
NicePeople ONLINE 健康経営サブスク

利用規約 

この規約（以下「本規約」といいます。）は、羽立工業株式会社（以下「乙」といいま

す。）が提供する「NicePeople ONLINE 健康経営サブスク」（以下「当社サービス」

といいます。）の利用に関する条件を定めるものであり、当社サービスを利用するすべ

てのお客様（管理者様、従業員様を含みます）に適用されます。お客様は、当社サービ

スを利用する前に、本規約をよくお読みください。 

第 1条（本規約への同意） 

1. お客様は、本規約に従って当社サービスを利用するものとし、本規約に同意

しない限り当社サービスを利用できません。当社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及び当社が配布、配信若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４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

「甲」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又は追加できる

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（https://www.hatachi-wellsmile-np.com/（理由の

如何を問わず、当該ウェブサイトのドメイン又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。）又は当社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１4 条の規定に従い、直

ちに当社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当社サービスの利用を継続し又は当社サービスを退

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、

当社サービスをご利用ください。 

第 3条（定義） 



1. 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

によるものとします。 

o （1）「月額サービス」 

当社サービスのうち、月額会員のみが利用できるサービスをいいま

す。 

o （2）「月額会員」 

当社サービスのうち、無料サービス及び月額サービスを利用するこ

とができる会員をいいます。なお、月額会員には、本規約の他に、

月額会員規約が適用されます。 

o （3）「コンテンツ」 

会員が当社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。 

o （4）「提供コンテンツ」 

当社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。 

o （5）「会員コンテンツ」 

会員が当社サービスの利用にあたって入力又は送信するコンテンツ

をいいます。 

o （6）「アカウント」 

会員が当社サービスを利用するための資格又は権利をいいます。 

o （7）「提携パートナー」 

当社との間で締結する契約その他の合意に基づき、当社サービスと

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

又はその運営を行う者をいいます。 

第 4条（会員登録） 

1. 当社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、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。 



o （1）会員登録申請にあたって当社に提供された情報の全部又は一

部につき、虚偽、誤り又は記載漏れがあった場合 

o （2）申請者が、当社サービスにつき、過去にサービス利用停止措

置を受けたことがあり又は現在受けている場合 

o （3）過去に、本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 

o （4）有効な電子メールアドレスを保有していない場合 

o （5）第 11 条第 1 項第 6 号に該当すると当社が判断した場合 

o （6）その他、当社が申請を適当でないと判断した場合 

第 5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、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないも

のとします。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当社サービスを利用したものとみ

なします。 

2. アカウントの管理不十分又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。 

3. 会員は、アカウントが盗用され又は第三者に使用されていることが判明した

場合には、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。 

第 6条（会員に関する情報の取扱い） 

1. 会員は、当社サービスの利用に際して、自己に関する情報その他当社サービ

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又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又は変更するものとし、会員情報の内容に

虚偽、誤り又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、月額会員情報、その他月額サービスの利用に関し月額会員から収集

する情報を、別途当社が定める情報保護方針に従い、適切に取り扱います。 

第 7条（当社サービスの利用） 



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、当社サ

ービスを利用することができます。 

2. 当社サービスは、会員が自社のために利用する目的でのみ利用することがで

き、販売、配布又は開発など、自社利用以外の目的で利用してはなりませ

ん。 

3. 会員は、当社サービスを、当社が提供する状態でのみ利用するものとし、当

社サービスの複製、修正、変更、改変又は翻案を行ってはなりません。 

4. 当社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及び維持は、会員の費用と責任において行うも

のとします。 

5. 当社サービスの全部又は一部について、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 8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、及び会員コンテ

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、又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。）又はアイデア、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. 当社サービスにおいて、会員が投稿、アップロード又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、当社サービスの提供・維持・改善又は当社サービス

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

動公衆送信及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、当社及び当社から権利を承継し又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 9条（提携サービス等の提供） 



1. 当社サービスを通じて、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。）又は当社が提供する当社サービス

以外のサービスを利用することができます。当社が提供する他のサービス及

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、又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。 

2. 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、及びセキュリティ上の欠陥、エラー、バグ又は不具合が存し

