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※ 記載内容は2017年6月1日現在のものです。 
※ 金額はすべて税抜きとなります。 
※ サービス内容および提供条件は、改善等のため予告なく変更する場合がございます。 
※ 本重要事項説明書に定めのない事項につきましては、当社が定める「3G 通信サービス契約約款」を準用するものといたします。 

この場合において、当社は本機の契約者を「3G サービス契約者」とみなして取扱います。 

 
 
 
 
お申し込みの 「スマート体組成計 SoftBank 301SI （以下、「本機」とします）」 に関して、以下のとおり重要事項をご説明いたします。 
本書面をよくお読みのうえ、お申し込みの内容をご理解ください。 
 

 
 

 
 
 

 
 
1. 本機は、3G 方式に対応した体組成計です。本機で測定すると最大 4 名

までの測定データがクラウド上に自動送信され、スマートフォンの専用
アプリケーションや、専用ウェブサイトからも閲覧・管理できます。  

2. 本機で測定できる項目は、体重、体脂肪率、BMI、基礎代謝、骨格筋レ

ベル、骨レベル、内臓脂肪レベル、水分量、身体年齢の 9 つです。 
3. 本機で測定可能な項目は次表の通り、年齢により異なります。 

 

 ○：測定可能 

 △：測定可能※ 

 ×：測定不可 

※ 本機では年齢を 81 歳以上に設定した場合でも、80 歳として測定されます。 

このため、体組成情報は参考値となります。 

4. 本機にはユーザー情報を 4 人分登録することができます。（以下「ユー
ザー1～4」とします） 

5. 本機が提供可能な通信は以下の通りです。 
  ・SMS 送受信 
  ・パケット通信 （サーバーへのデータ送信、ソフトウェア更新） 

6. 音声通話、S!メール（MMS）送受信、ウェブ、TV コール、64K デジタルデ
ータ通信、緊急速報メールの受信はご利用できません。 

7. スマート体組成計に対応する専用アプリケーション・ウェブサイトを利用

する場合、各サービスの利用規約に同意した上でご利用ください。なお、
マイページの利用規約は、別添「SoftBank HealthCare サービス利用規
約」のとおりです。 

 
 
 

8. 本機の使用方法により測定結果に差が出る場合もありますので、本機
をご利用の前に、同梱の「取扱説明書」をご覧になり、正しくお取り扱い
ください。 

9. 本機は電波を利用しているので、サービスエリア内であっても屋内、地
下、トンネル内、自動車内などでは電波が届きにくくなり、通信が困難に
なることがあります。また、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、

通信が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。 
10. 本機は海外でのご利用はできません。 
11. 医療機関の使用禁止場所では使用しないでください。また医療機器近

くでのご利用には十分ご注意ください。 
12. 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電

源スイッチを OFF に合わせてください。電子機器が誤動作するなどの

影響を与える場合があります。 

13. 本機は防水仕様ではありません。湿気・結露の多い場所の使用におい
ては水濡れのないようご注意ください。 

14. 長時間使用しない場合は、AC アダプタを持ってプラグをコンセントから
抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。 

 

 
 
15. 本機をご利用いただくためには、専用 USIM カードが必要となります。専

用 USIM カードは、他のソフトバンク携帯電話では原則ご利用いただけ
ません。 

16. USIM カードは貸与となります。解約などの際は、当社にご返却ください。

紛失・破損の際の再発行手数料として 3,000 円がかかります。また、PIN
コードロックの解除には USIM カードの再発行が必要となり、再発行手
数料として 3,000 円がかかります。 

 
 
 

17. 「スマート体組成計専用プラン」は本機専用の料金プランとなります。他
のプランに変更はできません。 

18. 「スマート体組成計専用プラン」の利用料は次表のとおりです。 

 

基本料 1,180 円/月※1 

SMS 送信料 無料※2 

SMS 受信料 無料  

パケット通信料 無料 

 
※1 「スマート体組成計専用プラン」にて、「スマート体組成計専用 2 年契約」へ

ご加入いただいた場合は、590 円/月となります。また、契約期間満了前の

解除・解約には、契約解除料 9,500 円が必要です。月途中に加入・解約の

場合でも、基本料の日割計算は行いません。 

※2 ソフトバンクまたはディズニー・モバイル・オン・ソフトバンクの携帯電話（以

下、あわせて「ソフトバンク携帯電話」とします）以外にメール(SMS)を送信

する場合、3 円/通の通信料がかかります。 

19. スマートフォン等での専用アプリケーション利用時に発生する各種通信
には、3Ｇ通信サービス契約約款、4Ｇ通信サービス契約約款に基づき
別途当社が定める通信料が発生します。 

