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モバイル アプリケーションのプライバシーに関する声明および同意事項の概要
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Abbo� が myMerlin™ アプリ (以下「本アプリ」) を提供します。本アプリは、データを Merlin.net™ 患者ケア ネット
ワーク (以下「Merlin.net」) に送信します (本アプリと Merlin.net を総称して「本サービス」)。これにより、担当医
師または診療所が⼼電計を遠隔からモニタし、医学的処置を実施できます。Pacese�er, Inc. (Abbo� 傘下の企業) が
Merlin.net を提供します。

当社はユーザの個⼈情報を保護するために努⼒します。このプライバシーに関する声明および同意事項 (以下「本
プライバシーに関する声明」) では、当社が本サービスのためにユーザの個⼈情報をどのように取り扱い、どのよ
うな⽅法で個⼈情報を保護するかについて説明します。 当社は、本プライバシーに関する声明に多くの情報が含
まれていることを理解しています。 ここでは、当社での個⼈情報の取り扱い、保護、保持、保存、および開示に
ついて、簡潔で簡単に参照できる概要を示します。詳細については、下記の「+本サービスについて」と「+個⼈情
報のセキュリティ」を参照してください。

 
この概要は包括的なものではありません。当社がユーザの個⼈情報をどのように処理するかについて⼗分に理解す

るため、下記の関連する項を必ずお読みください。

当社は、ユーザが本アプリを設定するときに、⽣年⽉⽇やデバイスのシリアル番号等の個⼈情報を使⽤しま

す。 当社は、⼼電計をペアリングするときに認証⽬的でユーザのメール アドレスまたは電話番号を使⽤しま
す。 本アプリは、ユーザのデバイスから取得した情報を当社に送信します。さらに、ユーザから当社カスタマー
サービスにお問い合わせいただいた場合、当社は技術サポートのご依頼に関する記録を別途保持します。 また、
当社は、ユーザを担当する医療機関が Merlin.net に⼊⼒した個⼈情報も使⽤します。詳細については、下記の
「+個⼈情報の収集と処理」および「+国別の規定」を参照してください。

当社は個⼈情報を次の⽬的に使⽤します。(1) 本サービスをユーザに提供するため、(2) 法的義務 (医療機器の安全
性、品質、および改善に関連するものを含む) を遵守するため、および (3) 名前から個⼈を特定できないように個
⼈情報を⾮特定化、仮名化、集計、または匿名化した後、調査研究を⾏うため。 当社による調査研究は、当社の
製品およびサービスの使⽤状況と有効性を把握するため、また実際のエビデンス研究を⾏うために実施されま

す。 詳細については、下記の「+Abbo� におけるユーザの個⼈情報の使⽤」、「+医療機器およびその他の法的要
件」、「+調査研究」、「+個⼈情報の保持」を参照してください。
 
個⼈情報を共有する相⼿は厳しく制限し、営利⽬的のために個⼈情報を第三者に販売することは決してしませ

ん。 当社は次の⽬的で当社関連会社と個⼈情報を共有します。(1) 本サービスのヘルプサポートや技術⽀援を⾏う
ため、(2) コンプライアンスを徹底するため、(3) 調査研究を⾏うため、または (4) トラブルシューティング、診
断、およびシステム上の問題を検出するための広範な分析を実施するため。詳細については、下記の「+当社によ
る個⼈情報の開示」および「+本サービスを医療機関に提供する際の、Abbo� による個⼈情報へのアクセス」を参
照してください。

ユーザの居住地で個⼈情報に関するある特定の権利が与えられている場合、当社はそれらの権利に関連する要求に

お応えします。詳細については、下記の「+個々のユーザによる個⼈情報へのアクセスと修正およびユーザの権
利」を参照してください。

 
本サービスに関わる個⼈情報は、⽶国に所在するサーバに保存されます。詳細については、下記の「+データの保
存」および「+個⼈情報の国境を越えた移転」を参照してください。お住まいの国に適⽤される追加の規定が存在
する場合があるため、「+国別の規定」も確認することを推奨します。
 
