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iADVISORサービス 利用規約 

 

株式会社ワイドソフトデザイン（以下「当社」といいます。）は、この利用規約（以下「本規約」といいま

す。）に従って、iADVISORサービスを提供します。 

 

第１章 総則 

第１条（定義） 

(１) 本サービス  本規約に基づき当社が提供する iADVISOR サービス。 

(２) 利用者  本規約に基づき、本サービスを利用する者。 

(３) 利用契約  本規約に基づき当社と利用者との間に締結される本サービスの提供に関する契約。      

別紙「iADVISOR サービス申込書」をもって、利用契約締結とする。 

(４) 本サービス用設備  本サービスを提供するために当社か貸与する VR 機器、その他の機器及びソ

フトウェア 

 

第２条（本規約の変更） 

１． 当社は、当社が必要と判断した場合には、本規約を変更することがあります。この場合、利用者の

利用条件その他利用契約の内容は、変更後の利用規約を適用するものとします。 

２． 当社は、前項の変更を行う場合は、変更を行う５営業日前までに利用者に通知するものとします。

ただし、緊急の必要がある場合又は軽微な変更にとどまる場合はこの限りではありません。 

 

第３条（通知） 

１． 当社から利用者への通知は、当社の規定する方法により利用者が当社に通知した利用者のメー

ルアドレスに宛てて電子メールを送信する方法により行います。 

２． 前項の規定に基づき、当社から利用者への通知を行う場合には、利用者に対する当該通知は、

電子メールの送信がなされた時点から効力を生じるものとし、当該通知が利用者に到達しなかった

としても、当該不到達に起因して発生した損害について当社は一切責任を負わないものとします。 

 

第２章 利用契約の締結 

第４条（利用契約の締結及び変更） 

本サービスの利用契約は、本サービスの利用申込者が、インターネット上の当社所定の申込みフォ

ーム「iADVISOR 申込書」から申込情報を当社に送信し、当社が利用者に対して利用開始の通

知を発信することにより成立したものとします。本サービスの利用申込者は、本規約の内容を承諾の

上、かかる申し込みを行うものとし、本サービスの利用申込者が申し込みを行った時点で、本サービ

スの利用申込者は本規約の内容を承諾したものとみなします。 

 



2 

 

第５条（申込の拒絶） 

１． 当社は、前条の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者又は利用者が次の各号のいずれかに

該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことがあります。 

① 当社に通知した利用申込情報に虚偽の入力、誤入力があったとき又は入力漏れがあったとき 

② 過去に、当社が提供するサービスに関する金銭債務の不履行やサービス利用規約に違反した

こと等を理由として利用契約を解除されたことがあるとき 

③ 金銭債務その他利用契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき 

④ 本サービスの運営を妨害するおそれがあるとき 

⑤ 第２５条(反社会的勢力の排除)の表明保証に違反するとき 

⑥ その他当社が不適当と判断したとき 

２． 前項の場合、当社は、利用契約又は利用変更契約を締結しないことを本サービスの利用申込者

又は利用者に速やかに通知するものとします。ただし、当社は、申込を拒絶した理由を開示する義

務を負わないものとします。 

 

第３章 サービス  

第６条（本サービスの内容） 

１． 当社が利用契約に基づいて提供する本サービスの内容は、別紙「iADVISOR 申込書」に定めると

おりとします。 

２． 当社は、本サービスの改善等のため、事前に利用者に通知することにより、本サービスの内容を変

更できるものとします。但し、軽微な変更である場合又は利用者に不利益を与えるものでない場合

には、当社は、事前に利用者に通知することなく、本サービスの内容を変更できるものとします。 

 

