〈Sma-pa 利用規約〉
本規約は、株式会社アルメックス（以下「当社」といいます。
）が提供する
病院待合番号表示アプリケーション「Sma-pa」の利用に係る規約です。
第１条（用語の定義）
「Sma-pa 利用規約」（以下「本規約」といいます。
）において、使用す
る用語は、法において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で
使用します。
用語
①

本アプリ

用語の意味
インターネット網を通じて株式会社アルメックス（以下
「当社」といいます。）が利用者の患者（以下「患者」と
いいます。
）に提供する「Sma-pa」と称する病院待合番
号表示アプリケーション
本アプリを通じて利用者が待合番号表示等の患者向けの
病院情報を患者に提供できるサービス
本サービスの利用を希望する日本国内に本店が所在する
病院
当社と利用希望者の間で締結される本サービスに係る契
約
利用希望者が当社に利用契約締結の申込み（以下「利用
申込」といいます。
）をする際に用いる当社所定の書面

②

本サービス

③

利用希望者

④

利用契約

⑤

申込書

⑥

利用者

利用契約が締結された利用希望者

⑦

本件機器

本アプリをインストールし使用するスマートフォンおよ
びタブレット端末

第２条（規約の適用）
１． 当社は、本規約に従い本サービスを利用者に提供します。
２． 当社は、本規約を合理的な範囲で変更することが出来るものとし、変
更後の規約を通知又は当社ホームページに掲載した時点以降において利
用者が本サービスを利用した場合、利用者は当該変更を承諾したものと
みなします。
第３条（契約の成立）
１． 利用希望者は、本規約の内容を承諾の上、所定の申込書に必要事項を
記載し、当社に提出することにより、本サービスの利用申込を行うもの
とします。
２． 利用契約は、当社が申込書を確認し当該申込書に基づく本サービスの
利用申込を承諾した場合、当該申込書記載の申込日を以って、成立する
ものとします。なお、次項の定めに基づき当社が利用申込を承諾しなか
った場合、当社はこれを利用希望者に事由を付すことなく当該承諾しな
い事実のみを連絡するものとします。利用希望者は当該事由を付されな
いことを予め承諾するものとし、かつ当該事由の開示請求および当該非
承諾の異議、損害賠償など何ら一切の請求を当社に申し立てないことを
当社に保証するものとします。
３． 当社は、利用希望者が次の各号のいずれか一に該当すると当社が判断
した場合、利用申込を承諾しない場合があります。
（１）申込書記載事項に虚偽の事項、記入漏れまたは誤記があった場合
（２）過去に当社のサービスの利用の停止または解除処分等を受けたこと
がある場合
（３）他人または架空の情報を使って利用申込を行った場合
（４）暴力団等反社会的勢力に所属または関係していると判明した場合
（５）その他、当社が合理的理由をもって利用申込を承認・承諾すること
が不適切であると判断した場合
（６）本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
（７）その他、本サービスの提供が当社の業務の遂行上支障があるとき
第４条（契約期間）
１． 利用契約の契約期間は、本サービス利用開始から起算して１ヶ年とし
ます。なお、当該契約期間満了の 2 ヶ月前までに当社又は利用者にいず
れかより解約する旨の書面による申し出が相手方に為されない場合には
本契約を同一条件にて自動的に 1 年間延長するものとし、その後も同様
とします。
２． 当社又は利用者が利用契約を契約期間中に解約希望する場合、相手方
に対して 2 ヶ月前迄に書面の通知又は当社の定める方法によって当該解
約に関する手続きを行うものとします。
第５条（サービスの利用開始）
本サービスの利用開始日は、利用者において本件機器における本サービ
スの利用が可能であることの確認が完了した日を指します。
第６条（利用料金）
１．本サービスの利用料金は、別表－料金表に定めるとおりとします。
２． 月額利用料は、前条に定めるサービス利用開始日が属する月の翌月１
日から解約する日の属する月の末日まで発生するものとします。
３． 利用者は、ⅰ）利用料金は如何なる事由をもってしても日割計算を行
わないこと、かつⅱ）サービス利用開始日と解約がされた日が同一の月
内である場合は 1 ヶ月分の利用料金の支払義務が生じることを、予め承
諾するものとします。
４． 利用者は、本サービスの利用料金を支払期限までに支払わない場合、
当社は利用者にかかる本サービスの提供を事前通知なく一時的に停止す