20. ウェブサイトのご利用には、別途契約されている通信サービス契約等に
基づいて通信料が発生する場合があります。 

21. 本機の専用 USIM カードを本機以外のソフトバンク携帯電話に差し替え

て利用した場合、上表の料金に加えて以下の通信料がかかりますので、
ご注意ください。 
 ・SMS の送信料： 3 円／通 

 ・MMS の送受信料 ： 0.2 円／パケット 
 ・ウェブ利用料 ：0.2 円／パケット 

 

 
 

22. 「スマート体組成計専用 2 年契約」は、2 年間の継続利用を条件に、「ス

マート体組成計専用プラン」の基本料を 50%割引して 590 円/月とするサ
ービスです。 

23. 「スマート体組成計専用 2 年契約」は、適用開始となった日から翌請求

月末までを 1 ヵ月目として、請求月単位で 24 ヵ月間を契約期間としま
す。 

24. 契約期間満了前に「スマート体組成計専用 2 年契約」を解除、または本

機の回線を解約した場合、契約解除料として 9,500 円をお支払いいただ
きます。（翌月の請求に加算） 

 

 
 

記載の料金額は税抜価格です 

記載の料金額は税抜価格です 

 年齢 

 ～5 歳 6～9 歳 10～17 歳 18～80 歳 81 歳～ 

体重 ○ ○ ○ ○ ○ 

体脂肪率 × ○ ○ ○ △ 

BMI × × ○ ○ ○ 

基礎代謝 × × ○ ○ △ 

骨格筋レベル × × × ○ △ 

骨レベル × × × ○ △ 

内臓脂肪レベル × × × ○ △ 

水分量 × × × ○ △ 

身体年齢 × × × ○ △ 

■本機の概要について 

■ スマート体組成計専用プランについて 

■ 禁止事項・免責事項について 
■ スマート体組成計専用 2 年契約について 

■ USIM カードについて 

スマート体組成計に関する提供条件書（兼重要事項説明書） 

本機で専用アプリケーションや、専用ウェブサイトをご利
用するには、インターネットに接続できるパソコンまたは
スマートフォンが必要です。 

■ データ永年保管について 
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※ 記載内容は2017年6月1日現在のものです。 
※ 金額はすべて税抜きとなります。 

※ サービス内容および提供条件は、改善等のため予告なく変更する場合がございます。 
※ 本重要事項説明書に定めのない事項につきましては、当社が定める「3G 通信サービス契約約款」を準用するものといたします。 

この場合において、当社は本機の契約者を「3G サービス契約者」とみなして取扱います。 

 

 
25. 当プログラムは、「新スーパーボーナス」を利用して、本機を新規契約ま

たは機種変更すると同時に「スマート体組成計専用 2 年契約」へご加入

いただくことで、基本料を最大 25 ヵ月間無料とさせていただくものです。 
26. 当プログラム終了の翌請求月から、基本料 590 円/月となります。 
27. 以下の何れかに該当した場合、①、②は終了の翌請求月、③は当該請

求月より本プログラムは終了します。 
① 加入から 25 ヵ月が経過した場合 
② スマート体組成計専用 2 年契約を解除された場合 

③ 本機を解約・譲渡された場合 
28. 新規契約の場合、当プログラムが適用となった請求月を 1 ヵ月目として、

請求月単位で 25 ヵ月分の基本料が無料となります。機種変更の場合、

当プログラムが適用となった請求月の翌月から請求月単位で 24 ヵ月分
の基本料が無料となります。 

29. 当社が実施する他のキャンペーン、プログラムとの併用ができない場

合があります。 
30. 当プログラムの内容と期間は予告なく変更する場合があります。 
 

 
 
