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ナースサポートヘルスケアご利用規約 

 

本利用規約（以下「本規約」といいます。）には、株式会社スーパーナース（以下「当社」

といいます。）が提供する「ナースサポートヘルスケア」（以下「本サービス」といいます。）

の提供条件および当社と本サービスを利用するすべてのお客様との間の権利義務関係が定

められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、

本規約に同意いただく必要があります。 

 

第１条（本規約への同意） 

１．お客様は、本規約に従って本サービスを利用するものとし、本規約に同意しない限り本

サービスを利用できません。本サービスに関して当社とお客様との間で別途合意した

契約および当社が配布、配信もしくは掲示する文書等（以下、総称して「個別利用規約

等」といいます。）に規定する内容は、当該お客様との間で本規約の一部を構成するも

のとします。 

２．個別利用規約等において別段の定めのない限り、第５条の規定に従いお客様が本規約に

同意したうえで会員登録を完了した時点で、当該お客様（以下「会員」といいます。）

と当社との間で、本規約の諸規定に従ったサービス利用契約（以下「本サービス利用契

約」といいます。）が成立します。 

 

第２条（本規約の改訂・変更） 

１．当社は、当社の判断において、いつでも本規約の内容を変更または追加できるものとし

ます。変更後の利用規約は、当社が別途定める場合を除いて、当社の運営するウェブサ

イト（理由の如何を問わず、当該ウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合

は、当該変更後のドメイン等を含みます。以下「当社ウェブサイト」といいます。）ま

たは本サービスの利用画面に表示された時点より効力を生じるものとします。 

２．会員は、変更後の本規約に同意しない場合には、第１９条の規定に従い、直ちに本サー

ビスを退会するものとします。 

３．会員が本規約の変更後も本サービスの利用を継続しまたは本サービスを退会しない場

合、当該会員は、変更後の本規約に同意したものとみなされます。会員は、自己の責任

において、随時、本規約の最新の内容を確認の上、本サービスをご利用ください。 

 

第３条（定義） 

本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。 

（１）「コンテンツ」とは、会員が本サービスを通じてアクセスすることができる情報（文

章、画像、動画、音声、音楽その他のサウンド、イメージ、ソフトウェア、プログラ
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ム、コードその他のデータを含みますが、これらに限られません。）の総称をいいま

す。 

（２）「提供コンテンツ」とは、本サービスにおいて当社が会員に対し提供するコンテンツ

その他全ての情報をいいます。 

（３）「会員コンテンツ」とは、会員が本サービスの利用にあたって入力または送信するコ

ンテンツをいいます。 

（４）「アカウント」とは、会員が本サービスを利用するための資格または権利をいいます。 

（５）「提携パートナー」とは、当社との間で締結する契約その他の合意に基づき、本サー

ビスと提携するサービス（以下「提携サービス」といいます。）を提供しまたはその

運営を行う者をいいます。 

（６）「デバイス」とは、体組成計およびそれらの付属品をいいます。 

 

第４条（本サービス） 

１．会員は、利用料金を支払うことにより、本サービスを通じてデバイスを購入し、提供コ

ンテンツおよび提携サービスを利用することができます。 

２．本サービスの利用期間（以下「本サービス利用期間」といいます。）は、本サービスの

利用開始日（当社が会員に改善プランシートを送信した日）を起算日として８週間とし

ます。本サービス利用期間終了までに、継続プランを購入された場合には、本サービス

継続プラン利用期間は本サービス利用期間終了日の翌日を起算日として４週間としま

す。ただし、キャンペーン等で特別に期間が設定された場合には当該期間とします。 

３．本サービスの利用開始日（当社が会員に改善プランシートを送信した日）を起算日とし

て８週間にかかわらず、会員は、本サービス利用期間の途中であっても、第１９条の定

めに従い、いつでも本サービス利用契約を解約することができます。 

４．会員は、本規約に定める利用条件に従い、本サービスを利用するものとします。 

 

 

第５条（会員登録） 

１．本サービスの利用を希望するお客様は、本規約を遵守することに同意し、当社の定める

方法に従い情報を当社に提供することにより、会員登録の申請をすることができます。

かかる申請があった場合、当社は、別途当社の定める審査基準に従って審査し、当該申

請を承諾する場合には、その旨の通知を行います。 

２．当社は、前項に掲げる場合のほか、前項に基づき登録を申請した者が、以下の各号のい

ずれかの事由に該当する場合には、会員登録申請を承諾しないことがあります。 

（１）満１８歳未満の場合 

（２）未成年者（１８歳以上２０歳未満の者をいうものとし、以下同様とします。）、成

年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人､
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保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合 

（３）会員登録申請にあたって当社に提供された情報の全部または一部につき、虚偽、

誤りまたは記載漏れがあった場合 

（４）申請者が、本サービスにつき、過去にサービス利用停止措置を受けたことがあり

または現在受けている場合 

（５）過去に、本サービス利用契約その他当社との間で締結した契約上の義務の履行を

怠ったことがある場合、その他本サービス利用契約上の義務の履行を怠るおそ

れがあると当社が判断した場合 

（６）日本国の居住者でない場合またはデバイスの郵送先として日本国外を希望する

場合 

（７）有効な電子メールアドレスを保有していない場合 

（８）第１７条第１項第１０号に該当すると当社が判断した場合 

（９）その他、当社が申請を適当でないと判断した場合 

 