ないこと、並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 10条（禁止行為） 

1. 会員は、当社サービスの利用にあたり、自ら又は第三者をして、以下の各号

のいずれかに該当する行為をしてはならず、また、以下の各号の行為を直接

又は間接に惹起し、又は容易にしてはなりません。 

o （1）当社サービスの誤作動を誘引する行為 

o （2）当社サービスが通常意図しないバグを利用する動作又は通常

意図しない効果を及ぼす外部ツールの利用、作成又は頒布を行う行

為 

o （3）当社サービス又はサーバー等に過度の負担をかける行為 

o （4）法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力

のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又はその

おそれのある行為 

o （5）当社又は他の会員その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為 

o （6）当社又は他の会員に対し虚偽の事実を申告する行為 

o （7）公序良俗に反し又は善良な風俗を害するおそれのある行為 

o （8）当社又は他の会員その他の第三者の知的財産権、肖像権、プ

ライバシー、名誉、その他の権利若しくは利益を侵害する行為又は

そのおそれのある行為 



o （9）当社サービスを通じ、以下に該当し又は該当すると当社が判

断した情報を当社サービス上に送信又は投稿する行為 

 

▪ 自殺、自傷行為を誘引、勧誘若しくは助長する表

現、わいせつな表現、又は薬物・危険ドラッグの売

買に関する情報若しくはこれらの不適切な利用を助

長する表現 

▪ 当社サービス以外のサービス、宗教的行為、宗教団

体、政治的活動、政治団体の宣伝、広告 

▪ チェーンメール、無限連鎖講、リードメール、又は

違法な勧誘、宣伝等 

▪ 未成年者に悪影響を及ぼすおそれのある情報 

▪ 残虐な表現、性的な表現その他、他人に不快感を与

えるおそれのある情報 

▪ ワンクリック詐欺サイト、アダルトサイト、コンピ

ュータウィルス等の有害なプログラムを流布させる

情報及びこれらの情報のリンク 

▪ 上記に類する情報その他当社が不適切と判断する情

報 

o （10）当社サービスを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエン

ジニアリング、その他当社サービスのソースコードを解析する行為 

o （11）当社サービスに接続されたシステムに権限なく不正にアクセ

スし又は当社設備に蓄積された情報を不正に書き換え若しくは消去

する行為 

o （12）当社サービスを複製、譲渡、貸与又は改変する行為 

o （13）故意に虚偽のデータ等を公開し又は投稿する行為 

o （14）他の会員の情報の収集を目的とする行為 

o （15）当社又は他の会員その他の第三者に成りすます行為 

o （16）他の会員のアカウントを利用する行為 

o （17）当社が事前に許諾しない当社サービス上での宣伝、広告、勧

誘、又は営業行為 



o （18）反社会的勢力等への利益供与行為及びこれにつながる可能性

のある行為 

o （19）本規約及び当社サービスの趣旨・目的に反する行為 

o （20）その他、当社が不適切と判断する行為 

第 11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又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若しくは一部の削除、当社サー

ビスの利用の一時停止若しくは制限、アカウントの削除又は利用契約の解除

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。 

o （1）本規約のいずれかの条項に違反した場合 

o （2）当社に提供された情報の全部又は一部につき虚偽の事実があ

ることが判明した場合 

o （3）支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事

再生手続開始若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 

o （4）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

日又は別途当社が指定した期間を超えて応答がない場合 

o （5）当社サービスの利用に際して、過去に利用停止等の措置を受

けたことがあり又は現在受けている場合 

o （6）反社会的勢力等であるか、又は資金提供その他を通じて反社

会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、

反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社

が判断した場合 

o （7）当社サービスの運営、保守管理上必要であると当社が判断し

た場合 

o （8）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、当社及び第三者に対する本利用契約上の一切の

義務及び債務（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。 

4. 当社は、会員が第 1 項各号に該当し又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、会員が送信又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 12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又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 13条（当社サービスの利用終了） 

1. 会員は、アカウントの削除その他当社の定める方法により、いつでも当社サ

ービスを退会することができます。当社サービスを退会した会員は、退会の

時点から当社サービスを利用することができなくなります。 

2. 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、会員が当社サ

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

その他当社サービスに蓄積し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。 

3. 会員は、当社サービス退会後も、当社及び第三者に対する本利用契約上の一

切の義務及び債務（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。 

4. 当社は、会員が当社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。 



5. 会員が当社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、終了時に残存している当社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。 

