をいいます。
(18)ユーザーが「データ連携」に同意し，データ連携申請が所属先に承認された場合，所
属先を「データ連携先」といい，当該ユーザーを「データ連携元」といいます。
(19)「本システム」とは，当社が所属先に対して提供する「体温アラート管理システム」
のことをいいます。
(20)「連携解除」とは，本システムの機能の一つであり，データ連携先がデータ連携元か
ら提供を受けたユーザー個人情報の全部について取り扱うことができなくなることをいいま
す。
(20)「発熱」とは，データ連携先が設定する本システム上の条件に照らしデータ連携元の
体温の数値が一定の値を超えた状態のことをいいます。
(21)「未報告」とは，データ連携先が本システムにおいて設定する一定の時刻を経過して
も，データ連携元がその日の体温データを登録していない状態をいいます。
(22)「発熱アラート」とは，データ連携先が，本システムを通じて，データ連携元の発熱
の有無を確認することができる表示であって，データ連携先のみが閲覧できるものをいいま
す。
(23)「未報告者アラート」とは，データ連携先が，本システムを通じて，データ連携元の
未報告の有無を確認することができる表示であって，データ連携先のみ，または，データ連
携先の選択によりデータ連携先に加えて当該データ連携先が設定したＳＭＳ（ショートメッ
セージサービス）受信先が閲覧できるものをいいます。未報告の有無を確認することができ
る表示であって，データ連携先のみ，または，データ連携先の選択によりデータ連携先に加
えて当該データ連携先が設定したＳＭＳ（ショートメッセージサービス）受信先が閲覧でき
るものをいいます。
(24)「リクエスト元」とは，他のユーザーまたはユーザーになろうとする者に対して，無
料ユーザーの場合はニックネームと，有料ユーザーの場合は氏名と紐づいた全ての体温デー
タおよび「平熱」に関する情報を自らに提供し自らが閲覧できるよう求めるユーザーをい
い，「リクエスト」とは当該求めをいいます。
(25)「体温リレキ共有」とは，本アプリ上でリクエストを承認して，自らのニックネーム
または氏名，並びにこれ，ニックネームに紐づいた全ての体温データおよび「平熱」に関す
る情報を他のユーザーに対して提供して当該他のユーザーに閲覧させる機能をいいます。
(26)「代理登録」とは，データ連携申請が承認された場合に，データ連携先が体温の数値
をデータ連携元の体温データとして登録することをいいます。
第2条 （本規約の適用）
1. 本規約は，ユーザーと当社との間の本サービスの提供・利用に関し適用されるものとし

ます。
2. 当社が別途定める『「体温ダイアリー」に関するプライバシーポリシー』は，本規約の
一部を構成するものとします。
3. 本サービスの利用を希望する場合，本規約に同意する必要があります。本アプリを使用
してユーザー登録の申請をした場合には，本規約に同意したものとして，ユーザーと当社と
の間において本規約が適用されます。
第3条 （本規約の変更）
1. 当社は，以下のいずれかの要件を満たす場合に，ユーザーの同意を得ることなく本規約
を変更できるものとします。
(1) 規約の変更が，ユーザーの一般の利益に適合するとき
(2) 本規約の変更が，ユーザー・当社間の本契約の目的に反せず，かつ，変更の必要性，
変更後の内容の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである
とき
2. 当社は，本規約を変更する場合は，あらかじめ，本規約を変更する旨，変更後の本規約
の内容および効力発生日を本アプリに掲示します。
第4条 （ユーザー登録・本契約の始期終期）
1. 本サービスの利用を希望する者は，『「体温ダイアリー」に関するプライバシーポリシ
ー』に定めるとおりユーザー個人情報の一部または全部が第三者に提供される場合があるこ
となど，当該ポリシーに従ってユーザー個人情報が取り扱われることを理解し，本規約に同
意することを条件に，本アプリを通じてユーザー登録の申請をすることができます。合があ
ることなど，当該ポリシーに従ってユーザー個人情報が取り扱われることを理解し，本規約
に同意することを条件に，本アプリを通じてユーザー登録の申請をすることができます。
2. ユーザー登録の申請をした者は，本規約に同意したものとみなします。
3. 本サービスの利用を希望する者が未成年者である場合は，親権者等の法定代理人の同意
を得たうえで，ユーザー登録の申請をしてください。
4. ユーザー登録の申請をした者は，当社がその申請を承認した時にユーザーとなり，本契
約が締結され，本サービスの利用ができるようになるものとします。