第６条（未成年者による利用） 

１．未成年者は、会員登録の申請を含む本サービスの利用に関する一切の行為につき、親権

者等の法定代理人の同意を得た上でこれを行うものとします。未成年者が会員登録を

完了した時点で、本サービスの利用および本規約の内容について、法定代理人の同意が

あったものとみなします。 

２．未成年者の会員が、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽りまたは年

齢について成年と偽って本サービスを利用した場合、その他行為能力者であることを

信じさせるために詐術を用いた場合、当該利用に関する一切の法律行為を取り消すこ

とはできません。 

３．本規約の同意時に未成年であった会員が成年に達した後に本サービスを利用した場合、

当該会員は、本サービスに関する一切の法律行為を追認したものとみなされます。 

 

第７条（アカウントの管理） 

１．会員は、自己の責任においてアカウントを管理・保管するものとし、これを第三者に利

用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。 

２．当社は、当該アカウントの一致を確認した場合、当該アカウントを保有するものとして

登録された会員が本サービスを利用したものとみなします。 

３．アカウントが盗用されまたは第三者に使用されていることが判明した場合は、会員は、

直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。 

４．アカウントの管理不十分または第三者の使用等による損害の責任は、会員が負うものと

し、当社は一切の責任を負いません。 
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第８条（会員に関する情報の取扱い） 

１．会員は、本サービスの利用に際して、自己に関する情報その他本サービスの利用にあた

って当社が求める情報（以下「会員情報」といいます。）を送信する場合には、真実か

つ正確な情報を提供しなければなりません。 

２．会員情報に誤りがあった場合または変更が生じた場合、会員は、自己の責任において、

速やかに会員情報を修正または変更するものとし、会員情報の内容に虚偽、誤りまたは

記載漏れがあったことにより会員に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いま

せん。 

３．当社は、会員情報、その他本サービスの利用に関し会員から収集する情報を、別途当社

が定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱います。 

 

第９条（デバイスの購入） 

１．会員は、別途当社が定める手続に従い、当社からデバイスを購入することができます。

会員が同時に購入することができるデバイスの数は、1点までとします。 

２．当社は、会員が登録した送付先にデバイスを発送するものとします。 

 

第１０条（デバイスの配送） 

１．当社から会員に対するデバイスの配送に係る配送業務は、当社が別途指定する配送業者

が取り扱うものとします。 

２．会員は、当社から配送されたデバイスを受領したときは、破損、傷等のデバイスの瑕疵

（以下、単に「瑕疵」といいます。）の有無につき、直ちに確認するものとします。デ

バイスに瑕疵があった場合、会員は、デバイスの受領後 3日以内に当社にこれを通知す

るものとします。 

３．第２項に定める期間内に会員からデバイスに瑕疵がある旨の通知がない場合において、

前項に定める確認により瑕疵が発見されたときは、当該瑕疵は、会員によるデバイスの

受領後に生じたものであるとみなします。 

 

第１１条（補償および弁償） 

１．デバイスの補償または弁償の要否は、以下に従い、当社の裁量において判断するものと

します。 

（１）修繕が必要な破損・汚損の場合 

適正な修繕にかかる費用および破損・汚損による当社の損失に対する賠償料（以

下、合わせて「補償金」といいます。）をご負担いただきます。 

（２）修繕不可能な破損・汚損または紛失・盗難の場合 

完全に修繕することが不可能な瑕疵がある場合、またはデバイスの紛失もしく

は盗難により使用不可となった場合は、当該デバイスの追加購入代金として、当
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社子会社ウエルネスデータ株式会社（https://joulelife.jp/club-jl-102/）ウ

ェブサイト上に掲載されている金額を当社に支払うものとします。 

２．前項の定めに従い当社において補償または弁償が必要であると判断した場合、当社は、

会員に対し、修繕が必要または修繕不可能である旨、および補償金または弁償金の金額

を通知します。かかる通知を受けた場合、会員は、当社の提示した補償金および弁償金

を、当社が別途定める方法により速やかに支払うものとします。 

３．会員がデバイスを第三者に貸与しまたは使用させ、当該第三者その他会員以外の者の行

為により当該デバイスに瑕疵または紛失等が生じた場合であっても、当社はその責任

を負わないものとします。 

 

第１２条（料金の支払い等） 

１．利用料金の額およびその支払方法については、当社ウェブサイト上の掲示その他の方法

により当社が別途指定するところに従うものとします。 

２．本サービス利用期間の途中で会員から本サービス利用契約の解約の意思表示があった

場合には、当該利用期間の残存期間に相当する利用料金の返金は一切行いません。 

３．当社は、いつでも利用料金の価格を変更することができるものとします。利用料金の価

格を増額変更する場合、当社は、会員に対し、変更後の価格を適用する日の 90日前ま

でにこれを通知するものとし、会員が変更後の価格の適用日までに退会手続を行わな

い場合、または、変更後の価格の適用日以後に本サービスを利用した場合、会員は当該

変更後の価格に同意したものとみなします。 

４．会員は、クレジットカードによる支払において、登録したクレジットカードに関してカ

ード会社により会員番号または有効期限が変更または更新された場合、当該変更また

は更新情報がカード会社より当社の委託先決済代行会社に通知されることがあること

を予め了承するものとします。 

５．会員の登録クレジットカードの変更または更新情報がカード会社より当社の委託先決

済代行会社に通知された場合、当社は、引き続き変更または更新されたクレジットカー

ドにより利用料金の決済を行うものとします。 

６．利用料金の支払を遅滞した場合、会員は、年 14.6％の割合による遅延損害金を当社に

対して支払うものとします。 

 

第１３条（本サービスの利用） 

１．会員は、本規約に定める目的の範囲内で、当社の定める方法に従い、本サービスを利用

することができます。 

２．本サービスは、会員が自己のために利用する目的でのみ利用することができ、販売、配

布または開発など、自己利用以外の目的で利用してはなりません。 

３．会員は、本サービスを、当社が提供する状態でのみ利用するものとし、本サービスの複
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製、修正、変更、改変または翻案を行ってはなりません。 