6. 当社サービス退会後、会員が再度当社サービスの利用を希望する場合には、

あらためて当社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。 

7. 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アカウントを削除することができるものとしま

す。 

第 14条（当社サービスの変更・中断・終了等） 

1. 当社は、会員に事前に通知することなく、当社サービスの内容の全部又は一

部を変更又は追加することができるものとします。 

2. 当社は、事前に、当社サービス上又は当社ウェブサイト上への掲示その他当

社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、当社の裁量で、当社

サービスを終了することができるものとします。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、当社サービスの一部又は全部を一時的に中断することができるものとし

ます。 

o （1）当社サービス用の通信機器設備等に関わるメンテナンスや修

理を定期的又は緊急に行う場合 

o （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 

o （3）会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合 

o （4）電気通信事業者の役務が提供されない場合 

o （5）天災等の不可抗力により当社サービスの提供が困難な場合 

o （6）火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴

動、労働争議等により当社サービスの提供が困難な場合 

o （7）法令又はこれらに基づく措置により当社サービスの運営が不

能となった場合 

o （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 15条（損害賠償） 

1. 会員による本規約違反行為その他当社サービスの利用に起因して、当社に直

接又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及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、当社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

任を負いません。ただし、当社に故意又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

ます。 

第 16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、当社サービスに関

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、前項の情報及び当該情報を記載又は記録した書面その他の記録媒体物並

びにその全ての複製物等を返却又は廃棄しなければなりません。 

第 17条（権利の帰属） 

1. 当社サービス及び提供コンテンツに関する一切の知的財産権は、当社又は当

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、当社サービス及び提供コンテンツにつき、当社サービ

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

又は自由に処分しうる権利その他の権利の譲渡又は付与を意味するものでは

ありません。 

3. 当社サービス上、当社および提携パートナーの商標、ロゴ及びサービスマー

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、又はその使用

を許諾するものではありません。 

第 18条（保証の否認及び免責） 



1. 当社は、当社サービス及び当社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を

有すること、及びセキュリティ上の欠陥、エラー、バグ又は不具合が存しな

いこと、並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。 

2. 当社は、当社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、当社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、当社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。 

3. 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。 

4. 前項のほか、当社サービスに関し、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 19条（連絡方法） 

1. 当社サービスに関する当社から会員への連絡（本規約の変更又は追加に関す

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、電子メールの送信、又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. 当社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又は通知

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、会員が登録したメールアドレスその他の

会員情報に基づき、当社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 20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がある場合を除き、本利用契約に基づ

く会員の権利若しくは義務、又は本利用契約上の地位について、第三者への

譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。 

2. 当社が、当社サービスにかかる事業を第三者に譲渡し、又は当社が消滅会社

若しくは分割会社となる合併若しくは会社分割等により当社サービスに係る

事業を包括承継させたときは、当社は、当該事業譲渡等に伴い、当社サービ

スに関する利用契約上の地位、権利及び義務並びに会員情報その他の会員に

関する情報を当該事業譲渡等の譲受人又は承継人に譲渡することができるも

のとし、会員は、予めこれに同意するものとします。 

第 21条（分離可能性） 

1. 本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

り無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能と

判断された条項又は部分（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。当社及び会員は、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

の趣旨及び法律的・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。 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある会員との関係で無効又

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。 

2. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある会員との関係で無効又は執行

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 22条（準拠法、管轄裁判所） 

1. 本規約は日本法に準拠するものとし、本規約に起因し又は関連する一切の紛

争については、訴額に応じ、当社の所在地を管轄とする簡易裁判所又は地方

裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

【2021 年 4 月 1 日 施行】 

 

 

 

 

 

 

 



月額会員規約 

 

この規約（以下「月額会員規約」といいます。）は、羽立工業株式会社（以下「当社」

といいます。）が提供する「NicePeople ONLINE 健康経営サブスク」（以下「本サー

ビス」といいます。）のうち、月額会員向けサービス（以下「月額サービス」といいま

す。）の利用に関する条件を定めるものです。月額会員規約は、すべての月額会員に適

用されますので、月額サービスの利用を希望する会員は、月額サービスを利用する前に

よくお読みください。 

第 1条（月額会員規約への同意） 

1. 月額会員は、月額会員規約に従って月額サービスを利用するものとし、同規

約に同意しない限り月額サービスを利用できません。月額サービスに関して

当社と月額会員との間で別途合意した契約及び当社が配布、配信若しくは掲

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、当該月額会員との間で月額会員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 4 条の規定に従い会員が