5. 本サービスの利用が開始できることをもって，当社による前項の当社による承認の通知
とします。
6. ユーザーは，ユーザー登録の申請にあたり，ニックネームを除き，真実，完全，正確か
つ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
7. 当社は，ユーザー登録の申請を承認するか否かを任意に決定することができるものと
し，本サービスの利用を希望する者はこれに対して異議を述べることはできません。
8. 本契約は，登録の抹消，登録の取消または本サービスの終了時まで効力を有するものと
します。
第5条 （ユーザー登録申請時収集データの利用目的）
ユーザー登録申請時に収集する各データについて、それぞれ次の目的で使用します。
(1) 性別データは，発熱有無の判定において、性別による体温変化傾向を考慮すること
で、より正確な判定を行うために使用します。
(2) 生年月データは，平熱自動計算において、年齢別による体温変化傾向を考慮すること

で、より正確な計算を行うために使用します。
(3) 都道府県データは，平熱自動計算において、地域別各月の平均気温を考慮すること
で、より正確な計算を行うために使用します。

第6条 （本サービスの内容−基本的機能）
1. ユーザー登録の申請が第4条第4条に基づき承認された場合，一つのメールアドレスにつ
き一つのアカウントが発行されます。ユーザーは，本アプリを通じて，自己のアカウントに
アクセスし，体温データの登録，閲覧等をして，本サービスを利用することができます。
2. 当社は，ユーザーに対し，本契約の有効期間中，本アプリの利用を許諾します。
3. ユーザーは，一日に複数回，体温データを登録することができます。
4. 体温データの登録方法は，次の３種類があります。
(1) ユーザーは，体温を測定し，その数値を本アプリに入力します。ユーザーは，当該入
力に加えて，体温スナップを登録することもできます（以下，「手動登録」といいま
す。）。
(2) ユーザーは，本アプリをインストールしたスマートフォンを検温装置等にかざすこと
によりを介して，当該検温装置等が測定した体温の数値を本アプリに入力することができま
す。この機能が利用できる検温装置等については，当社ウェブサイトにおいてご確認くださ
い（以下，「自動登録」といいます。）。
(3) 代理登録により体温データが登録される場合があります。この場合も，ユーザーは，
第１号手動登録または第２号自動登録の方法を用いて体温データを登録することができま
す。
5. 手動登録にあたり，ユーザーは，その体温を測定した日時を入力してください。手動登
録の場合，ユーザーは，過去の体温データを登録することができます。
6. 無料ユーザーの場合，本アプリに表示される体温データは，その日から数えて７日前ま
での範囲に限られます。
7. ユーザーは，平熱自動計算の対象となる最大１４日分の体温データを任意に選択するこ
とができます。
8. 本アプリの画面上に表示される体温データについては，折れ線グラフによる場合も一覧
表による場合も，１週間または２週間ずつになります。ユーザーは，グラフまたは一覧表に
表示される体温データの期間を選択することができます。ただし，無料ユーザーの場合は，
１週間の体温データに関する折れ線グラフおよび一覧表の閲覧に限られます(ユーザー登録
から30日間の期間を除く)。
9. ユーザーは，本アプリの画面を通じて，直近の体温データ，体温データの履歴，および
平熱を確認することができます。
第7条 （本サービスの内容−体温リレキ共有）
1. ユーザーが体温リレキ共有のリクエストを承認した場合，リクエスト元は，無料ユーザ
ーの場合は当該ユーザーのニックネームに，有料ユーザーの場合は氏名に紐づいた当該ユー
ザーの全ての体温データおよび「平熱」に関する情報を閲覧することができます。
2. 体温リレキ共有のリクエストの承認は撤回することができます。
3. ユーザーは，本アプリが発行するURL等のメッセージをメール，ＳＭＳまたはメッセン
ジャーアプリ等通じて送信することにより，他のユーザーまたはユーザーではない個人に対

して，体温リレキ共有のリクエストを送信することができます。ただし，当該ユーザーでは
ない個人が当該リクエストを承認するためには，ユーザーとなる必要があります。
4. ユーザーがリクエストを送信できる人数および送信したリクエストを承認してもらえる
人数に制限はありません。
第8条 （本サービスの内容−データ連携）
1. 「データ連携」を希望する場合は，データ連携申請を行ってください。データ連携申請