４．本サービスの提供を受けるために必要な情報端末、ソフトウェア、通信回線その他の通

信環境等の準備および維持は、会員の費用と責任において行うものとします。 

５．本サービスの全部または一部について、年齢、本人確認の有無、会員情報の有無、その

他当社が必要と定める条件を満たした会員に限り利用できる場合があり、会員はあら

かじめこれに同意するものとします。 

 

第１４条（会員コンテンツ） 

１．会員は、会員コンテンツについて、自らが投稿その他の方法によりコンテンツを送信す

ることについての適法な権利を有していること、および会員コンテンツが第三者の知

的財産権（著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権（それらの権利を取得し、ま

たはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。）またはアイデア、ノウハ

ウ等をいい、以下同様とします。）、所有権、肖像権、名誉、プライバシーその他の権利

を侵害していないことについて、当社に対し表明し、保証するものとします。 

２．本サービスにおいて、会員が投稿、アップロードまたは保存した一切の会員コンテンツ

に関する著作権は、当該投稿等を行った会員自身に留保されるものとし、当社は当該会

員コンテンツに関する著作権を取得することはありません。ただし、当社は、本サービ

スの提供・維持・改善または本サービスのプロモーションに必要な範囲において、会員

コンテンツを複製、翻案、自動公衆送信およびそのために必要な送信可能化を、無償、

無期限かつ地域非限定で行うことができるものとします。 

３．会員は、当社および当社から権利を承継しまたは許諾された者に対し、著作者人格権を

行使しないことに同意するものとします。 

４．会員は、自己の責任において会員コンテンツのバックアップを行い、当社は、会員コン

テンツのバックアップを行う義務を負わないものとします。 

 

第１５条（提携サービス等の提供） 

１．本サービスを通じて、会員は、提携パートナーの提供する提携サービス（以下「提携サ

ービス等」といいます。）または当社が提供する本サービス以外のサービスを利用する

ことができます。 

２．当社が提供する他のサービスおよび提携サービス等の利用にあたり、会員は、本規約の

ほか、当該他のサービスにおいて当社が定め、または提携サービス等において提携パー

トナーが定める利用規約その他の条件（当該利用規約等が変更された場合には変更後

の条件を含みます。）等に従うものとします。 

３．提携サービス等については、当該サービスを提供する者が責任を負うものとし、当社は、

提携サービス等につき、会員の特定の目的への適合性、商品的価値、正確性、有用性、

完全性、適法性、会員に適用のある団体の内部規則等への適合性、およびセキュリティ
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上の欠陥、エラー、バグまたは不具合が存しないこと、ならびに第三者の権利を侵害し

ないことについて、如何なる保証も行うものではありません。 

 

第１６条（禁止事項） 

会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号いずれかに該当する行為または該当すると

当社が判断する行為をしてはなりません。 

（１）法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為 

（２）当社、他の会員またはその他の第三者に対する詐欺または脅迫行為 

（３）公序良俗に反する行為 

（４）当社、他の会員またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、

名誉、その他の権利または利益を侵害する行為 

（５）本サービスを通じ、以下に該当し、または該当すると当社が判断する情報を当社また

は他の会員に送信すること 

・過度に暴力的または残虐な表現を含む情報 

・コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報 

・当社、他の会員またはその他の第三者の名誉または信用を毀損する表現を含む情報 

・過度にわいせつな表現を含む情報 

・差別を助長する表現を含む情報 

・自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報 

・薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報 

・反社会的な表現を含む情報 

・チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報 

・他人に不快感を与える表現を含む情報 

・面識のない異性との出会いを目的とした情報 

（６）本サービスのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為 

（７）本サービスの運営を妨害するおそれのある行為 

（８）当社のネットワークまたはシステム等に不正にアクセスし、または不正なアクセスを

試みる行為 

（９）第三者に成りすます行為 

（10）他の会員のアカウントを利用する行為 

（11）当社が事前に承諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為 

（12）他の会員の情報の収集 

（13）当社、他の会員またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為 

（14）反社会的勢力等への利益供与 

（15）面識のない異性との出会いを目的とした行為 

（16）当社または他の会員に対し虚偽の事実を申告する行為 
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（17）故意に虚偽のデータ等を公開しまたは投稿する行為 

（18）前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為 

（19）その他、当社が不適切と判断する行為 

 

第１７条（規約違反の場合の措置等） 

１．当社は、会員が次の各号の一に該当しまたは該当するおそれがあると当社が判断した場

合には、当社の裁量により、何らの通知も行うことなく、当該会員に対し、会員コンテ

ンツその他の情報の全部もしくは一部の削除、本サービスの利用の一時停止もしくは

制限、アカウントの削除または本サービス利用契約の解除等の措置（以下「利用停止等」

といいます。）を講じることができるものとします。 

（１）会員が本サービス上の取引によって生じた債務の支払いを怠った場合 

（２）本規約のいずれかの条項に違反した場合 

（３）当社に提供された会員の登録情報およびその他の情報の全部または一部につき

虚偽の事実があることが判明した場合 

（４）死亡しまたは後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合 

（５）１８歳未満であることが判明した場合 

（６）１８歳以上２０歳未満の未成年者、成年後見人、被保佐人または被補助人のいず

れかであって、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていない

ことが判明した場合 

（７）支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始もし

くはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合 

（８）当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して１４日または別途当

社が指定した期間を超えて応答がない場合 

（９）本サービスの利用に際して、過去に利用停止等の措置を受けたことがありまたは

現在受けている場合 

（10）反社会的勢力等であるか、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、

運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交

流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合 

（11）本サービスの運営・保守管理上必要であると当社が判断した場合 

（12）その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合 

２．会員は、利用停止等の後も、当社および第三者に対する本サービス利用契約上の一切の

義務および債務（損害賠償債務を含みますが、これに限りません。）を免れるものでは

ありません。 

３．当社は、本条に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害について一切の責任を

負わず、会員のアカウント削除後も、当該会員に関し当社が取得した情報を保有・利用

することができるものとします。 
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４．当社は、会員が第１項各号に該当しまたは該当するおそれがあると当社が判断した場合