31. 「あんしん保証パックライト R」にご加入いただけます。「あんしん保証パ

ック」にはご加入いただけません。 
32. 「一定額お知らせサービス」をご利用の場合、本機以外の通知先をご登

録いただくか、本機でお知らせメール通知先を設定してください。 

33. 「スマート体組成計専用プラン」の基本料、通信料はポイント加算対象
外となります。 

本機は、新規加入されるお客さま向け株主優待の適用対象外となります。ま

た、「スマート体組成計専用プラン」は、既にソフトバンク携帯電話をご利用の
方向け株主優待の適用対象外となります。 
 

 
 
34. 本機が圏外のときは、メール（SMS）は送信されません。また、送信先の

携帯電話が圏外の場合もメール(SMS)は届きませんのでご注意くださ
い。 

35. 本機は不定期に通信を実行します。主な契機は測定後のデータアップ

ロード、メール（SMS）の送信、一定期間操作がない場合のデータ送受
信となります。 

36. 本機の暗証番号は、ユーザー登録時の生年月日より初期設定されま

す。    
     例： 10 月 5 日の場合、暗証番号は「1005」 
       8 月 10 日の場合、暗証番号は「0810」 

この暗証番号は、スマート体組成計に対応する専用アプリケーション・
ウェブサイトを利用時に使用します。他人に暗証番号を推測されないよ
う、ユーザーごとに暗証番号を変更することをおすすめします。 

37. 本機ではユーザー毎の測定結果と本機からのお知らせメールを携帯電
話の電話番号に送信する設定が可能です。間違った番号を設定すると、
測定結果と本機からのお知らせメールが第三者の携帯電話へ送信さ

れる可能性がありますので、誤った電話番号を登録されることのないよ
うに十分にご注意ください。契約者が誤登録された第三者と当社との間
で紛争が発生した場合、契約者の責任において当該紛争を解決してい

ただきます。 
38. 本機からのお知らせメールの通知先として携帯電話の電話番号を設定

できます。主なお知らせメールは以下のとおりです。 

・ 本機の充電が必要なときに届く、本機からのお知らせメール※ 
・ メール受信者が「拒否」と書いて返信したときに届く受信拒否メール 
・ 本機のソフトウェア更新情報等ソフトバンクからのお知らせメール 

※お知らせメールの送信先及び、ユーザー1～4 の測定結果メール送
信先に指定した電話番号に自動的に送信されます。設定を変更するこ
とはできません。 

39. 本機で受信する当社からのお知らせメールが 70 文字以上の場合、通
知先の電話番号に分割してメール（SMS）を転送します。メール（SMS）
本文が 67 文字以上あり URL の記載が含まれる場合、URL が分割さ

れて転送される可能性があり、その場合 URL をクリックしても WEB ペ
ージを表示できない可能性があります。 

40. 本機から送信できるメール(SMS)は 24 時間あたり最大 200 通までとなり

ます。 
 

 

 
41. 本機を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってく

ださい。詳しくは、次の連絡先までご連絡ください。 連絡先 ソフトバン

クカスタマーサポート「紛失・故障受付」TEL : 0800-919-0113（無料） 
42. 本機の故障時には、本機をお預かりしての対応となります。また、お預

かりの際には本機のデータは消去いたします。返却後は各種設定をや

り直してください。 
 
 

 
43. 本機は、本機以外の機種との機種変更、及び携帯電話番号ポータビリ

ティ（MNP）の利用や電話番号変更はできません。 

44. 本機のMy SoftBank パスワードを発行した場合、パスワードは郵送にな
ります。 

45. 譲渡・解約等で本機のご利用をおやめになる場合は、事前に本機の設

定を初期化してください。初期化が完了するまでは、設定された情報が、
本機の譲受者に閲覧される可能性があります。初期化方法については、
取扱説明書をご確認ください。譲渡には 3,000 円の譲渡手数料がかか

ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ先 
ソフトバンクカスタマーサポート 総合案内 
■ ソフトバンク携帯電話から 157（無料） 

■ 一般電話から 0800-919-0157（無料） 
※ 自動音声受付時間 ：24時間   

お問い合わせ受付時間：9:00～20:00 （但し一部のお問い合わせを除く） 

※ お問い合わせ先に関する詳細は、「取扱説明書」（P.62）をご覧ください。 

■ オプションサービスについて 

■ スマート体組成計の本体操作について 

■ アフターサービスについて 

■ 受付業務について 

■ スマート体組成計基本料無料プログラムについて 
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※ 記載内容は2017年6月1日現在のものです。 
※ 金額はすべて税抜きとなります。 