本サービスに関するお問合せは、Y初は常に、かかりつけの診療所に直接ご連絡ください。かかりつけの診療所が

ユーザに医療を提供している場合、その診療所がユーザの個⼈データの「管理者」となります。当社は、ユーザお

よびユーザを担当する診療所に本サービスを提供するために、その診療所の代わりにユーザの個⼈情報の「処理

者」となります。プライバシーについてご質問またはご意⾒をお持ちの場合は、privacy@abbo�.com までメールを



お送りください。欧州経済地域にお住まいのユーザは、当社の欧州データ保護責任者に連絡したり、現地のデータ

保護当局に連絡したりすることができます。Abbo� の欧州データ保護責任者の連絡先やその他の有⽤な問合せ先に
ついては、www.EU-DPO.abbo�.com を参照してください。詳細については、下記の「+お問合せ」を参照してくだ
さい。

 
本プライバシーに関する声明に重⼤な変更があった場合は、メールでお知らせします。また、次回本アプリを使⽤

する際にアプリからも通知されます。 詳細については、下記の「+本プライバシーに関する声明に対する変更」を
参照してください。

myMerlin™
モバイル アプリケーションのプライバシーに関する声明および同意事項

バージョン⽇付: 2021 年 4 ⽉
 

Pacese�er, Inc. (Abbo� 傘下の企業) が  Merlin.net™ 患者ケア  ネットワーク  (以下「Merlin.net」) を提供します。
Abbo� が myMerlin™ モバイル アプリケーション (以下「本アプリ」) (Merlin.net と本アプリを総称して「本サービ
ス」) を提供します。 本プライバシーに関する声明において、「Abbo�」および「当社」は Abbo� 企業グループ
(本社: Abbo� Park, Illinois, United States of America) を意味します。

当社はデータ保護とプライバシーの重要性を認識しており、健康関連情報を含む個⼈情報を保護するために努⼒し

ます。本プライバシーに関する声明では、ユーザが本サービスを使⽤する際に Abbo� がユーザの個⼈情報をどの
ように収集および使⽤するかについて説明します。

本サービスの使⽤を登録する前に、本プライバシーに関する声明をよくお読みください。この内容は、以下に説明

する Abbo� および特定の関連会社による個⼈情報 (健康関連データを含む) の処理、移転、および保存に適⽤され
ます。また、当社関連会社による個⼈情報の処理にも適⽤され、本サービスに関連するカスタマー サービス上の
問題を解決するために必要な場合には、当社のデータ処理者による個⼈情報の処理にも適⽤されます。

本プライバシーに関する声明は、他の Abbo� 関連会社または⼦会社によって処理または収集される個⼈情報、ま
たは他の Abbo� ウェブサイト、他の Abbo� カスタマー コール センター、担当医師による Merlin.net の使⽤等の他
の⽅法によって処理または収集される個⼈情報には適⽤されません。このような他の⽅法によって処理または収集
される個⼈情報には、別のプライバシー ポリシーが適⽤される場合があります。
 
本アプリを登録および使⽤することにより、ユーザは本プライバシーに関する声明に同意し、次のことを認めたも
のと⾒なされます。

⾃身が本プライバシーに関する声明を受け⼊れる法定年齢に達していること。

⾃分⾃身のため、または⾃身が代理権を持つ別の個⼈のために、本プライバシーに関する声明を法的に受け

⼊れることに同意すること。

本プライバシーに関する声明および同意事項を受諾する、またはこれに同意することにより、ユーザは本アプリお

よび本サービスの使⽤が本プライバシーに関する声明の対象となること、および本アプリおよび本サービスを使⽤

した結果、個⼈情報 (健康関連情報を含む) が本プライバシーに関する声明の規定に従って処理および移転されるこ
とを明示的に了承したことになります。

 