その他当社が必要と認める場合には、会員に対し、違反行為の中止、会員が送信または

投稿した情報の自発的な削除・訂正等を求めることがあり、会員は、当社が定める期間

内に当該求めに応じるものとします。 

５．当社は、本条に基づき当社が行った措置により会員に生じた不利益や損害について一切

の責任を負いません。 

 

第１８条（違法投稿等の通報） 

１．会員は、他の会員の会員コンテンツが自己または第三者の権利を侵害している場合その

他本規約に違反するおそれがあると判断した場合には、当社所定の方法に従い、当社に

通報することができるものとします。 

２．当社は、前項の定めに基づく通報を受けた場合、当社の裁量に基づき、当該通報の内容

が事実であるかの確認を行い、通報の対象となった会員コンテンツを投稿した会員に

対して、何らの通知も行うことなく、当該会員コンテンツの削除その他利用停止等の措

置を講じることができるものとします。 

３．前二項の定めは、会員に対し、当社に対する通報を行う義務を負わせるものではなく、

また当社に対し、会員からの通報に応対する義務を負わせるものでもありません。 

 

第１９条（本サービスの退会） 

１．会員は、当社所定の方法によりいつでも本サービスについて退会申請を行うことができ

ます。 

２．当社は、デバイスの購入後の返品、返金には一切応じません。 

３．本サービスを退会した会員は、退会の時点から本サービスを利用することができなくな

ります。誤ってアカウントを削除した場合その他理由の如何を問わず、会員が本サービ

スを利用する権利を失った場合、会員は、アカウント、会員コンテンツその他本サービ

スの利用に伴い蓄積された情報を利用することができなくなることをあらかじめ承諾

するものとします。 

４．会員は、本サービス退会後も、当社および第三者に対する本サービス利用契約上の一切

の義務および債務（損害賠償を含みますが、これに限りません。）を免れるものではあ

りません。また、退会時に当社に対する債務が残存している場合、会員は、当該債務の

一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務を支払わなけ

ればなりません。 

５．当社は、会員が本サービスを退会した後も、当該会員に関し当社が取得した情報を保有・

利用することができるものとします。 

６．会員が本サービスを退会した場合、当社は、当社の裁量により、事前に通知することな

く当該会員のアカウントを削除することができるものとし、会員は、終了時に残存して
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いる本サービス内の一切のコンテンツが消滅することに同意するものとします。 

７．本サービス退会後、会員が再度本サービスの利用を希望する場合には、あらためて本サ

ービスの会員登録を行う必要があります。会員は、再登録の際に前のデータが引き継が

れないことを予め承諾するものとします。 

８．当社は、当社の裁量により、あらかじめ通知することなく、最終のアクセスから 1年以

上経過している会員のアカウントを削除することができるものとします。 

 

第２０条（本サービスの変更・中断・終了等） 

１．当社は、当社が別途定める場合を除き、会員に事前の通知をすることなく、本サービス

の内容の全部または一部を変更または追加することができるものとします。 

２．当社は、当社の判断により本サービスの全部または一部の提供・運営を終了することが

できるものとします。当社は、当社の判断により本サービスの全部または一部の提供・

運営を終了する場合、当社が適当と判断する方法で会員にその旨を通知します。ただし、

緊急の場合は会員への通知を行わない場合があります。 

３．当社は、以下の各号の事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、本サー

ビスの一部または全部を一時的に中断することができるものとします。 

（１）本サービス用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を

定期的または緊急に行う場合 

（２）アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合 

（３）会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合 

（４）電気通信事業者の役務が提供されない場合 

（５）天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合 

（６）火災、停電、その他の不慮の事故または戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等に

より本サービスの提供が困難な場合 

（７）法令またはこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合 

（８）その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合 

４．当社は、本条に基づき当社が行った措置により会員に生じた損害について、一切の責任

を負いません。 

 

第２１条（損害賠償） 

１．会員による本規約違反行為その他本サービスの利用に起因して、当社に直接または間接

の損害が生じた場合（当該行為が原因で、当社が第三者から損害賠償請求その他の請求

を受けた場合を含みます。）、会員は、当社に対し、その全ての損害（弁護士等専門家費

用および当社において対応に要した人件費相当額を含みます。）を賠償しなければなり

ません。 

２．当社は、本サービスの利用に関連して会員が被った損害につき、一切の責任を負いませ
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ん。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合、当社は、会員に現実に発生した

直接かつ通常の損害に限り、これを賠償するものとし、特別な事情から生じた損害（損

害の発生を予見しまたは予見し得た場合を含みます。）については、責任を負わないも

のとします。 

 

第２２条（秘密保持） 

１．会員は、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、本サービスに関連して当社が

秘密である旨指定して開示した非公知の情報を秘密に取り扱うものとします。 

２．会員は、当社から求められた場合はいつでも、当社の指示に従い、遅滞なく、前項の情

報および当該情報を記載または記録した書面その他の記録媒体物ならびにその全ての

複製物等を返却または廃棄しなければなりません。 

 