第７条（本サービスの性質） 

本サービスは VR を使いリハビリテーションを支援することを目的としています。本サービスが提供する

機能及び測定記録は、認知症やその他疾患の診断、予防及び治療を目的とするものではありませ

ん。利用者が測定記録をもとに判断して行った行為により利用者又は第三者に損害が生じた場合

であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

第８条（一時的な中断及び停止） 

１． 当社は、本サービス用設備の定期点検を行うため、利用者に事前に通知の上、本サービスの提供

を一時的に中断できるものとします。 

２． 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者への事前の通知又は承諾を得ることな

く、本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 本サービス用設備の故障により保守を行う場合 

② 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合 
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③ データの改ざん、ハッキング等、本サービスの提供を継続することにより、利用者又は第三者が

損害を受ける可能性がある場合 

④ 電力供給の停止、電気通信事業者による電気通信サービスの停止、天災地変、戦争、内

乱その他不可抗力により、本サービスを提供できない場合 

３． 第１項及び前項のサービス提供の中断が生じた場合であっても、利用者は利用期間中の利用料

金を支払う必要があります。 

 

第９条（本サービスの提供区域） 

本サービスの提供区域は、日本国内に限定されるものとします。 

 

第１０条（業務委託） 

当社は、利用者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判

断にて第三者（以下「紹介元法人」という）に委託することができるものとします。この場合、当社

は、当該紹介元法人に対し、当該委託業務遂行について当社の義務と同等の義務を負わせるも

のとします。 

 

第４章 契約期間・利用料金 

第１1条（契約期間） 

１． 本サービスの利用契約は、年単位で成立するものとします。契約期間は、契約成立の日から１年

後の月末日までとします。 

２． 利用者から、契約終了月の１日（以下「課金基準日」といいます。）までに、次条第１項の解約

又は同条第２項の契約内容変更の申出がない場合、本サービスの利用契約は同一の条件にて

自動的に更新されるものとし、利用者は更新された契約期間の利用料金を支払う義務を負うもの

とします。 

 

第１2条（解約の申出） 

利用者は、当社に対して解約の申出を行うことにより、いつでも本サービスの利用契約を解約するこ

とができます。ただし、当社は、いかなる場合でも、第１4条の規定により既に支払われた本サービス

の利用料金の払戻義務を負わないものとします。 

 

第１3条（利用料金） 

１． 本サービスの利用料金は、別紙「iADVISOR 価格表」に記載のとおりとします。ただし、契約成立

の日から同月末日までの利用料金は無料といたします。 

２． 物価変動等により、当社が前項の利用料金を不相当と認めるに至ったときは、当社は料金改定日

を定めた上で事前に利用者に通知することにより、当該料金改定日以降の利用料金を変更するこ

とができるものとします。 
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第１4条（利用料金の支払方法） 

利用者は、課金基準日までに、翌１年分の利用料金を支払うものとします。 

 

第１5条（遅延損害金） 

利用者が利用料金の支払いを遅延した場合、支払期限の翌日から完済に至るまで、年１４％の

遅延損害金を当社に支払うものとします。 

 

第５章 利用者の義務 

第１6条（設備等の準備） 

利用者は、自己の費用と責任において、本サービスを円滑に運営するために必要なコンピュータ、イ

ンターネット接続環境その他の機器及びソフトウェアを用意するものとします。 

 

第１7条（貸与機器の取り扱い） 

   利用者は、当社が貸与した機器について、本サービス以外の目的で利用しないことを原則とします。

その他の取り扱いを以下のように定義します。 

① 本サービス以外のコンテンツを当社からの指示なくインストールすることは禁止します。 

② 本サービスを通常利用している状況において、機器に不調があった場合は交換します。 

③ 落下等の機器破損に関しては、実費を負担いただきます。 

④ 劣化による破損に関しては交換します。 

⑤ 契約期間が終了したときには、貸与機器全てを返却いただきます。 

 

第１8条（変更の届出） 

１． 利用者は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等、当社に通知した利用者の情報に変更が生

じたときは、直ちに当社の定める方法により当社に通知するものとします。 

２． 当社は、利用者が前項の通知を怠ったことにより、利用者が損害を被った場合であっても、一切責

任を負いません。 

 