※ サービス内容および提供条件は、改善等のため予告なく変更する場合がございます。 
※ 本重要事項説明書に定めのない事項につきましては、当社が定める「3G 通信サービス契約約款」を準用するものといたします。 

この場合において、当社は本機の契約者を「3G サービス契約者」とみなして取扱います。 

別添 SoftBank HealthCare サービス利用規約 

 
ソフトバンク株式会社 
第 1 章 総則 

第 1 条（規約の適用） 
1. 本利用規約は、ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます）が提供する
SoftBank HealthCare サービス（以下「本サービス」といいます）を利用するお

客様と当社との間に適用される契約条件を定めるものです。なお、2016 年 11
月 1 日から、本サービスの名称を「SoftBank HealthCare」から「マイページ」へ
と変更します。 

2. 当社は、当社が必要と判断する場合、お客様へ通知、又は当社ウェブサイ
トに掲載することにより、いつでも、本利用規約を変更できるものとします。お
客様は、本利用規約の変更後に本サービスを利用した場合、変更後の本利

用規約に同意したとみなされるものとします。 
第 2 条（定義） 
本利用規約で使用する用語の定義は以下の通りとします。なお、本利用規約

で定義のない用語は本利用規約等（本利用規約を除きます）の定義に従うも
のとします。 
（1） 「3Ｇ等通信サービス」とは、通信サービス約款に基づき当社が提供する

通信サービスをいいます。 
（2） 「お客様端末」とは、3Ｇ等通信サービスを利用することが可能であって、
かつお客様が利用する権原を有する携帯電話端末をいいます。 

（3） 「専用サイト」とは、インターネットに接続できるパソコン、スマートフォンそ
の他媒体から本サービスを閲覧・管理するためのウェブサイトをいいます。 
（4） 「通信サービス約款」とは、当社が定める 3Ｇ通信サービス契約約款、4Ｇ

通信サービス契約約款・提供条件書をいいます。 
（5） 「本利用規約等」とは、当社が定めるウェブ利用規約、通信サービス約款
および専用サイトに係るソフトウェア使用許諾条件書および本利用規約を総

称していいます。 
（6）「利用契約」とは、お客様において、本利用規約に同意のうえ、第 5 条に定
めるお申し込みをしていただくことにより当社との間で成立する契約をいいま

す。 
第 2 章 本サービス 
第 3 条（本サービスの内容） 

1. 本サービスは、お客様が当社から会員に提供される活動量計などの健康
機器（以下「健康機器」といいます）を用いて計測した健康データを当社の管
理するサーバー上に蓄積して、健康に関する各種サポートを行うサービスで

す。 
2. 本サービスの各種サポート内容は別紙に定める通りとします。 
3. 当社は、当社が必要と判断する場合、本サービスの全部又は一部を、あら

かじめお客様に通知することなく、変更、追加又は廃止することができます。 
第 4 条（専用サイト） 
本サービスを利用するにあたっては、専用サイトにログインしていただく必要

があります。 
第 3 章 利用契約 
第 5 条（お申し込み） 

1. 本サービスのご利用にあたっては、当社の店頭から、お申し込みをいただ
く必要があります。 
2. 本サービスのご利用には、本サービス対応の SoftBank スマートフォン、

iPhone、もしくはインターネットに接続可能なパソコンが必要です。 
第 6 条（利用料金等） 
1. 本サービスをご利用いただくには、当社から会員に提供される健康機器が

必要です。 
2．加入時に健康機器「スマート体組成計」を選択いただいた場合、「スマート
体組成計専用プラン」の料金プランとなります。 

3. 利用状態の変更、専用サイト内にあるリンク先への接続、本サービスの利
用時に発生する各種通信には、契約約款等に基づき別途当社が定める通信
料が発生します。 

4.パソコンの専用サイトから本サービスのご利用により生じる通信料について
は、お客様が契約しているインターネットプロバイダにお問い合わせください。 
5. 本サービスの通信料のお支払方法等については、契約約款等に準ずるも

のとします。 
6. お客様は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、貸与等するこ
とができません。 

7. 本サービスが正常に利用できなかった場合等、本サービスの全部又は一
部がご利用できない状態が生じた場合でも、実際に発生した通信分の通信料
をお支払いいただきます。 