を行うと，承認された時点から，当該申請時よりも前に登録されたものも含めてすべての体
温データがユーザーの所属先（第1条第1条第15号に定めるとおり，例えば勤務先，通学
先）に提供されます。データ連携先は，体温データに加えて，「平熱」に関する情報，「発
熱」に関する情報および体温測定の有無に関する情報を本システムで閲覧等して利用するこ
とができます。
2. 「データ連携」は，無料ユーザー・有料ユーザーを問わず，申請することができます。
3. 「データ連携」の申請は，撤回することができません。
4. 「データ連携」の申請の承認は，所属先が行います。承認が遅れた場合，承認がされな
かった場合または第三者と取り違えて承認された場合等，データ連携の申請の承認に関する
トラブルについて，当社は何ら責任を負いません。当該トラブルについて，ユーザーは，所
属先に承認の状況等を確認してください。
5. データ連携申請の承認後，データ連携先の選択により，所属先が本システムに登録した
携帯電話番号を利用したＳＭＳを通じて，データ連携申請の承認後，データ連携先の選択に
より，本システムにおいて未報告アラートが表示された旨が送信されることがあります。当
該ＳＭＳを受信する携帯電話番号の登録，変更または削除については，当社は，一切，関
与・関知しておりません。データ連携申請を希望するユーザーまたはデータ連携元は，当該
携帯電話番号の登録・変更・削除について，データ連携先に確認してください。
6. データ連携先において，本システムを通じて，データ連携元の体温データ，「平熱」に
関する情報，「発熱」に関する情報および体温測定の有無に関する情報を閲覧できる者（以
下，「アクセス権者」といいます。）の範囲は，データ連携先の裁量により自由に決定さ
れ，増減します。当社は，データ連携先におけるアクセス権者の設定に，一切，関与・関知
しておりません。アクセス権者の範囲については，データ連携申請を希望するユーザーまた
はデータ連携元がデータ連携先に確認してください。
7. 代理登録に関して生ずるトラブルについて，当社は，何ら責任を負いません。
8. データ連携先のみが，連携解除を実施することができます。連携解除の取扱いについて
は，データ連携先に確認してください。当社は，データ連携解除の実施・不実施に，一切，
関与・関知しておらず，連携解除に関するトラブルについて，何ら責任を負いません。
第9条 （本サービスの範囲）
1. 当社は，本サービスにおいて，体温データ等ユーザーが入力した情報を管理・共有する
ためのツールを提供するのみであり，医療行為または医療類似行為をするものではありませ
ん。本サービスは，具体的な疾患名もしくは疾病名の通知，または，一般用医薬品も含めて
医薬品の使用を指示もしくは処方をするものではありません。
2. 本サービスは，体温データ等本アプリに登録された情報，平熱に関する情報その他の本
サービスの利用・提供時に入出力される情報に基づきユーザーの健康状態または傷病の診
断，傷病の内容・程度について一切の助言または医療相談をするものではありません。

3. ユーザーは，体温測定の結果に基づいて，自らの責任で医療機関への受診の要否を判断
するものとします。当社は，本サービスにおいて出力される「平熱」が，医師が診断する平
熱と一致または近似することを保証するものではありません。ユーザーは，体温測定の結果
が本アプリにおいて平熱と表示される数値と一致または近似する場合であっても，自らの判
断で医療機関を受診してください。
4. 第13条に定める場合のほか，当社は，ユーザーの本サービスの利用に関する一切の情報
（ただし，個人情報を除きます。）を，いつでも（終了事由のいかんを問わず，本契約の終
了後を含みます。）閲覧または記録その他の利用ができるものとし，ユーザーは，あらかじ
めこれを承諾するものとします。
5. ユーザーは，本サービスに関して第三者との間で紛争が生じた場合には，すべてその費
用と責任で解決するものとします。
第10条 （遵守事項等）
1. アカウントについて
ご自身のアカウントにはご自身の体温データを登録してください。アカウント管理について
は，次条をご確認ください。
2. 手動登録について
(1) ユーザーは，手動登録するときは，ご自身の体温の測定結果の数値を正確に入力して
ください。
(2) ユーザーは，体温スナップを登録するときは，ご自身の体温が表示された体温計を利
用してください。
(3) ユーザーは，体温スナップを登録する場合は，当該画像に表示される数値と同一の数
値を体温の数値として入力してください。
(4) ユーザーは，手動登録にあたり，その計測日時を正確に登録してください。