ることができます。その後未払いが継続する場合は、当社は事前通知な
く利用契約を強制解約することができるものとします。
第７条（お支払方法）
利用者は、契約時の利用料金を前条第２項に定める請求書に基づき、請
求書発行日の属する月の翌月末日までに別途当社が指定する金融機関口座
に振込みにより支払うものとします。なお、振り込みにかかる手数料は、
利用者が負担するものとします。
第８条（遅延利息）
利用者が当社に対して、本サービスの利用料金に関する支払いが遅延し
た場合、当該利用者は当社に対して、支払期日の翌日から完済に至るまで
１年を３６５日とする日割計算により年１４.５％の割合による遅延損害
金を支払うものとします。
第９条（データの著作権及び所有権）
本アプリに関わる著作権・その他知的財産権及び所有権等は、当社に帰
属します。
第１０条（情報システムの修正）
当社が仕様上必要と判断した本アプリの不具合の修正及びバージョンア
ップは、利用者に通知することなく行えるものとし、利用者はこれを予め
承諾するものとします。
第１１条（お客様での準備）
１． 利用者は、本サービスを利用するに際し、必要となる通信機器、その
他これらに付随する全ての機器の準備および回線利用に関する契約の締
結、インターネット接続サービスへの加入等について、自己の費用負担
にて行うものとします。
２． 利用者は、当社による本サービスの提供に支障をきたさないように、
利用者の通信機器等を正常に作動するよう維持する責任を負うものとし
ます。
第１２条（注意事項）
本サービスを利用するに際し、利用者自ら又は利用者が契約するコンピ
ューター等（以下、総じて「PC」といいます。）を使用する場合、当該利
用者は次の各号に定める事項を遵守するものとします。
（１）PC に感染したウィルス等が当社のサーバーや本サービスの提供に
悪影響を及ぼした場合、利用者は当社に実際に生じた損害を賠償す
る責を負うものとします。尚、利用者は、PC 等をウィルス等から防
ぐためのソフトウェアをダウンロードするよう努めるものとします。
（２）当社は、当社による過失を利用者が用いた通信機器、ソフトウェア、
その他これらに付随して必要となる全ての機器、電気通信回線、イ
ンターネット接続サービスなどの不具合等によって、利用者が本サ
ービスを受けられなかったとしても、当社に故意又は重過失がない
限り、当社は何らの責任も負わないものとします。
（３）次の各号に定める事由により、利用者に損害が生じたとしても当社
は何ら責を負わないものとします。
①PC がウィルス感染した場合
②PC がシステムダウンした場合
③その他当社の責に帰すべき事由以外の原因により障害が発生した
場合
（４）当社は、利用者が本サービスを利用するためのネットワーク通信を
行うことができる動作環境にあることを何ら保証致しません。
第１３条（禁止事項）
１． 利用者は、本サービスの利用に際して次の各号の定めに該当する情報
を発信してはならないものとし、次の各号に該当する情報を発信するサ
イトへのリンクを設定してはならないものとします。
（１）他人を誹謗し、名誉を毀損し、又はプライバシーを侵害する情報
（２）著作権、肖像権その他の他人の権利を侵害する情報
（３）真実でない情報
（４）法令又は公序良俗に反する情報
（５）当社が不適当と判断する情報
２． 当社は、前項に違反する情報及びリンク又はそのおそれのある情報及
びリンクを削除することができるものとします。
３． 前二項に基づき本サービスの利用を制限することにより利用者に損害
が生じたとしても当社は一切責任を負わないものとします。
４． 利用者は、利用契約に基づき発生する権利義務の全部又は一部を当社
の事前の書面による承諾なく譲渡、貸与、担保設定等一切の処分を行っ
てはならないものとします。
第１４条（機密保持）
利用者は、本サービス利用中に知り得た全ての情報を機密情報として取
扱うものとし、目的を超えて使用し又は第三者に開示・漏洩しないものと
します。なお、利用者はその従業員に対し、本条による機密保持義務を遵
守させるものとします。
第１５条（サービスの停止）
当社は、次の各号のいずれか一の事由が生じた場合、本サービスの提供
を停止することがあります。かかる場合に利用者に生じた損害について、
当社は一切責任を負わないものとします。
（１）天災、事変、その他の非常事態が発生、または発生するおそれがあ
る場合
（２）当社の電気通信設備に障害その他やむを得ない事由が生じた場合
（３）当社の電気通信設備の保守・工事等を定期的又は緊急に行う場合
（４）法令による規制、裁判所の決定等が適用された場合
（５）当社が本サービスの提供を停止することが望ましいと判断した場合