第 7 条（利用停止等） 
当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、お客様に

対し予告なく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止、中止又は制限

することができるものとします。 
（1） お客様が本利用規約等の規定に違反した場合、又は違反する恐れのあ
る場合 

（2） 本サービスの保守又は変更を行う場合 
（3） 本サービスを提供するための設備等又は 3Ｇ等通信サービスを提供する
ための設備若しくは回線等に障害（電力供給が停止又は制限されたために設

備又は回線が通常通り稼働しない場合を含みます）が生じた場合 
（4） 本サービスの提供に必要な第三者の役務提供が停止又は制限された場
合 

（5） 天災（地震、台風、津波、洪水を含みますがこれらに限られません）、戦
争、暴動、内乱、火災、政府（外国政府も含みます）行為（許可等の遅延およ
び不許可、捜索差押、法令および規則の改正を含みますがこれらに限られま

せん）、テロリズム、ストライキ、ロックアウト、その他当社の合理的な制御を超
える事由により本サービスの全部又は一部の提供が困難な場合 
（6） その他当社がやむを得ないと判断する事情がある場合 

第 8 条（解除） 
当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催
告および通知なしに利用契約を解除することができるものとします。 

（1） お客様が本利用規約等の規定に違反した場合 
（2） お客様が反社会的勢力に該当することが判明した場合 
第 4 章 情報の取得等 

第 9 条（認証・ログイン） 
1. 本サービスをご利用される場合、お客様を特定するためご契約中の携帯
電話番号での認証が必要となり、当社のサーバーに携帯電話番号が通知さ

れます。 
2. お客様は、ご契約中の携帯電話番号での認証・ログインを拒否することが
できますが、その場合、本サービスがご利用できなくなります。 

第 10 条（情報の取得および蓄積） 
1. 本サービスをご利用される場合、通信機器等固有 ID（通信機器本体等に
関する情報（製造番号、機種名、品番等））、契約者固有 ID の情報が当社の

サーバーに送信されることになります。 
2. 当社は、健康機器を用いて計測した歩数、消費カロリー、睡眠時間などの
情報および専用サイトを利用して入力した身長、体重、生年月日などの情報

（以下「健康データ」といいます）や専用サイトの操作履歴やアクセス履歴（以
下「行動履歴」といいます）を取得し、蓄積します。 
3. 当社は何らの通知承諾なくお客様の行動履歴や健康データその他の情報

を、第 12 条第 1 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。 
第 11 条（個人情報の取扱） 

1. 前条のほか、当社はお客様に関する個人情報を取得した場合、当社プライ
バシーポリシーに従って取り扱います。 
2. 当社は、当社が保有するお客様の個人情報を、本サービスの提供、本サ

ービスに関連したキャンペーン等の実施、マーケティング調査および分析を目
的として利用するとともに、お客様に対して、当社または他社が提供する各種
サービス・商品・キャンペーン等のご案内をお送りするために利用する場合が

あります。 
3. 当社は、お客様に関する個人情報を、第 12 条第 1 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。 
第 12 条（情報の利用目的） 
1. 当社は、第 10 条および第 11 条の情報を、統計情報等個人を特定できない

形態にて、以下の利用目的で利用します。 
（1） 本サービスの提供･運用･管理 
（2） 本サービスに関するお問合せ対応 

（3） 当社ヘルスケア事業における商品･サービスの開発･改善 
（4） 提携先への提供 
（5） 研究、マーケティングその他当社の事業目的 

2. 前項の目的の範囲を超えて、前条各号の情報を利用する場合は、当社は
お客様に対してその都度承諾を得るものとします。 
第 13 条（情報の第三者提供） 

（意図的に削除） 
第 5 章 当事者の責務等 
第 14 条（お客様の責任） 

1. お客様は、自己の責任において本サービスを利用するものとし、本サービ
スにおいて行った一切の行為、およびその結果について一切の責任を負うも
のとします。 

2. お客様が本サービスを利用したことに起因して、当社が直接的、若しくは間
接的に、何らかの損失、若しくは損害を被り、又は費用を負担した場合、お客
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※ 記載内容は2017年6月1日現在のものです。 
※ 金額はすべて税抜きとなります。 