(5) ユーザーがその故意または過失により，前四号のいずれかの条項に違反して，測定さ
れた体温とは異なる数値を入力し，自己の体温が表示されたものではない画像を登録し，ま
たは測定日時とは異なる日時を入力したことにより，ユーザーに生じる損害，または所属先
その他の第三者との間で生じるトラブルについて，当社は，何ら責任を負いません。定され
た体温とは異なる数値を入力し，自己の体温が表示されたものではない画像を登録し，また
は測定日時とは異なる日時を入力したことにより，ユーザーに生じる損害，または所属先そ
の他の第三者との間で生じるトラブルについて，当社は，何ら責任を負いません。
3. 自動登録について
(1) ユーザーは，自動登録のための検温装置等を倒し，汚損し，または破壊しまたは損傷
させないでください。
(2) ユーザーは，ご自身の体温が表示された検温装置等を用いて自動登録をしてくださ
い。
4. 体温リレキ共有について
(1) ユーザーは，自己の意思に基づいて，リクエストを承認し，リクエスト元に対しユー
ザー個人情報を提供することに同意するものとします。
(2) リクエスト元との間で生じるトラブルについて，当社は，何ら責任を負いません。
5. データ連携について
(1) ユーザーは，自己の意思に基づいて，データ連携申請を行い，所属先に対しユーザー
個人情報を提供することに同意するものとします。

(2) データ連携申請をする・しない，もしくはデータ連携申請の承認・拒否，もしくは連
携解除の実施・不実施により，またはデータ連携の結果に基づいて，ユーザーと所属先との
間で生じるトラブルについて，当社は，何ら責任を負いません。
6. 禁止事項について
本条に定める条件のほか，第24条に定める禁止事項を遵守して本サービスをご利用くださ
い。
第11条 （アカウントの管理）
1. ユーザーは，アカウントを不正利用されないよう，自己の責任において，そのIDおよび
パスワードを厳格に管理するものとし，これを第三者に使用させ，または開示，貸与もしく
は譲渡してはならないものとします。
2. 当社は，アカウントの認証を行った後に行われた本サービスの利用については，すべ
て，そのユーザー自身によるものとみなします。
3. 当社は，ユーザーによるアカウントの不正利用，またはユーザーによるアカウントの管
理不十分によってユーザーに生じた損害について，何らの責任を負いません。
4. ユーザーは，パスワードの漏えいまたはアカウントの不正利用を認識した場合には，直
ちにその旨を当社に通知し，当社からの指示に従うものとします。
第12条 （有料ユーザーに関する利用料金等）
1. ユーザーは，無料ユーザーまたは有料ユーザーのいずれかを選択して本サービスを利用
することができます。有料ユーザー・無料ユーザーの切り替えは，何時でも何度でも行えま
す。を利用することができます。有料ユーザー・無料ユーザーの切り替えは，何時でも何度
でも行えます。
2. 有料ユーザーは，当社が本アプリ上に定める月額料金（以下，「利用料金」といいま
す。）を支払う必要があります。
3. 利用料金の支払方法は，App Store，Google Play等の課金システムによるものとし
ます。利用料金の支払いに関し，ユーザーとApp Store・Google Play等との間で紛争が
生じた場合，ユーザーは，その費用と責任でこれを解決するものとし，当社は，何ら責任を
負わないものとします。
4. 当社は，利用料金を改定する場合があります。この場合，当社は，あらかじめ本アプリ
を通じて利用料金の改定について第3条第２項に基づく通知をします。
第13条 （ユーザー個人情報の取扱い）
1. 当社は，ユーザー個人情報を，『「体温ダイアリー」に関するプライバシーポリシー』
に従い適正に取り扱います。詳細は，当該ポリシーをご確認ください。
2. 終了事由のいかんを問わず，本契約が終了した場合，当社は，速やかに，当社が保有す
るユーザー個人情報のうち，無料データ連携申請をしなかったユーザーについては，メール
アドレス，ニックネーム，誕生年月および性別パスワードに関する情報を，有料データ連携
申請をしたユーザーについては，メールアドレス，ニックネームおよびパスワードに加えて
メールアドレス，氏名，生年月日（ただし，誕生年月に関する情報の取扱いについては次項
のとおりです。），性別，所属先名，および所属先が配布する認証コードに関する情報を，
削除等消去します。また，データ連携申請の有無にかかわらず，有料ユーザーの決済情報に
ついては，利用する必要がなくなったときに速やかに削除等消去します。

3. 前項に定める削除等消去の後，当社は，ユーザーであった個人の体温データの全部また