月額会員規約に同意したうえで月額会員登録を完了した時点で、当該会員

（以下「月額会員」といいます。）と当社との間で、月額会員規約の諸規定

に従ったサービス利用契約（以下「月額サービス利用契約」といいます。）

が成立します。 

3. 月額会員規約に記載のない部分については、別途当社が定める「NicePeople 

ONLINE 健康経営サブスク利用規約」の定めが適用されるものとします。ま

す。また、月額会員規約における用語は、同規約内において定めるほか、

「NicePeople ONLINE 健康経営サブスク利用規約」の定めるところに従う

ものとします。 

第 2条（月額会員規約の改訂・変更） 

1. 当社は、当社の判断において、いつでも月額会員規約の内容を変更又は追加

できるものとします。変更後の規約は、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（https://www.hatachi-wellsmile-np.com（理由

の如何を問わず、当該ウェブサイトのドメイン又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。）又は月額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. 月額会員は、変更後の月額会員規約に同意しない場合には、第 21 条の規定に

従い、直ちに月額サービスを解約するものとします。 

3. 月額会員が月額会員規約の変更後も月額サービスの利用を継続し又は月額サ

ービスを解約しない場合、当該月額会員は、変更後の月額会員規約に同意し

たものとみなされます。月額会員は、自己の責任において、随時、月額会員

規約の最新の内容を確認の上、月額サービスをご利用ください。 

第 3条（月額サービス） 

1. 月額会員は、月額利用料金を支払うことにより、月額サービスを利用するこ

とができます。 

2. 月額サービスの利用期間（以下「月額サービス利用期間」といいます。）

は、月額サービスの利用申込日（当社指定申込フォーム送信日）を起算日と

して翌月 1 日から最終日までの 1 か月間とします。ただし、利用開始希望日

の指定等、双方の合意がある場合はその限りではありません。 

3. 前項にかかわらず、月額会員は、月額サービス利用期間の途中であっても、

第 14 条の定めに従い、いつでも月額サービス利用契約を解約することができ

ます。 

4. 月額会員が月額サービス利用契約につき第 16 条に基づく解約手続きを完了

し、又は当社が第 15 条に基づき月額会員のアカウント削除若しくは月額サー

ビス利用契約の解除をしない限り、月額サービス利用契約は、毎月 1 日に同

条件にて自動的に更新されるものとします。 

5. 月額会員は、月額会員規約に定める利用条件に従い、月額サービスを利用す

るものとします。 

第 4条（月額会員登録） 

1. 月額サービスの利用を希望する会員は、月額会員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、月額会員登

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は、月額会員登録申請を承諾しない

ことがあります。 

o （1）月額会員登録申請にあたって当社に提供された情報の全部又

は一部につき、虚偽、誤り又は記載漏れがあった場合 

o （2）登録申請者が、月額サービスにつき、過去にアカウント削除

等のサービス利用停止措置を受けたことがあり又は現在受けている

場合 

o （3）日本国に所在してない場合または当社との連絡について日本

国外の事業所を希望する場合 

o （4）有効な電子メールアドレスを保有していない場合 

o （5）その他、当社が登録を適当でないと判断した場合 

第 5条（アカウントの管理） 

1. 月額会員は、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、又は貸与、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月額会員が月額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又は第三者に使用されていることが判明した場合は、

月額会員は、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、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任

は月額会員が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。 

第 6条（月額会員に関する情報の取扱い） 

1. 月額会員は、月額サービスの利用に際して、自己に関する情報その他月額サ

ービスの利用にあたって当社が求める情報（以下「月額会員情報」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. 月額会員情報に誤りがあった場合又は変更が生じた場合、月額会員は、自己

の責任において、速やかに月額会員情報を修正又は変更するものとし、月額



会員情報の内容に虚偽、誤り又は記載漏れがあったことにより月額会員に損

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、月額会員情報、その他月額サービスの利用に関し月額会員から収集