※ サービス内容および提供条件は、改善等のため予告なく変更する場合がございます。 
※ 本重要事項説明書に定めのない事項につきましては、当社が定める「3G 通信サービス契約約款」を準用するものといたします。 

この場合において、当社は本機の契約者を「3G サービス契約者」とみなして取扱います。 

様は、当社の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければならないものとし

ます。 
3. お客様は、本サービスを利用するにあたり、必要な電話機、および通信手
段などを、お客様の費用と責任で用意するものとします。 

4. 本サービスに関する情報（専用サイトに蓄積される情報を含みますが、こ
れに限られません）のバックアップは、お客様が自ら行うものとし、当社はかか
る情報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（禁止事項） 
お客様は、本サービスを利用するにあたって、以下のいずれかに該当する行
為および該当する恐れがあると当社が判断する行為をしてはならないものと

します。 
（1） 法令に違反する行為、公序良俗に反する行為 
（2） 当社又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、

プライバシー権、肖像権その他法令上、又は契約上の権利を侵害する行為 
（3） 本サービス若しくは他人の信用を毀損する行為、又は他人に対するいや
がらせ、若しくは誹謗中傷を目的とする行為 

（4） 性行為やわいせつな行為を目的とする行為、又は面識のない異性との
出会いや交際を目的とする行為 
（5） 商業用の広告、宣伝を目的としたスパムメールを送付する行為、又は無

限連鎖講の開設、若しくは勧誘を目的とするコンテンツを掲載、若しくは送付
する行為 
（6） 本サービスが予定している利用目的と異なる目的で本サービスを利用す

る行為 
（7） 他人のコンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器を、妨害、滅
失、毀損その他正規のアクセス権を持たずに制限する行為（コンピュータウィ

ルスを掲載もしくは送付する行為を含みます）、又は正規のアクセス権を持た
ずに、他人のコンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器を利用しもし
くは利用を試みる行為 

（8） 虚偽の情報を流布させる行為 
（9） ストーカー行為 
（10） 当社又は第三者になりすます行為 

（11） 犯罪行為又は犯罪行為を準備し、補助し若しくは煽る行為 
（12） 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為 
（13） 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示

又は提供する行為 
（14） 本サービス又は当社もしくは第三者が管理し本サービスの用に供する
設備の機能を妨げる行為（大量のトラフィックを生じさせ、当社等設備に過大

な負荷をかける行為も含みます） 
（15） 本サービスの不具合を意図的に利用する行為、当社に対し不当な問い
合わせ又は要求をする行為、その他本サービスの運営又は利用を妨害し、こ

れらに支障を与える行為 
（16） 上記のいずれかに該当する行為を助長する行為 
（17） その他、当社が不適切と判断する行為 

第 16 条（制限事項） 
お客様は、以下の各号記載の事由により、本サービスの全部又は一部が利
用できない場合、又は誤った情報が提供される場合があることを予め承諾す

るものします。 
（1） お客様端末に関してウェブ安心サービス又はスマホ安心サービス等のフ
ィルタリングサービスが提供されている場合 

（2） お客様端末の設定、電波状況、3Ｇ等通信サービスの提供状態によりお
客様端末の通信が不安定な場合 
第 17 条（免責） 

1. 当社は、本サービスの安全性・有用性・正確性等について、明示又は黙示
にも一切保証をするものではなく、本サービスの提供、遅滞、変更、中断、停
止もしくは廃止、その他本サービスに関連して発生したお客様の損害につい

て、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、通常生じる範囲内の損害
の賠償に限り責任を負い、その他の特別損害については責任を負わないもの
とします。 

2. 当社は以下の各号記載の事項については一切の責任を負わないものとし、
お客様が自己の責任で解決するものとします。 
（1） 本利用規約等の規定に違反した結果、お客様、および第三者に生じた損

害 
（2） 本サービスを通じて提供される情報の消失等により生じたお客様の損害、
ただし、当社の故意又は重大な過失による場合を除きます。 

第 18 条（知的財産権） 
本サービスに関する著作権その他の知的財産権は、当社又は当社に使用許
諾している第三者に帰属しており、お客様は、本サービスが予定している利用