は一部に誕生年月，性別および都道府県に関する情報を加えた情報を本サービスの改善，お
よび体温データに関係する新たなサービスを検討・開発するため利用することがあります。
4. ユーザーは，前項の取扱いについて，異議なく承諾するものとします。
5. データ連携先が取扱うユーザー個人情報（氏名，生年月日および所属先名等所属先に関
する情報，並びにこれらに紐づいた体温データ，「平熱」に関する情報，「発熱」に関する
情報および体温測定の有無に関する情報）については，データ連携先が連携解除を行わない
限り，本契約の終了または本アプリのアンインストールに伴って自動的にデータ連携先にお
いて利用の停止または削除等消去されるものではありません。第8条第8項に定めるとお
り，連携解除の取扱いについては，データ連携先に確認してください。当社は，データ連携
解除の実施・不実施に，一切，関与・関知しておらず，連携解除に関するトラブルについ
て，何ら責任を負いません。ん。
第14条 （通知）
1. 当社がユーザーに対して行う，本サービスについてする一切の通知は，本アプリ上での
掲示，登録されたメールアドレス宛の電子メールの送信，その他の当社が適当と判断する方
法により行います。
2. 前項の通知の効力は，当社がその通知を掲示する等発信した時点をもって発生するもの
とします。
第15条 （利用中止）
1. 当社は，ユーザーが以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断した場合，ユーザー
の本サービスの利用を中止することができ，当社は，これについて何らの責任を負いませ
ん。
(1) ユーザーが本規約に違反しまたはそのおそれがある場合
(2) ユーザー個人情報に誤った情報（相当期間経過後に最新のものでない情報が登録され
ている場合を含みます。）が含まれている場合
(3) 有料ユーザーによる利用料金の全部または一部の支払いが遅延した場合または利用料
金の支払いを確認できない場合
(4) その他，ユーザーによる本サービスの利用の継続が適当ではない場合
2. 当社が，ユーザーによる本サービスの利用を中止する場合であっても，当社は，当該ユ
ーザーに対して，中止の間の利用料金を請求できるものとします。
3. 本サービスの利用が中止されたユーザーが，本サービスの利用の再開を希望するとき
は，当社が指定する方法により当社と協議の上，当社の承諾を得るものとします。
4. 当社は，その判断により，利用を中止したユーザーの利用を再開し，または第16条に基
づいて登録を取り消します。
第16条 （登録の取消）
1. 当社は，ユーザーが以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断した場合，ユーザー
登録を取り消すことができ，ユーザーはこれに対して異議を述べることはできません。
(1) 前条第１項各号に定める場合
(2) ユーザーが登録したメールアドレスに対して当社が通知をしても，宛先不明の送信エ
ラーが一定期間，継続する場合

(3) ユーザーが死亡した場合
(4) 過去にユーザー登録の取消を受けていることが判明した場合
(5) その他，ユーザー登録を取消すことが適当である場合
2. ユーザー登録の取消により，本契約は解除され終了します。第10条第4項，第5項また
は第11条第3項に関わらず，ユーザーは，ユーザー登録の取消時以降，当社に対し，本アプ
リに登録済みの体温データその他の一切のデータの開示または提供を請求することはできま
せん。
3. 当社は，登録の取消によってユーザーであった者に損害が生じたとしても，何らの責任
を負いません。
第17条 （登録の抹消）
1. ユーザーは，本アプリを通じて当社の定める手続を行うことにより，いつでもユーザー
登録を抹消することができるものとします。
2. ユーザー登録の抹消が申請された時点をもって，本契約は解除され終了します。
3. ユーザー登録の抹消を申請した場合，第10条第4項，第5項または第11条第3項に関わら
ず，ユーザーは，その時点以降，当社に対し，本アプリに登録済みの体温データその他の一
切のデータの開示または提供を請求することはできません。
第18条 （保証の制限）
1. 当社は，体温データその他のユーザー個人情報のすべてを永久かつ完全に保存・保管す
ることを保証するものではありません。
2. 検温装置等または通信環境の不具合，誤作動，故障，障害等（以下，まとめて「障害
等」といいます。）のため速やかに自動登録ができないときは，手動登録をしてください。
当社は，常に自動登録ができることを保証するものではありません。