する情報を、別途当社が定める情報保護方針に従い、適切に取り扱います。 

第 7条（別途料金の発生条件について） 

1. 月額会員は、当社サービスを定額にてご利用いただけますが、以下の場合に

限り別途料金が発生します。（以下追加サービスといいます） 

o （1）自立体力検定用具をレンタルした場合 

o （2）自立体力検定用具を購入した場合 

o （3）食育マルシェ®において産地直送野菜をご注文した場合 

o （4）同月に 2 回以上の食育マルシェ®を開催する場合 

o （5）その他別途商品を購入する場合 

 

 

第 8条（配送及び返送） 

1. 当社から月額会員に対する商品アイテムの配送は、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. 月額会員は、当社から配送された商品アイテムを受領したときは、破損、傷

等の商品アイテムの瑕疵（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。商品アイテムに瑕疵があった場合、月額

会員は、商品アイテムの受領後速やかにに当社にこれを通知するものとしま

す。 

3. 当社は、月額会員から返送された商品アイテムを受領したときは、当該商品

アイテムにつき、速やかに瑕疵の有無を確認するものとします。 

4. 第 2 項に定める期間内に月額会員から商品アイテム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、月額会員による商品アイテムの受領後に生じたものであるとみなし

ます。 

第 9条（補償及び弁償） 



1. 月額会員からレンタルされた商品アイテムの返送がない場合（紛失等を含

む。）又は返送された商品アイテムに瑕疵があった場合、当社は、月額会員

に対し、補償又は弁償を求めることができるものとします。ただし、商品ア

イテムの瑕疵が、通常の使用に伴う若干の汚れ、微細な傷であると当社が判

断した場合には、当該瑕疵については月額会員に対する補償又は弁償を求め

ません。 

2. 前項の補償又は弁償の要否は、以下に従い、当社の裁量において判断するも

のとします。 

o （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及び破損・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。 

o （2）修繕不可能な破損・汚損又は紛失・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、又は商品アイテム

の紛失若しくは盗難により返送不可となった場合は、月額会員が当

該商品アイテムを買い取ったものとみなして、当該商品アイテムに

係る弁償金をご負担いただきます。弁償金の金額は、当該商品アイ

テムの商品代金として当社が定める金額とします。 

3. 前項の定めに従い当社において補償又は弁償が必要であると判断した場合、

当社は、月額会員に対し、修繕が必要又は修繕不可能である旨、及び補償金

又は弁償金の金額を通知いたします。かかる通知を受けた場合、月額会員

は、当社の提示した補償金及び弁償金を、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。 

4. 月額会員がレンタル中の商品アイテムを第三者に貸与し又は使用させ、当該

第三者その他月額会員以外の者の行為により当該商品アイテムに瑕疵又は紛

失等が生じた場合であっても、月額会員がその責任を負うものとします。 

第 10条（私物などの混入） 

1. 月額会員がレンタル中の商品アイテムを返送するときは、商品以外の物（以

下「私物等」といいます。）を混入しないよう、十分に注意するものとしま

す。 

2. 当社は、返却時に私物等が同梱されていた場合には、30 日間保管し、この保

管期間を経過した後は、理由の如何を問わずに廃棄・処分することができる

ものとします。 



3. 前項の私物等が月額会員の物であると第三者の物であるとを問わず、当社は

前項に基づく廃棄行為に関連して、一切の責任を負わないものとします。 

4. 配送中及び保管中に私物等が紛失、破損、汚損等した場合であっても、当社

は月額会員に対し一切の責任を負わないものとします。 

第 11条（料金の支払い等） 

1. 月額利用料金の額及びその支払方法については、月額会員規約に定めるほ

か、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. 月額サービスの月額利用料金は、当該月に月額会員が追加サービスを利用し

たか否かにかかわらず発生します。 

3. 月額サービス利用期間の途中で月額会員から月額サービス利用契約の解約の

意思表示があった場合でも、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。 

4. 当社は、いつでも月額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、月額会員に対し、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、月額会員が変

更後の価格の適用日までに解約手続を行わない場合、又は、変更後の価格の

適用日以後に月額サービスを利用した場合、月額会員は当該変更後の価格に

同意したものとみなします。 

5. 月額会員が追加サービスを利用する場合、月額会員は、別途当社が定める方

法によりその利用代金を支払うものとします。 

6. 月額利用料金又は前項の購入代金の支払を遅滞した場合、月額会員は、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 12条（プラン変更） 