第１9条（禁止事項） 

利用者は、本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。 

① 本規約の定めに違反して、第三者に本サービスを利用させる行為 

② 第三者になりすまして本サービスを利用する行為 

③ 架空の電子メールアドレス、又は第三者の電子メールアドレスを利用して本サービスを利用す

る行為 

④ 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 

⑤ 有害プログラムを含んだ情報やデータを送信又は登録する行為 
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⑥ 本サービス用設備又は第三者の設備の利用又は運営に支障を与える行為、或いはそのおそ

れのある行為 

⑦ 本サービス及び当社が提供する他のサービス又は製品の信用・名誉を毀損する行為 

⑧ 当社又は第三者の著作権、肖像権、パブリシティー権、商標権などの知的財産権その他の

権利を侵害する行為 

⑨ 当社又は第三者に不利益又は損害を与える行為、或いはそのおそれのある行為 

⑩ １３歳未満のお子様の利用 (当サービスは１３歳以上を想定して作られています) 

⑪ 酒気帯び、泥酔での利用 

⑫ 法令又は公序良俗に違反する行為 

⑬ 前各号に定める行為を助長する行為 

⑭ その他、当社が不適切と判断する行為 

 

第２０条（利用上の注意事項） 

   利用者は、本サービスの利用に関して、以下のことに注意してください。 

① VR ゴーグルを装着すると、視界が遮られるので、利用時は誰かが傍につくようにしてください。 

② 本サービスの連続利用時間は３０分ぐらいを目安にしてください。 

③ 利用時は、大きなアクセサリーは外し、帽子は被らないようにしてください。また、履物は、ヒール

の無いものをおすすめします。 

④ 以下の方は利用に関して、医師と相談するなど、特に注意をしてください。 

・心臓の弱い方、乗り物に酔いやすい方、妊娠中の方 

・視覚、聴覚に障害をお持ちの方、めまい、耳鳴りの症状のある方 

・光刺激による筋肉のけいれん、意識の喪失などの経験のある方 

⑤ メガネをかけたままでも VR ゴーグルを装着することは可能ですが、メガネの大きさや形状によって

は、装着できない場合もあります。万一、メガネが破損しても責任を負いかねます。VR ゴーグル

装着時には、十分にご注意ください。 

⑥ 本サービスを利用中に、目の疲労、めまい、平衡感覚の喪失、吐き気、乗り物酔いに似た症状

などで気分が悪くなったときは、直ちに利用を中止し、気分が回復するまで休んでください。また、

体験後に同様の不快な症状が出たときも、回復するまで休んでください。 

 

第２１条（権利義務譲渡の禁止） 

利用者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、並びに利用契約に

基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。 
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第６章 権利帰属 

第２２条（権利帰属） 

本サービスを構成する全てのプログラム、文書、図面、画像、音声等（以下「コンテンツ」といいま

す。）に関する一切の権利（所有権、著作権、肖像権、パブリシティー権を含むがこれに限らない。

以下本条において同じとします。）は、当社又は当社が取得又は保有するものであり、利用者は、

本サービスの利用に関し、コンテンツに対する何らの権利も取得するものではありません。 

 

第７章 個人情報及び測定記録の取扱い 

第２３条（個人情報の取扱い） 

当社は、利用者から提供を受けた個人情報を、当社が別途定める個人情報保護方針（プライバ

シーポリシー）に従って取扱うものとし、利用者はこれに同意するものとします。 

 

第２４条（測定記録の使用及び第三者提供） 

１． 当社は、利用者の測定記録やその他の情報を、学術研究又は論文作成、当社が提供するサービ

ス及び製品の改善、並びに新サービス及び製品の開発等のために自由に使用、複製及び保管す

ることができるものとします。また、当社は、利用者の測定記録を匿名加工した上で自由に第三者

に提供できるものとします。 

２． 利用者は、利用者の認知機能の傾向を把握するためにのみ測定記録を使用することができるもの

とし、匿名加工を行うかどうかに関わらず、測定記録を第三者に提供することはできないものとします。 

３． 第１項及び前項の規定は、利用契約が期間満了、解除、解約及びサービス廃止によって終了し

た後も適用されるものとします。ただし、これにより当社が契約終了後も利用者に対して測定記録

の提供義務を負うものではありません。 

 