（６）利用者が本規約の各条項のいずれかに違反した場合
第１６条（免責）
１． 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制
等、当社の支配することのできない事由（以下「不可抗力」といいます。）
により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責
任を負わないものとします。
２． 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による
本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基
づき利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わな
いものとします。
３． 通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの中断・
遅滞・中止により生じた損害、その他当社のサービスに関して利用者に
生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
４． 利用者が本規約に違反したことによって生じた損害については、当社
は一切責任を負いません。
５． 当社は利用者が求める本サービスの効果を何ら保証しないものとしま
す。
６． 当社はやむを得ない事由により本サービスの提供を終了する場合があ
り、その場合は当社が適当と認める方法で事前に利用者にこれを通知す
るものとします。
第１７条（解約）
１． 利用者が次の各号のいずれか一に該当したときは、当社は何らの通知、
催告を要せず直ちに利用契約の全部又は一部を解約できるものとします。
（１）本規約に違背したとき。
（２）自らが振り出した手形又は小切手が不渡りとなったとき。
（３）差押え、仮差押え又は競売の申し立てがあったとき、もしくは租税
滞納処分を受けたとき。
（４）破産、会社更生手続開始又は民事再生手続き開始の申し立てがあっ
たとき、もしくは清算に入ったとき。
（５）解散もしくは営業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとし
たとき。
（６）法人格、役員又は幹部（職員）が民事訴訟又は刑事訴訟の対象（捜
査報道がされた場合を含む）となり、当社に不利益を与えたとき、
又は、その恐れがあるとき。
（７）反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。
２． 利用者が、前項各号のいずれか一に該当したときは、当然に期限の利
益を失い、当社に対する一切の債務を直ちに履行するものとします。
３． 前項の規定に基づいて利用者が利用契約を解約した場合でも、利用者
は当社が定めるサービス利用契約期間満了日までの本サービスの利用料
金額の支払義務を免れることはできず、また、支払済みの利用料金の返
金を求めることはできないものとします。
第１８条（存続条項）
本規約第 5 条、第 6 条、第 9 条、第 11 条、第 13 条、本条、第 19 条、
第 20 条、および第 22 条の規定は、利用契約終了後も存続するものとしま
す。
第１９条（損害賠償）
１． 利用者が利用契約に違反して当社に損害を与えた場合、当社が被った
損害（逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されな
いものとします。）等を全額賠償するものとします。
２． 当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害が生じたときは、１ヶ
月分の利用料金相当額を上限として賠償します。
第２０条（第三者への委託）
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、利用希望者及び利
用者の事前の承諾、又は利用者への通知を行うことなく、第三者に委託で
きるものとし、当社が必要と認めた場合は契約情報・利用情報について再
委託先に対して再委託のために必要な範囲で情報を相互に通知します。
第２１条（個人情報の取扱い）
１． 当社は、本契約に基づき保有した利用者に係る個人情報（以下、
「個人
情報」といいます。
）に関し、個人情報の保護に関する法律（平成１５年
法律第５７号）および当社が別途定める「個人情報保護方針」に基づい
て適正に取り扱います。
２． 当社は、当社が別途定める「個人情報保護方針」に従うほか、本サー
ビスの個人情報について以下の目的で利用します。
（１）利用者への本サービスの提供
（２）利用者の管理
（３）本サービスの運営上必要な事項の連絡
（４）料金の請求に関する業務
（５）利用者からの問合せへの対応業務
（６）当社が発行するメールマガジンの配信
（７）当社および第三者のサービスなどの広告、宣伝、販売の勧誘
（Ｅメール等）
（８）キャンペーンや懸賞企画、アンケートなどの本サービスに関する
業務
（９）新サービスに向けて必要な調査、アンケートやマーケティングの
分析
３． 当社は、当社が別途定める「個人情報保護方針」に従い個人情報を適
切に保護し、（イ）利用者の同意が得られた場合、（ロ）法令等により開
示が求められた場合、犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場

合または消費者センター、弁護士会等の公的機関から正当な理由に基づ
き照会を受けた場合、
（ハ）合併、営業譲渡その他の事由による事業の承
継の際に必要に応じ開示する場合、個人情報を提供することがあります。
４． 当社は、当社が別途定める「個人情報保護方針」に従い、本条第１項
の利用目的の範囲内で業務の全部または一部を第三者に委託する場合が
あります。
第２２条（準拠法）
本規約の準拠法は、日本法とします。
第２３条（管轄裁判所）
当社及び利用者は、利用契約に関する訴訟については、訴額に応じて、
東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とす
ることに合意するものとします。
第２４条（信義誠実の原則）
本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合
は、利用者と当社が誠意をもって協議し解決を図るものとします。
以上

附則
本規約は、２０１6 年 9 月 1 日から実施します。

株式会社アルメックス

【別表－料金表】
利用料金
（消費税等別）

項目
①初期費用

②月額費用

web サービス開局費初回のみ支払い

契約病院病床数

オープン価格

600 床以上

50,000 円

400 床以上

40,000 円

200 床以上

30,000 円

20 床以上

20,000 円

20 床未満

5,000 円

会計システムのみの場合の費用

15,000 円
以上