第２３条（権利の帰属） 

１．本サービスおよび提供コンテンツに関する一切の知的財産権は、当社または当社にライ

センスを許諾している者に帰属するものとします。 

２．当社は、会員に対し、本サービスおよび提供コンテンツにつき、本サービスの利用に必

要な範囲における非独占的な利用を許諾します。ただし、かかる利用許諾は、第三者に

対し再使用許諾する権利を含むものではなく、また、会員に対し、提供コンテンツにつ

いての知的財産権、所有権類似の権利または自由に処分しうる権利その他の権利の譲

渡または付与を意味するものではありません。 

３．本サービス上、当社の商標、ロゴおよびサービスマーク等（以下、総称して「商標等」

といいます。）が表示される場合がありますが、当社は、会員その他の第三者に対し、

商標等を譲渡し、またはその使用を許諾するものではありません。 

 

第２４条（保証の否認および免責） 

１．当社は、本サービスおよび本サービスを通じて提供されるコンテンツその他一切の情報

または本サービスを利用して会員が購入するデバイスが、会員の特定の目的に適合す

ること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性・完全性・適法性・会員に適用の

ある団体の内部規則等への適合性を有すること、およびセキュリティ上の欠陥、エラー、

バグまたは不具合が存しないこと、ならびに第三者の権利を侵害しないことについて、

何ら保証するものではありません。 

２．当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、会員

が本サービスに送信したメッセージまたは情報の削除または消失、会員の登録の抹消、

本サービスの利用による登録データの消失または機器の故障もしくは損傷、その他本

サービスに関して会員が被った損害（以下「ユーザー損害」といいます。）につき、賠

償する責任を一切負わないものとします。 
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３．何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は、ユーザー損害につき、

過去１２ヶ月間に会員が当社に支払った金額を超えて賠償する責任を負わないものと

し、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害

については、賠償する責任を負わないものとします。 

４．当社は、取り扱いデバイスの拡充に努めますが、すべての会員に合うデバイス在庫を取

り揃えることを保証するものではなく、在庫状況等に照らし、カラー、モデル、その他

の一定の条件のデバイスの発送を一時的に停止、または中止することがあります。 

５．配送業務を取り扱う第三者事業者の故意または過失に基づくデバイスの遅配、誤配、未

達、外装の汚損、破損について、当社は一切の責任を負いません。 

６．当社は、本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本

サービスの利用に供する情報端末のＯＳのバージョンアップ等に伴い、本サービスの

動作に不具合が生じる可能性があることにつき、会員はあらかじめ了承するものとし

ます。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により、当

該不具合が解消されることを保証するものではありません。 

７．当社は、会員間で行われる連絡その他一切の交渉につき関与しません。万一、会員間で

紛争や問題が生じた場合、会員は、直ちにその旨を当社に通知するとともに、自己の責

任と費用においてこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与せず、何ら責任を負

わないものとします。 

８．前項のほか、本サービスに関し、会員と第三者との間で紛争が生じた場合、会員は、直

ちにその旨を当社に通知するとともに、自己の責任と費用においてこれを解決するも

のとし、当社はこれに一切関与せず、何ら責任を負わないものとします。 

 

第２５条（デバイスの限定保証） 

１．当社は、本サービス利用期間内において、当社により、その独自の判断で、デバイスの

素材または製造における不具合の修正を無料で行うことを保証します。その内容は、デ

バイスもしくは部品の修理、または、デバイスもしくは部品の交換のいずれかとします。 

２．前項の規定にかかわらず、以下各号に該当する項目は保証の対象外とします。 

（１）通常の摩耗、損傷、乱用および取扱い不注意による故障損傷(鋭利なものによる

損傷、折り曲げ、圧迫、落下など)、デバイスの誤用、または取扱説明書に反す

る使用による不具合および損傷 

（２）取扱説明書、または各種設定、コンテンツ、データ。これらは、 デバイスに含

まれているものやダウンロードされたもの、また、設置組み立て納品輸送段階で

得られたものも含む 

（３）当社が取り扱うデバイスメーカー以外で製造、もしくは提供されたデバイス、ア

クセサリ、ソフトウェア、サービスと共に本デバイスを使用した場合に発生した

不具合、または使用目的以外の方法で使用した場合に発生した不具合 
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（４）消耗品であるバッテリー 

３．第１項の規定にかかわらず、以下各号に該当する場合は保証は適用されないものとしま

す。 

（１）デバイスが当社が取り扱うデバイスメーカーおよびサービスセンター以外で、開

封変更修理がされた場合 

（２）デバイスが当社が取り扱うデバイスメーカー以外の部品を使用して修理された

場合 

（３）デバイスのシリアルナンバーが、削除消滅損傷改変された場合。 その他如何な

る方法でも判読を困難にしている場合(当社独自の判断により断定されるもの

とします) 

（４）デバイスが防火剤を含む化学製品の影響を受けた場合 

４．当社は、デバイスの操作性において永久的なものであり、不具合が生じないことを保証

するものではありません。また、第三者から提供された装置やソフトウェアと共に、デ

バイスが正常に作動することを保証するものではありません。 

５．当社は、デバイスの修理または交換時のコンテンツまたはデータの消去、損傷、破損に

起因するいかなる損害または損失について一切の責任を負いません。 

 

第２６条（連絡方法） 

１．本サービスに関する当社から会員への連絡（本規約の変更または追加に関する通知を含

みますが、これらに限りません。）は、当社ウェブサイト内の適宜の場所への掲示、SNS、

電子メールの送信、またはプッシュ通知その他当社が適当と判断する方法により行う

ものとします。 

２．当社が SNS、電子メールの送信による通知を行った場合、当社からの通知は、会員が登

録した SNSアカウント、メールアドレスにメールを送信することをもって、当該メール

が通常到達すべきときに到達したものとみなします。 

３．本サービスに関する問い合わせその他会員から当社に対する連絡または通知は、当社ウ

ェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームへの送信その他当社が指

定する方法により行うものとします。 

４．当社は、会員の同意を得たうえで、会員が登録した SNSアカウント、メールアドレスそ

の他の会員情報に基づき、本サービスに関する広告・宣伝等の連絡を行うことがありま

す。 

 