第８章 反社会的勢力の排除 

第２５条（反社会的勢力の排除） 

利用者は、当社に対し、次の各号の事項を表明し、保証するものとします。 

① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員（以

下総称して「反社会的勢力」という。）ではないこと。 

② 自らが、暴力団員を雇用している者、暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められ

る者、暴力団の維持運営に協力しまたは関与していると認められる者、暴力団又は暴力団

員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者（以下総称して「暴力団密接

関係者」という）ではないこと 

③ 反社会的勢力または暴力団密接関係者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 



7 

 

④ 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと 

(ア) 当社に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為 

(イ) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 

 

第９章 契約の終了及び解除、サービスの廃止 

第２６条（利用契約の解除） 

当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用者への事前の通知又は

催告を要することなく利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 

① 当社に対して通知した情報に虚偽の内容があった場合 

② 支払停止又は支払不能となった場合 

③ 手形又は小切手（電子手形を含む。）が不渡りとなった場合 

④ 差押え、仮差押え又は競売の申立てがあったとき、或いは公租公課の滞納処分、保全担保

提供命令及び保全差押処分を受けた場合 

⑤ 破産、民事再生、会社更生、特別清算手続開始の申立があった場合又は自らこれを申立

てた場合 

⑥ 第１９条に定める禁止事項を行った場合、或いは第２５条の表明保証に違反し又は違反

する状態となった場合 

⑦ 前号の他、本規約上の義務に違反し、当社がかかる違反の是正を催告した後、合理的な期

間内に是正されない場合 

⑧ その他前各号に準ずる利用契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合 

 

第１０章 損害賠償 

第２７条（損害賠償） 

債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスに関し

て、当社が利用者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により利用者

に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、当該事由が生じた時点における本

サービスの１年分の利用料金の 25%額を超えないものとします。なお、当社の責に帰すことができ

ない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益に

ついて、当社は賠償責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失によって利

用者に損害が発生した場合はこの限りではないものとします。 

 

第２８条（免責） 

１． 本サービスに関して当社が負う責任は、本規約に定めのない限り前条の範囲に限られるものとし、

当社は以下の事由により利用者に発生した損害について、債務不履行責任、不法行為責任、そ

の他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償責任を負わないものとします。 
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① 天災地変、戦争、内乱その他不可抗力 

② 利用者が用意した設備又はインターネット接続環境の障害 

③ 合理的な手段によっても防御し得ない本サービス用設備への第三者による不正アクセス、コン

ピュータウィルスの侵入又は通信経路上での通信傍受 

④ 電気通信事業者の提供する電気通信回線の性能及び障害 

⑤ VR特有の「VR酔い」による体の不調、または転倒等による怪我 

⑥ 本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア（オペレーティングシステム、ミドルウ

ェア、データベースマネジメントシステム）及びデータベースに起因して発生した障害 

⑦ その他当社の責に帰すべからざる事由 

２． 当社は、本サービスの利用に関し、利用者とサポーター、利用者と紹介元法人との間に生じた紛争

について、一切責任を負わないものとします。 

 

第１１章 雑則 

第２９条（準拠法） 

利用契約及び本規約は、日本法に従って解釈されるものとします。 

 

第３０条（合意管轄） 

利用契約及び本規約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、神戸地方裁判所を専属的合意管

轄裁判所とします。 

 

第３１条（協議） 

利用契約及び本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に

従い当社と利用者が協議して解決することとします。 

 

第３２条（分離可能性） 

利用契約及び本規約のいずれかの部分が無効である場合であっても、利用契約及び本規約全体

の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有

効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。 

 

附則 

本利用規約は 2020年 5月 1日から実施します。 

2020年 6月 1日 改訂・適用 

2020年 7月 1日 第 7条（本サービスの性質）を一部改訂 

2020年 11月 30日 改訂 