1. 会員は、別途当社の定める手続に従い、変更希望日の 15 日前までに月額サー

ビスのプラン変更を申し出ることができます。 

2. 会員が、プランのアップグレード（月額利用料の増額を伴うプラン変更）を

希望する旨の申出を行った場合、当該アップグレード後のプランの適用月に

ついて、以下のいずれかを選択することができるものとします。第 1 号の場

合の当該申出月の月額利用料については、変更前のプランと変更後のプラン

の月額利用料の差額を当社に支払うものとします。 



o （1）当該申出のあった日の属する月の翌月 

o （2）当該申出のあった日の属する月の翌月以降の指定月 

3. 会員が、プランのダウングレード（月額利用料の減額を伴うプラン変更）を

希望する旨の申出を行った場合、当該ダウングレード後のプランの適用月

は、当該申出のあった日の属する月の翌月から適用されるものとします。こ

の場合であっても、当社は、変更後のプランと変更前のプランとの月額利用

料の差額を払い戻す義務を負わないものとします。 

4. 会員は、本条に基づくプラン変更につき、当該プラン変更の適用日の前日ま

でキャンセルすることができます。 

第 13条（会員投稿情報） 

1. 月額会員は、自らが投稿したアンケート回答、コメント等の情報（以下「投

稿情報」といいます）について、適法かつ有効に投稿する権限を有する権利

を有していること、及び投稿情報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、又はそれらの権利に

つき登録等を出願する権利を含みます。）又はアイデア、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. 月額会員が投稿した投稿情報に関する著作権は、当該投稿等を行った月額会

員自身に留保されるものとし、当社は当該投稿情報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、当社が制作する媒体物等への使用の

ほか、当社が運営するサービスの宣伝広告等のために、無償、無期限かつ地

域非限定で利用する（複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆ

る利用を含みます）ことができるものとします。 

3. 月額会員は、当社及び当社から権利を承継し又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. 月額会員は、自己の責任において投稿情報のバックアップを行い、当社は、

投稿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。 

5. 当社は、投稿に際し、月額会員と第三者との間で発生した著作権侵害や肖像

権侵害をはじめとするいかなるトラブル・損害・不利益（間接的であると直

接的であるとを問いません）に対し、一切の責任を負いません。 

6. 次にかかげる内容の表現が認められた場合、予告なく投稿情報を非公開と

し、または削除いたします。 



o (1) 公序良俗・法律に反する表現 

o (2) 当社以外のサービスや団体の勧誘・宣伝・広告 

o (3) 残虐・性的な表現その他、他人に不快感を与えるおそれのある

内容 

o (4) 誹謗中傷、プライバシー・著作権等を侵害する内容 

o (5) その他当社が不適切と判断する内容 

第 14条（禁止行為） 

1. 月額会員は、月額サービスの利用にあたり、当社が別途認める場合を除き、

自ら又は第三者をして以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当するお

それのある行為をしてはなりません。 

o （1）レンタル中の商品アイテムの意図的な破損、汚損、紛失、又

はそれらに類する行為 

o （2）レンタル中の商品アイテムの譲渡、転貸、質入れ、担保権設

定その他一切の処分行為 

o （3）レンタル中の商品アイテム以外の商品アイテムを当社に返却

する行為又はこれを試みる行為 

o （4）当社その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為 

o （5）月額会員規約及び月額サービスの趣旨・目的に反する行為 

o （6）前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為 

o （7）その他、当社が不適切と判断する行為 

第 15条（規約違反の場合の措置等） 

1. 当社は、月額会員が次の各号の一に該当し又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

月額会員に対し、月額サービスの利用の一時停止若しくは制限、アカウント

の削除又は月額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。 

o （1）月額会員が月額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 

o （2）月額会員規約の各条項に違反した場合 



o （3）当社に提供された月額会員の登録情報に虚偽の事実があった

場合 

o （4）月額サービスの運営・保守管理上必要であると当社が判断し

た場合 

o （5）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. 月額会員は、利用停止等の後も、当社及び第三者に対する月額サービス利用

契約上の一切の義務及び債務（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月額会員に生じた損害につい

て一切の責任を負わず、月額会員のアカウント削除後も、当該月額会員に関

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。 

4. 当社は、月額会員が第 1 項各号に該当し又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、月額会員に対し、違反行