ユーザの居住国の法律で義務付けられている場合、[受諾] または [同意] をクリックすると、個⼈情報 (健康関連情
報を含む) の処理および⽶国に所在する Abbo� のサーバへのユーザの個⼈情報の移転に明示的に同意したものと⾒
なされます。

 
この同意は、個⼈情報を Abbo� に提供する法的義務はないことを理解したうえで、ユーザの⾃由意志でなされる
ものとします。

 
+当社について

Abbo� は、本アプリ、Confirm Rx™ 植込み型⼼電図記録計 (以下「ICM」)、および Jot Dx™ ICM の製造元です。

Pacese�er, Inc. (St. Jude Medical, LLC の系列会社、かつ Abbo� Laboratories の完全⼦会社) (所在地: 15900 Valley View
Court, Sylmar, California 91342, United States of America) は、Merlin.net の提供者です。

ユーザに医療を提供するという⽬的では、ユーザを担当する医療機関が個⼈データの管理者となります。ユーザを

担当する医療機関は、かかるデータの処理⽅針に関する責任を持ち、該当するプライバシーおよびデータ保護に関

わる法規に沿って本サービスを経由した情報の送信が⾏われることを保証するものとします。「データ管理者」

(および「管理者」) という⽤語は、EEA、英国、およびスイスのデータ保護法での定義に基づきます。該当する場
合、「データ管理者」は、これら以外のユーザの居住国のデータ保護法およびプライバシー法で定められた同等の

⽤語と同じ意味を持ちます。

Abbo� は、次の⽬的で個⼈情報を使⽤する際に個⼈情報の管理者となります。(1) 本サービスをユーザに提供する
ため、(2) 法的義務 (医療機器の安全性、品質、および改善に関連するものを含む) を遵守するため、および (3) 本サ
ービスに関する調査研究を⾏うため。詳細については、「+Abbo� におけるユーザの個⼈情報の使⽤」を参照して
ください。

+本サービスについて

Merlin.net は、ユーザの ICM から本サービスを介して送信された情報を保持するリモート ケア システムです。

本サービスを使⽤すると、ユーザの ICM から収集され、本アプリを介してアップロードされた情報を、Abbo� の
安全な⾮公開データベースに迅速かつ⾃動的に送信できます。Merlin.net を利⽤することにより、担当の医療機関
は、通常とは異なる⼼臓の拍動がいつ始まったかを確認することができます。 本アプリは、担当の医療機関が⾏
った設定に基づいて、担当の診療所にユーザの⼼臓データを送信します。 本サービスには、個々のユーザが通院
することなく、医療機関がユーザの⼼リズムをモニタでき、治療⽅針を変更できるという利点があります。

ユーザは、モバイル デバイスを WiFi またはモバイル データ通信に接続した状態を維持する必要があります。ま
た、担当の医療機関が⼼臓データを遠隔からモニタできるようにするために、本アプリを使⽤する必要がありま

す。 本サービスを使⽤するためには、事前に医療機関がユーザを Merlin.net に登録する必要があります。 ユーザ
は、本アプリで⽣年⽉⽇と ICM のシリアル番号を⼊⼒した後、アクティベーション コードを⼊⼿する必要がある
場合があります。アクティベーション コードは送信してもらうこともできます。このアクティベーション コード

を本アプリに⼊⼒した後、本アプリを ICM とペアリングさせるために、Bluetooth®
[1]

 ワイヤレス テクノロジーが
"ON" になっていることを確認する必要があります。 種々のお知らせを受け取れるよう、[通知] を "ON" にしておい
てください。設定が完了すると、本アプリから通知が届きます。

本アプリは、定期的な間隔でユーザの ICM に接続し、ICM の動作状況に関する情報を送信します。また、⼼リズム
に関する情報を担当の医療機関に送信します。医療機関はアラートやY新情報を受け取り、Merlin.net にログイン
してユーザの⼼リズムをモニタできます。 