態様を超えて利用（複製、送信、転載、改変などの行為を含みます）すること
はできません。 

第 6 章 雑則 

第 19 条（通知） 
本サービスに関する当社からお客様への連絡は、当社のウェブサイトへの掲
示その他、当社が適当と判断する方法によるものとします。本サービスに関す

るお客様から当社への連絡は、当社ウェブサイトに設置するお問い合わせフ
ォームによる送信、又は当社が指定する方法によるものとします。 
第 20 条（利用契約上の地位） 

利用契約に基づくお客様の契約上の地位は、お客様に一身専属的に帰属し、
第三者に譲渡、貸与、又は相続させることはできません。 
第 21 条（各条項の効力） 

本利用規約のいずれかの条項、又はその一部が、消費者契約法その他の法
令等により無効と判断された場合であっても、その他の本利用規約の規定、
および一部が無効と判断された規定の残りの部分は、継続して有効に存続す

るものとします。 
第 22 条（準拠法） 
1. 本利用規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとしま

す。 
2. 本利用規約は、日本語によって記述された利用規約（以下「日本語版規
約」といいます）を正文とします。本利用規約につき、英語又はその他の言語

によって記述された利用規約（以下「他言語版規約」といいます）が作成、公
表、提示等された場合であっても、他言語版規約はいかなる効力も有しないも
のとし、日本語版規約のみが法的効力を有するものとします。 

第 23 条（合意管轄） 
利用契約および専用サイトに関連するお客様と当社の間の紛争については、
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。 

第 24 条（存続条項） 
第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 17 条、第 18 条、第 21 条、
第 22 条および第 23 条の定めは、利用契約が終了したときであっても、有効に

存続するものとします。 
以上 

改訂日：2015 年 7 月 1 日 

改訂日：2016 年 11 月 1 日 
  
別紙（サービス内容） 

1．サービス概要 
本サービスは、お客様が当社から会員に提供される健康機器を用いて計測し
た健康データを当社の管理するサーバー上に蓄積して、健康に関する各種サ

ポートを行うサービスです。 
2．健康機器製品概要 
本サービスに対応している健康機器の製品概要は、当社ウェブサイトをご確

認ください。 
(http://www.softbank.jp/mobile/service/softbankhealthcare/product/) 
3．専用サイトの接続環境 

専用サイトの接続環境は次のとおりです。 
Windows Internet Explorer® 11, Google Chrome® ver.32, FireFox ver.27 
Mac OSX Safari ver.7 

iPhone、iPad iOS 7.0 以降（ iPhone 5 以降） 
スマートフォン Android™ 4.2 以降 
上記以外の OS やブラウザでも動作する場合がありますが、機能が意図した

とおりに動作する保証を行うものではありません。サポートしている OS やブラ
ウザでご利用いただいた場合でも、パソコン本体の性能や接続している周辺
機器、使用しているアプリケーションなど、お客様の環境によっては、正常に

動作しない場合があります。 
4．提供内容 
サポートメニュー 内容 

健康データの管理 健康機器を用いて計測した健康データを当社の管
理するサーバー上で蓄積して、グラフで表示します。 
5．本サービス利用にあたっての注意事項 

（1）本サービスのご利用に際しては、健康機器が必要となります。 
※健康機器が無いお客様は、ご自身で健康データを専用サイトに入力いただ
くことで、一部サポート内容をご利用いただくことができます。 

（2） 各種サポート内容は、当社の判断で変更される場合があります。尚、変
更内容につきましては当社のホームページ上で告知をするものとし、お客様
はこれらの告知によって変更内容を確認するものとします。 

（3） 当社サービス（本サービスを含みます）に関するお知らせを、メールにて
ご連絡差し上げる場合がございます。 

以上 
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※ 記載内容は2017年6月1日現在のものです。 
※ 金額はすべて税抜きとなります。 

※ サービス内容および提供条件は、改善等のため予告なく変更する場合がございます。 
※ 本重要事項説明書に定めのない事項につきましては、当社が定める「3G 通信サービス契約約款」を準用するものといたします。 

この場合において、当社は本機の契約者を「3G サービス契約者」とみなして取扱います。 

※ 「SoftBank HealthCare」はソフトバンク株式会社の商標です。  

※ SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国に
おけるソフトバンク株式会社の登録商標又は商標です。 
※ iPhone は Apple Inc.の商標です。 

※ iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されていま
す。 
※ 表示価格は税抜です。 

 