第２７条（権利義務の譲渡禁止） 

１．会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本サービス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につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処

分をすることはできません。 
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２．当社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本サ

ービス利用契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに会員の登録事項そ

の他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、か

かる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡

には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含む

ものとします。 

 

第２８条（分離可能性） 

１．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等により無効ま

たは執行不能と判断された場合であっても、当該無効または執行不能と判断された条

項または部分（以下「無効等部分」といいます。）以外の部分は、継続して完全に効力

を有するものとします。当社および会員は、無効等部分を、適法とし、執行力をもたせ

るために必要な範囲で修正し、無効等部分の趣旨および法律的・経済的に同等の効果を

確保できるように努めるものとします。 

２．本規約のいずれかの条項またはその一部が、ある会員との関係で無効または執行不能と

判断された場合であっても、他の会員との関係における有効性等には影響を及ぼさな

いものとします。 

 

第２９条（準拠法および管轄裁判所） 

１．本規約および本サービス利用契約の準拠法は日本法とします。なお、本サービスにおい

て物品の売買が発生する場合であっても、国際物品売買契約に関する国際連合条約の

適用を排除することに合意します。 

２．本規約または本サービス利用契約に起因し、または関連する一切の紛争については、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。 

 

【２０２１年９月１日制定】 
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ユーザーの個人情報の取扱いについて 

 

当社は、以下の通りナースサポートヘルスケア利用者の個人情報を取り扱います。 

 

１．個人情報を取得する事業者 

株式会社スーパーナース 

２．当社の個人情報保護管理者 

管理部長 TEL：03-6830-1064 

３．個人情報の利用目的 

当社は、ユーザーの個人情報を次の目的で取得し、利用します。 

・サービスに関する登録の受付、本人確認、利用料金の計算等サービスの提供、維持、

保護および改善のため 

・サービスに関するご案内、お問い合わせ等への対応のため 

・サービスに関する当社の規約、ポリシー等（以下「規約等」といいます。）に違反す

る行為に対する対応のため 

・サービスに関する規約等の変更などを通知するため 

・緊急事態が発生した際の連絡のため 

・上記の利用目的に付随する利用目的のため   

４．業務委託による個人情報の提供について 

業務委託により個人情報を提供する場合は、原則として全ての個人情報を電子データ

の伝送、磁気記憶媒体・紙の引渡し、サーバーへのアクセスのいずれかの方法で行いま

す。 

当社は、次のいずれかに該当する場合に、外国にある第三者を業務委託先として、個人

情報を提供する場合があります。 

（１）あらかじめご本人から、外国にある業務委託先への提供をご同意頂いた場合。 

（２）個人データの取り扱いについて、個人の権利利益を保護する上で国内と同等以上

の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国にあ

る業務委託先。 

（３）お客様個人を識別できない状態にしている場合。 

なお、当項目に該当する主な業務委託先は以下の通りです。業務委託先は利用者

情報を取得する場合があり、取得された情報は各企業のプライバシーポリシー

に基づいて取り扱われます。 

Shopify Japan 株式会社 

https://www.shopify.jp/legal/privacy 

サーベイモンキージャパン株式会社 
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https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/ 

５．個人情報の第三者提供 

ご本人の同意がある場合または法令に基づく場合を除き、個人情報は第三者に提供し

ません。 

６．個人情報の委託 

当社は、上記３の利用目的の範囲内で、個人情報の全部もしくは一部を他の事業者に委

託する場合があります。 

７．個人情報に関する権利 

当社に対してご自身の個人情報の開示等（利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・

削除、利用の停止または消去、第三者への提供の停止）に関して、下記窓口に申し出る

ことができます。その際は合理的な期間内に対応いたします。ただし、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、その他法令等で認められる場合は、

開示等に応じない場合があります。 

株式会社スーパーナース 個人情報問合せ窓口 

〒102-0093 東京都千代田区平河町 2－16－1 平河町森タワー7階 

E-Mail privacy＠supernurse.co.jp （受付時間 9:00～18:00※） 

※土・日曜日、祝日、年末年始、ゴールデンウィーク期間は翌営業日以降の対

応とさせていただきます。 

８．個人情報を与えることの任意性と与えなかった場合に生じる結果 

個人情報の弊社への提供を届け出ることは任意ですが、ご提供いただけない場合は、ナ

ースサポートヘルスケアのサービスを受けられない場合があります。 

９．本人が容易に知覚できない方法による個人情報の取得 

本サイトでは、セッション管理のため Cookieを使用しています。 
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アプリケーション・プライバシーポリシー 

 

株式会社スーパーナース（以下「当社」といいます。）は、当社の提供するナースサポート

ヘルスケア（以下これらを総称して「本サービス」といいます。）における、ユーザーにつ

いての個人情報を含む利用者の取扱いについて、以下のとおりアプリケーション・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。 

 

１．収集する利用者個人情報および収集方法 

本ポリシーにおいて、「利用者個人情報」とは、ユーザーの識別に係る情報、通信サー

ビス上の行動履歴、その他ユーザーのスマートフォン、PC 等の端末においてユーザー

またはユーザーの端末に関連して生成または蓄積された情報であって、本ポリシーに

基づき当社が収集するものを意味するものとします。 

 