+個⼈情報の収集と処理

ユーザが本アプリを使⽤するとき、次のカテゴリーの個⼈情報が処理されます。

ICM のシリアル番号とユーザの⽣年⽉⽇



アクティベーション コードの送信先のメール アドレスまたは電話番号、あるいはその両⽅

ICM から Merlin.net に情報が送信された⽉、⽇、時刻

ICM の名前およびモデル番号に関する情報

前回のレポート以降に発⽣した ICM と本アプリとのやり取り、および本アプリと Abbo� のサーバとのやり
取りを示す定期的なレポート

本アプリのパフォーマンスに関する情報 (クラッシュ レポート等)

前回のメンテナンス レポート以降に発⽣した本アプリのアクティビティを記録した定期的なログ レポート

本アプリはユーザの ICM に接続し、ICM のデータを Merlin.net に送信します。Merlin.net に関連する本サービスで
は、医療機関がユーザの Merlin.net 患者プロファイルの作成時に⼊⼒した追加の個⼈情報 (健康関連データを含む)
が使⽤されます。この個⼈情報には、ユーザの電話番号またはメール アドレス、ICM のモデルとシリアル番号、
およびその他のオプションのフィールド (性別、⼈種、第⼀⾔語、臨床コメント、ICM の動作状況等)、治療⽇、送
信⽇、ユーザの健康状態、医療機関が割り当てる患者番号、またはその他の患者識別情報が含まれる場合がありま

す。医療機関はユーザの緊急連絡先情報も⼊⼒することがあります。Abbo� は、本サービスのサポートやメンテナ
ンスのために、この個⼈情報にアクセスしなければならない場合があります。

 
+医療機関におけるユーザの情報の使⽤

医療機関は医学的処置の⼀環としてユーザの個⼈情報を収集し、ユーザの情報を Merlin.net に⼊⼒します。医療機
関は本サービスをユーザの ICM や⼼リズムのモニタに利⽤します。
 
医療機関または診療所は次の⽬的でユーザの個⼈情報を処理します。

医療を提供するため (ユーザへの医療提供を⽀援することを意図したユーザの ICM と⼼リズムのモニタリン
グによる継続的な医学的処置を含む)

Abbo� が本サービスの技術的なサポート (本サービスのデバッグ⽀援、アップグレード、トラブルシューテ
ィング、データの解釈等の技術的および医療上のサポートを含む) を提供する際にユーザの個⼈情報にアク
セスすることを許可するため

その他適⽤法で義務付けられている場合

+本サービスを医療機関に提供する際の、Abbo� による個⼈情報へのアクセス

当社は、担当の医療機関または診療所の代わりに、データ処理者としてユーザの個⼈情報を処理します。こうした

処理は担当の医療機関または診療所の指示に基づくものであり、次の⽬的に関連します。

ユーザの ICM、⼼リズム、および症状をモニタする医療機関に対して本サービスを提供するため

医療機関に技術的および医療上のサポート (デバッグ⽀援、アップグレード、トラブルシューティング等) を
提供するため

医療機関から許可された場合、ユーザの ICM から送信されたデータの解釈について医療機関を⽀援するた
めにユーザの健康情報にアクセスするため

当社は、ユーザの所在地に応じて、スウェーデンやその他のヨーロッパの拠点 (特にユーザの居住国で事業を⾏っ
ている場合)、または⽶国およびマレーシアに所在する当社のサポート センターから、本サービスのサポートを医
療機関または診療所に提供する場合があります。また、他の第三者を使⽤して技術的または医療上のサポートを医

療機関または診療所に提供する場合もあります。医療機関または診療所への本サービスのサポートの提供を⽀援し

てもらうために第三者を使⽤する場合は、ユーザの個⼈情報の機密性、完全性、およびセキュリティを確保するた

めに適切な安全措置を講じます。

 
「データ処理者」(および「処理者」) という⽤語は、EEA、英国、およびスイスのデータ保護法での定義に基づき
ます。該当する場合、「データ処理者」は、これら以外のユーザの居住国のデータ保護法およびプライバシー法で