3. 当社は，本サービスを提供する設備・機器（第三者が提供するレンタルサーバーまたは
クラウドサービスを含みますが，これらに限られません。以下，「当社設備・機器」といい
ます。）または，検温装置等または通信環境の障害等により，体温データその他のユーザー
個人情報が漏えい，滅失，または毀損した場合（以下，まとめて「漏えい等」といいま
す。）に備えて，体温データその他のユーザー個人情報等本サービスに関する情報を別に記
録して一定期間保管しますが，障害等の場合に復元の義務を負うものではありません。第
10条第4項，第5項または第11条第3項に関わらず，ユーザーは，必要な情報は自己の責任で
保全しておくものとします。
4. 当社は，本アプリを現状有姿で提供するものとし，本アプリにバグ等の瑕疵のないこ
と，および，本サービスがユーザーの特定の利用目的に合致することを保証するものではあ
りません。
5. 当社は，本サービスにおいてユーザーに対して提供する一切の情報に関する，真実性，
完全性，正確性および最新性について保証せず，これらについて何らの責任を負いません。
任を負いません。
第19条 （不可抗力）
当社は，伝染病，天災，火災，暴動，労働争議，法令・規則の制定・改廃，当社に故意・過
失のない不正アクセス・ハッキング・マルウェア感染・Dos攻撃等セキュリティインシデン
トの発生，その他の不可抗力（以下，まとめて「不可抗力事由」といいます。）によって，

本サービスの提供の履行が妨げられた場合（本サービスの停止，変更および終了を含みます
が，これらに限られません。），ユーザーに生じた損害について，何らの責任を負いませ
ん。
第20条 （サービスの停止）
1. 当社は，次の各号の事由があるときは，いつでも本サービスの全部または一部を一時的
に停止することができます。当社は，緊急の場合を除き，あらかじめ，本サービスを停止す
る旨をユーザーに通知します。緊急の場合には，事後速やかに，当社は，ユーザーに対して
その旨を通知します。
(1) 本サービスに係る当社設備・機器，検温装置等または通信環境の保守・点検を行う場
合または行われる場合
(2) 障害等により本サービスの提供が一時的に不能になった場合
(3) 不可抗力事由により本サービスの提供が一時的に不能になった場合
(4) 本サービスに対して苦情が申し立てられた場合，またはそのおそれがある場合
(5) 不正アクセス，ハッキング，マルウェア感染またはDos攻撃等によって当社設備・機器
が攻撃を受けた場合
(6) その他，本サービスを停止することが必要であると当社が判断する場合
2. 本サービスの利用を停止する間，当社は，ユーザーに対し利用料金を請求できるものと
します。
3. 当社は，本サービスの停止によってユーザーに損害が生じたとしても，何らの責任を負
いません。
第21条 （サービスの変更・終了）
1. 当社はいつでも，当社の裁量により，本サービスの全部または一部の内容を変更するこ
とができます。
2. 当社は，前項に定める変更によって，変更前のサービスのすべての機能・性能が維持さ
れることを保証するものではありません。なお，当該変更を行う場合，当社は，あらかじ
め，ユーザーにその旨を通知するよう努めますが，ユーザーへの事前の通知なく本サービス
の全部または一部の内容を変更することがあります。
3. 当社は，いつでも，本サービスの全部または一部の提供を終了することができます。こ
の場合，当社は，あらかじめ，ユーザーにその旨を通知するよう努めるものとします。す。
この場合，当社は，あらかじめ，ユーザーにその旨を通知するよう努めるものとします。
4. 当社は，本サービスの変更または終了によってユーザーに損害が生じたとしても，何ら
の責任を負いません。
第22条 （損賠賠償）
1. ユーザーは，本規約に違反し，当社に対して損害を与えた場合には，当社に対して一切
の損害を賠償する義務を負います。
2. 当社の過失により，本アプリに登録された体温データの一部もしくは全部，ユーザー個
人情報の一部もしくは全部，またはその他の情報が漏えい等した場合，当社は，金１万円を
上限として，当該漏えい等によりユーザーに生じた損害を賠償します。
3. 疑義を避けるために明記すると，第18条第２項、第3項に規定する障害等による漏えい
等の場合において，当社に過失があるときは前項に従い，当社に故意または過失がないとき

は第19条（不可抗力）に従うものとします。
第23条 （委託等）
1. 当社は，本サービスの提供に関する業務の全部もしくは一部をユーザーの承諾なしに，
第三者に委託することができます。
2. 当社は，本サービスの提供にあたり，第三者が提供するソフトウェア，ハードウェアま