本サービスにおいて当社が収集する利用者情報は、その収集方法に応じて、以下のよう

なものとなります。 

（１）ユーザーからご提供いただく情報 

ユーザーが本サービスを利用するために、ご提供いただく情報は以下のとおり

です。 

・性別 

・生年月日 

・メールアドレス 

・身長、体重、体脂肪率、心拍数、睡眠時間やその他の生体情報 

・各種スポーツおよび掃除など日常生活でのアクティビティ情報 

・健康診断結果データ 

・住所 

・氏名 

・電話番号 

・その他当社が定める入力フォームにユーザーが入力する情報 

（２）ユーザーが本サービスの利用において、他のサービス と連携を許可することに

より、当該他のサービスからご提供いただく情報 

ユーザーが、本サービスを利用するにあたり、ソーシャルネットワークサービス 

等の外部サービスとの連携を許可した場合には、その許可の際に以下の情報に

ついてご提供いただきます。 

・当該外部サービスでユーザーが利用する ID 

・その他当該外部サービスのプライバシー設定によりユーザーが連携先に開示



 

18 

を認めた情報 

（３）ユーザーが本サービスを利用するにあたって、当社が収集する情報 当社は、本

サービスへのアクセス状況やそのご利用方法に関する情報を収集することがあ

ります。これには以下の情報が含まれます。 

・端末情報 

・ログ情報 

・クッキー（Cookie） 

「クッキー（Cookie）」とは、ウェブサーバがユーザーのブラウザを識別する

ための技術です。なお、ご使用のブラウザで設定変更することにより、クッキ

ーの受取りを拒否することもできますが、その際は、本サービスの機能を十分

に利用できなくなる場合があります。ブラウザの設定変更は、当該ブラウザの

各ソフトウェア製造元へお問い合わせください。 

・位置情報 

・課金情報 

 

２．利用目的 

２－１ 利用者情報は、２－２に定めるとおり本サービスの提供のために利用される

ほか、２－３に定めるとおり、その他の目的にも利用される場合があります。 

２－２ 本サービスのサービス提供にかかわる利用者情報の具体的な利用目的は以下

のとおりです。 

（１）本サービスに関する登録の受付、本人確認、利用料金の計算等本サービ

スの提供、維持、保護および改善のため 

（２）本サービスに関するご案内、お問い合わせ等への対応のため 

（３）本サービスに関する当社の規約、ポリシー等（以下「規約等」といいま

す。）に違反する行為に対する対応のため 

（４）本サービスに関する規約等の変更などを通知するため 

（５）緊急事態が発生した際の連絡のため  

（６）上記の利用目的に付随する利用目的のため 

２－３ 上記２－２以外の利用目的は以下のとおりです。 

（１）当社のサービスに関連して、個人を識別できない形式に加工した統計デ

ータを作成するために以下項目の利用者情報を利用します。 

・端末情報 

・ログ情報 

・クッキー（Cookie） 

・位置情報 

・課金情報 
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（２）当社または第三者の広告の配信または表示のために以下項目の利用者

情報を利用します。 

・端末情報 

・ログ情報 

・クッキー（Cookie） 

・位置情報 

（３）その他マーケティングに利用するために以下項目の利用者情報を利用

します。 

・性別 

・生年月日 

・メールアドレス 

・身長、体重、体脂肪率、心拍数、睡眠時間やその他の生体情報 

・各種スポーツおよび掃除など日常生活でのアクティビティ情報 

・健康診断結果データ 

・その他当社が定める入力フォームにユーザーが入力する情報 

 

３．通知・公表または同意取得の方法、利用中止要請の方法 

３－１ 以下の利用者情報については、その収集が行われる前にユーザーの同意を得

るものとします。   

ユーザーは、本ポリシーの内容を確認し、内容を理解したうえで、本サービス

をご利用ください。本ポリシーは、本アプリケーションに掲示されており、こ

の掲示をもって公表したものとします。また本サービスの利用申込みボタン

を押した時点で本ポリシーに同意したものとします。 

（１）端末情報 

（２）位置情報 

３－２ ユーザーは、メールまたは SNSで申し出を行うことにより、利用者情報の全部

または一部についてその利用の停止を求めることができ、この場合、当社は速

やかに、当社の定めるところに従い、その利用を停止します。なお利用者情報

の項目によっては、その収集または利用が本サービスの前提となるため、当社

所定の方法により本サービスを退会した場合に限り、当社はその収集を停止

します。  

 

４．情報収集モジュールの有無 

本サービス内の画面表示実績（どの画面をユーザーの端末に表示したか）の分析のため、

本サービスには以下の情報収集モジュールが組み込まれています。これに伴い、以下の

とおり情報収集モジュール提供者への利用者情報の提供を行います。 
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（１）情報収集モジュールの名称 Google Analytics 

（２）情報収集モジュールの提供者 Google Inc. 

（３）提供される利用者情報の項目 本サービス内の各画面の表示実績およびカウント

情報 

（４）提供の手段・方法 Google Inc. が発行するトラッキング ID毎に、当社が指定し

た画面の利用状況を、Google Analytics Service SDK の標準処理に基づきデー

タを送信します。 

（５）上記提供者における利用目的および第三者提供の有無 上記提供者のプライバシ

ーポリシー（http://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/）を確認くだ

さい。 

 

５．第三者提供   

当社は、利用者情報のうち、個人情報については、個人情報保護法その他の法令に基づ

き開示が認められる場合を除くほか、あらかじめユーザーの同意を得ないで、第三者に

提供しません。ただし、次に掲げる場合はこの限りではありません。 

（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）第４項の定めに従って、情報収集モジュール提供者へ個人情報が提供される場合 