定められた同等の⽤語と同じ意味を持ちます。



 
+Abbo� におけるユーザの個⼈情報の使⽤
 
Abbo� はデータ管理者として、次の⽬的でユーザの個⼈情報 (健康関連の個⼈情報を含む) を処理します。

アプリ使⽤許諾契約書に従って本サービスをユーザに提供するため

本サービスに関連してユーザから Abbo� に直接連絡があったときにユーザと Abbo� とのやり取りを記録に
残すため

医療機関または診療所に本サービス (ICM に関連するカスタマー サポートを含む) を提供するため

医療機器の使⽤と分類に関する適⽤法で義務付けられている場合 (医療機器の市販後調査や、製品開発およ
び改善、安全性、性能、ビジランス等の品質管理の⽬的を含む)

法的要求を確⽴、⾏使、または抗弁するために必要な場合

その他適⽤法で義務付けられている場合

医療機関が Merlin.net でユーザの患者プロファイルを作成するとき、適⽤法で義務付けられている場合には、ユー
ザは Abbo� が調査研究を⾏うために⾃身の個⼈情報を⾮特定化、仮名化、集計、または匿名化することについて
明示的な同意を与える必要があります。詳細については、「+調査研究」の項を参照してください。
 
「データ管理者」(および「管理者」) という⽤語は、EEA、英国、およびスイスのデータ保護法での定義に基づき
ます。該当する場合、「データ管理者」は、これら以外のユーザの居住国のデータ保護法およびプライバシー法で

定められた同等の⽤語と同じ意味を持ちます。

+データの保存

当社は、本アプリおよび ICM から送信されたデータを受け取った後、そのデータを⽶国に所在する Merlin.net サー
バに保存します。ユーザの個⼈情報がユーザの居住国とは異なる国でホストされている場合は、そのホスト国の法

律も適⽤される場合がありますが、それらの法律がユーザの居住国の法律と同等のものであるとは限りません。当

社はすでに、ユーザの個⼈情報を保護するために適切なセキュリティ対策およびセキュリティ管理を実施していま

す。⽶国には患者の健康情報に関する法律がありますが、それらの法律がユーザの居住国のプライバシー法または

データ保護法と同等のものであるとは限りません。

「+個⼈情報のセキュリティ」および「+個⼈情報の国境を越えた移転」も参照してください。

+医療機器およびその他の法的要件

Abbo� は法的に義務付けられている場合に個⼈情報を使⽤することが許可されており、その場合は可能な限り情報
を⾮特定化、仮名化、集計、または匿名化して、医療機器製造業者としての法的義務に従います。この情報は

Abbo� によって安全に保持され、ユーザの名前またはメール アドレスによる個⼈の特定にこの情報が使⽤される
ことはありません (ただし、Abbo� にこの情報を含める法的義務がある場合は除きます)。このような個⼈情報の使
⽤が法的要件に従ったものである場合、ユーザの同意は必要とされていません。

 
Abbo� がこの情報を使⽤する根拠となる法的要件は次のとおりです。

ICM および今後の開発の継続的な安全性を確保する

医療機器および医療システムの品質、セキュリティ、および有効性をモニタし、改善する

アップグレードの妥当性を確認し、Merlin.net または関連するモバイル アプリケーション (あるいはその両
⽅) の安全性とセキュリティを維持する

公衆衛⽣分野での公共の利益のために、広範な分析を実施して体系的な問題を検出する

医療機器 (新しい機能や既存の機能を含む) を研究、開発、テストする、および製品開発のために Merlin.net
または関連するモバイル アプリケーション (あるいはその両⽅) をテストし、改善する