為の中止等を求めることがあり、月額会員は、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月額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 16条（月額サービス利用契約の解除） 

1. 月額会員は、当社所定の方法によりいつでも月額サービスについて解約申請

を行うことができます。 

2. 前項に基づく解約申請を受けた場合、当社は、月額会員が当社からレンタル

している商品アイテムを、当社に対して全て返却していることを確認できた

場合に限り、当該月額会員の解約を認めます。月額会員は、当社からレンタ

ル中の商品アイテムを全て返却しない限り、月額サービスを解約できないこ

とに予め同意するものとします。 

3. 月額サービスを解約した月額会員は、解約申し出の翌月から月額サービスを

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、月額会員が月額サービスを利用する権利を失った場

合、月額会員は、月額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. 月額会員は、月額サービス解約後も、当社及び第三者に対する月額サービス

利用契約上の一切の義務及び債務（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、解約時に当社に対する債務が残

存している場合、月額会員は、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、月額会員が月額サービスを解約した後も、当該月額会員に関し当社

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. 月額サービス解約後、月額会員が再度月額サービスの利用を希望する場合に

は、あらためて月額サービスの月額会員登録を行う必要があります。月額会

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。 

7. 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月額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 17条（月額サービスの変更・中断・終了等） 

1. 当社は、当社が別途定める場合を除き、月額会員に事前の通知をすることな

く、月額サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるも

のとします。 

2. 当社は、当社の判断により月額サービスの全部又は一部の提供・運営を終了

することができるものとします。当社は、当社の判断により月額サービスの

全部又は一部の提供・運営を終了する場合、当社が適当と判断する方法で月

額会員にその旨を通知します。ただし、緊急の場合は月額会員への通知を行

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、月額会員に事前に通知するこ

となく、月額サービスの一部又は全部を一時的に中断することができるもの

とします。 

o （1）月額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又は緊急に行う場合 

o （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 

o （3）月額会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合 

o （4）電気通信事業者の役務が提供されない場合 

o （5）天災等の不可抗力により月額サービスの提供が困難な場合 



o （6）火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴

動、労働争議等により月額サービスの提供が困難な場合 

o （7）法令又はこれらに基づく措置により月額サービスの運営が不

能となった場合 

o （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月額会員に生じた損害につい

て、一切の責任を負いません。 

第 18条（損害賠償） 

1. 月額会員による月額会員規約違反行為その他月額サービスの利用に起因し

て、当社に直接又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。）、月額会員

は、当社に対し、その全ての損害（弁護士等専門家費用及び当社において対

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、月額サービスの利用に関連して月額会員が被った損害につき、一切

の責任を負いません。ただし、当社に故意又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又は予見し得た場合

を含みます。）については、責任を負わないものとします。 

第 19条（保証の否認及び免責） 

1. 当社は、月額サービス又は月額サービスを利用して月額会員がレンタル等す

る商品アイテムが、月額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・完全性を有することについて、何ら保証する

ものではありません。 

2. 月額サービスにおいて月額会員にお送りするコンテンツは、当社の担当者が

独自に企画制作しています。当社は、提供したコンテンツには自信を持って

おりますが、すべての月額会員の満足を保証するものではないことにつき、

予めご了承下さい。 

3. 配送業務を取り扱う第三者事業者の故意又は過失に基づく商品アイテムの遅

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。 

第 20条（権利義務の譲渡禁止） 



1. 月額会員は、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、月額サービス

利用契約に基づく月額会員の権利若しくは義務、又は月額サービス利用契約

上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分を

することはできません。 

2. 当社が、月額サービスにかかる事業を第三者に譲渡し、又は当社が消滅会社

若しくは分割会社となる合併若しくは会社分割等により月額サービスに係る

事業を包括承継させたときは、当社は、当該事業譲渡等に伴い、月額サービ

ス利用契約上の地位、権利及び義務並びに会員情報その他の月額会員に関す

る情報を当該事業譲渡等の譲受人又は承継人に譲渡することができるものと

し、月額会員は、予めこれに同意するものとします。 

第 21条（準拠法及び合意管轄） 

1. 月額会員規約は日本法に準拠するものとし、月額会員規約に起因し又は関連する一

切の紛争については、訴額に応じ、当社の所在地を管轄とする簡易裁判所又は地方

裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

【2021 年 4 月 1 日 施行】 

 