（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、ユーザーの同意を

得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 

（５）業務委託により個人情報を提供する場合は、原則として全ての個人情報を電子デ

ータの伝送、磁気記憶媒体・紙の引渡し、サーバーへのアクセスのいずれかの方

法で行います。 

当社は、次のいずれかに該当する場合に、外国にある第三者を業務委託先として、

個人情報を提供する場合があります。 

１．あらかじめご本人から、外国にある業務委託先への提供をご同意頂いた場合。 

２．個人データの取り扱いについて、個人の権利利益を保護する上で国内と同等

以上の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している

外国にある業務委託先。 

３．お客様個人を識別できない状態にしている場合。 

なお、当項目に該当する主な業務委託先は以下の通りです。業務委託先は利

用者情報を取得する場合があり、取得された情報は各企業のプライバシー

ポリシーに基づいて取り扱われます。 

Shopify Japan 株式会社 
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https://www.shopify.jp/legal/privacy 

サーベイモンキージャパン株式会社 

https://jp.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/ 

（６）その他、個人情報保護法その他の法令で認められる場合 

 

６．未成年者のユーザーの個人情報について 

未成年者のユーザーが本サービスを利用し、個人情報を入力する場合には、法定代理人

等の同意のもとに行ってください。 

 

７．個人情報の開示 

当社は、ユーザーから、個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたと

きは、ユーザーご本人からのご請求であることを確認の上で、ユーザーに対し、遅滞な

く開示を行います。（当該個人情報が存在しないときにはその旨を通知いたします。）た

だし、個人情報保護法その他の法令により、当社が開示の義務を負わない場合は、この

限りではありません。なお、個人情報の開示につきましては、手数料（１件あたり１千

円）を頂戴しておりますので、あらかじめご了承ください。 

 

８．個人情報の訂正および利用停止等 

８－１ 当社は、ユーザーから、（１）個人情報が真実でないという理由によって個人

情報保護法の定めに基づきその内容の訂正を求められた場合、および（２）あ

らかじめ公表された利用目的の範囲を超えて取扱われているという理由また

は偽りその他不正の手段により収集されたものであるという理由により、個

人情報保護法の定めに基づきその利用の停止を求められた場合には、ユーザ

ーご本人からのご請求であることを確認の上で遅滞なく必要な調査を行い、

その結果に基づき、個人情報の内容の訂正または利用停止を行い、その旨をユ

ーザーに通知します。なお、合理的な理由に基いて訂正または利用停止を行わ

ない旨の決定をしたときは、ユーザーに対しその旨を通知いたします。 

８－２ 当社は、ユーザーから、ユーザーの個人情報について消去を求められた場合、

当社が当該請求に応じる必要があると判断した場合は、ユーザーご本人から

のご請求であることを確認の上で、個人情報の消去を行い、その旨をユーザー

に通知します。 

８－３ 個人情報保護法その他の法令により、当社が訂正等または利用停止等の義務

を負わない場合は、前２項の規定は適用されません。 

 

９．お問い合わせ窓口 

ご意見、ご質問、苦情のお申出その他利用者情報の取扱いに関するお問い合わせは、下
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記の窓口までお願いいたします。 

 

住所： 〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-16-1 平河町森タワー7F 

株式会社スーパーナース 

個人情報お問い合わせ窓口 

E-mail： privacy@supernurse.co.jp 

 

10．アプリケーション・プライバシーポリシーの変更手続 

当社は、利用者情報の取扱いに関する運用状況を適宜見直し、継続的な改善に努めるも

のとし、必要に応じて、本ポリシーを変更することがあります。変更した場合には、当

社ウェブサイト内の適宜の場所への掲示、電子メールの送信、またはプッシュ通知その

他当社が適当と判断する方法により通知いたします。ただし、法令上ユーザーの同意が

必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法でユーザーの同意を得るもの

とします。 
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特定商取引法に基づく表記 

 

事業者の氏名 株式会社スーパーナース（Supernurse Co.,Ltd.） 

住所 〒102-0093 

東京都千代田区平河町 2-16-1 平河町森タワー7階 

代表者名 小堀 修義 

連絡先 cs@nursesupport.jp 

電話番号 O3-6626-3893 

（受付時間：土日祝日年末年始を除く 9時〜18時） 

商品の販売価格 各商品・サービスのご購入ページにて表示する価格 

商品代金以外の料金 消費税 

支払い方法 クレジットカード決済・Shopifyペイメント 

支払い時期 利用規約に定めます 

商品の引渡時期 申込日から 3営業日以内に発送します 

（ゴールデンウイーク・年末年始を除く） 

返品・交換の条件 本サイトで販売する商品・サービスについては、購入手続き完

了後の返品またはキャンセルをお受けいたしません。なお、商

品・サービスに瑕疵がある場合は、利用規約の定めに従って対

応します。 特別な販売条件または提供条件がある商品または

サービスについては、各商品またはサービスの購入ページにお

いて条件を表示します。 
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運営会社 

 

社名 株式会社スーパーナース（Supernurse Co.,Ltd.） 

本社所在地 〒102-0093 

東京都千代田区平河町 2-16-1 平河町森タワー7階 

設立年月 1993年 5月 

資本金 5,000万円 

代表者 代表取締役社長 石塚 雅洋 

従業員数 150名（2020年 6月 1日現在） 

取引先銀行 みずほ銀行、りそな銀行、三井住友銀行、三菱 UFJ銀行 

事業内容 保健指導、看護師紹介、派遣業務、訪問看護（在宅看護）サー

ビス業務 

主要取引先 病院、診療所、介護施設 約 1,800、企業、健保組合、学校、

個人等 約 300 

許可・登録・免許 職業紹介事業者許可番号：13-ﾕ-010547 

労働者派遣事業許可番号：派 13-300580 

 