たはサービスを利用することがあります。
第24条 （禁止事項）
ユーザーは，本サービスを利用するにあたり，以下の行為を行わないものとします。
(1) 法令に違反する行為またはそのおそれがある行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 他のユーザーの利用を妨害する行為またはそのおそれがある行為
(4) 本サービスを構成する本アプリまたはハードウェアへの不正アクセス行為，クラッキ
ング行為その他当社設備・機器，検温装置等または通信環境に障害等を生じさせる行為
(5) 本サービスの提供を妨害する行為またはそのおそれがある行為
(6) 本サービス構成する本アプリの解析，リバースエンジニアリングその他のソースコー
ドを入手しようとする行為
(7) 他のユーザーのIDまたはパスワードを不正に使用する行為またはその不正な入手を試
みる行為
(8) 本サービスに関する知的財産権を侵害する行為またはそのおそれがある行為
(9) 他のユーザーの体温データその他のユーザー個人情報を当該他のユーザーの許諾な
く，閲覧または変更する行為
第25条 （知的財産権）
本サービスを構成する有形・無形の構成物（ソフトウェアプログラム，データベース，アイ
コン，ユーザーインターフェース，画像，文章等を含みますが，これらに限られません。）
に関する著作権，意匠権，商標権を含む一切の知的財産権は，当社または当社に許諾した第
三者に帰属します。
第26条 （譲渡禁止）
ユーザーは，本契約上の地位を第三者に承継させ，または利用契約に基づく権利義務の全部
または一部を第三者に譲渡し，承継させ，または担保に供してはならないものとします。
第27条 （反社会的勢力の排除）
1. ユーザーは，当社に対し，次の各号の事項を確約するものとします。
(1) 自らが，暴力団員または暴力団，暴力団関係企業，総会屋，社会運動等標ぼうゴロ，
特殊知能暴力集団の構成員若しくは準構成員，若しくは構成員・準構成員でなくなった時か
ら５年を経過しない者（以下，まとめて「反社会的勢力」といいます。）ではないこと
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ，本契約を締結するものでないこと
(3) 本契約の有効期間中，自らまたは第三者を利用して，本契約に関して次の行為をしな
いこと
㈰ 当社に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
㈪ 偽計または威力を用いて当社の業務を妨害し，または信用を毀損する行為

2. ユーザーについて，次のいずれかに該当した場合には，当社は，何らの催告を要せずし
て，本契約を解除することができるものとします。
(1) 前項第１号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2) 前項第２号の確約に反し本契約をしたことが判明した場合
(3) 前項第３号の確約に反した行為をした場合
3. 前項の規定により本契約が解除された場合，ユーザーは，解除により生じる損害につい
て，当社に対し一切の請求を行わないものとします。
第28条 （存続規定）
終了事由の如何を問わず，本契約が効力を失った後も，第8条第４項および第７項から第8
項，第10条第２項，第４項および第５項，第11条第３項，第12条第３項， 第13条（ユー
ザー個人情報の取扱い），第15条第１項，第16条，第17条第３項，第18条（保証の制限）
から第22条（損賠賠償），第24条（禁止事項），第26条（譲渡禁止），第27条（反社会的
勢力の排除），本条並びに次条から第31条（準拠法および管轄裁判所）の定めは，引き続
き効力を有するものとします。
第29条 （分離可能性）
本規約のいずれかの条項またはその一部が，消費者契約法その他の法令により無効または執
行不能と判断された場合であっても，本規約のその余の部分は，なお完全に効力を有するも
のとします。
第30条 （協議解決）
当社およびユーザーは，本規約に定めのない事項または本規約の解釈について疑義が生じた
事項については，互いに信義誠実の原則に従って協議の上，速やかに解決を図るものとしま
す。
第31条 （準拠法および管轄裁判所）
本契約は日本法に準拠して解釈されるものとし，本契約に関する一切の紛争については，当
社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
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