その他適⽤法で義務付けられている場合 (たとえば、管轄の規制機関、法執⾏機関、または政府当局の要請
に応じる場合、国の安全、国家的な流⾏病の蔓延、訴訟⼿続き、裁判所の命令、政府からの要請、または当



社に送達された合法的令状に対処する場合、当社のお客様、⼀般市⺠、Abbo�、またはその他の安全、権
利、または財産を守る場合、Abbo� の法的権利を⾏使、確⽴、または抗弁する場合、違法⾏為、詐欺の疑
い、誰かに安全性に関する脅威が及ぶ可能性がある状況、または本プライバシーに関する声明の違反につい

て、もしくは当社が巻き込まれた訴訟の証拠として、これらについて調査、予防、または対策を講じるため

に当社が必要であると判断した場合など)

 
当社は、「⾮特定化 (de-iden�fy)」と「仮名化 (pseudonymize)」という⽤語を同じ意味で使⽤しています。⽶国の医
療保険の相互運⽤性に関する法律 (HIPAA) では、「⾮特定化された情報 (個⼈を特定不可能にした情報)」につい
て、「個⼈の特定に使⽤できると信じる合理的な根拠がない」情報と定めています。EU ⼀般データ保護規則
(2016/679) (GDPR) では、「仮名化」について、「追加情報なしではその個⼈データが特定のデータ主体に属するも
のと判断できないように個⼈データを処理すること」と定義しています。匿名化されたデータとは、ある特定の個

⼈に結び付いておらず、そこから個⼈を特定できない情報を指します。そのため、通常この種のデータはデータ保

護法およびプライバシー法の対象外となります。

 
GDPR の詳細については、下記の「+欧州経済地域、英国、ケイマン諸島、スイス、およびタイ」を参照してくださ
い。

+調査研究

適⽤法で義務付けられている場合、医療機関は、当社が限定的な⽬的で調査研究を⾏うためにユーザの個⼈情報を

⾮特定化、仮名化、集計、または匿名化することについてユーザから明示的な同意を得る必要があります。

データ セットが調査研究に使⽤される場合、データにはユーザの名前、住所、電話番号、メール アドレスは含ま
れません。当社は、⾮特定化または仮名化された情報について、個⼈の特定に使⽤できる合理的な根拠がないこと

を保証するための対策を講じています。調査研究に使⽤されるデータには、ICM のモデルとシリアル番号、植込み
⽇から後続の来院⽇までの間隔、植込み⽇、および居住地や年齢などの⼈⼝統計学データが含まれる場合がありま

す。

当社は次の⽬的で、この⾮特定化または仮名化されたデータ、もしくは集計データ、統計データ、または匿名化さ

れたデータを使⽤して調査研究を⾏います。

公衆衛⽣の利益のために当社の⼼臓⽤デバイスとシステムおよび医療機器とシステムの品質、セキュリテ

ィ、および有効性を改善するため、および⼼臓関連疾患の⾰新的かつ効果的な治療法の開発を可能とするた

め

統計⽬的および統計分析のために調査研究を⾏うため、および第三者の研究者、医療事業体、医療専⾨家、

または公共保健機関に情報を開示するため

本サービスの有効性と本サービスの提供および使⽤状況を評価するため

本サービスの機能やアップグレードの妥当性を確認するため (それらのサービスの安全性およびセキュリテ
ィのモニタリングや改善を含む)

医療機器 (新しい機能や既存の機能を含む) を研究、開発、テストするため、および製品開発、データ分析、
統計⽬的、および調査⽬的のために本サービスおよび当社の医療機器をテストし、改善するため

公衆衛⽣分野での公共の利益のため (どのような場合に本サービスおよび医療機器が医療費還付の対象とな
るか、もしくは社会保障、保険、または公的資⾦を受ける権利を得られるか等)

ユーザが臨床試験への参加を打診される場合、適⽤法で義務付けられている場合には、臨床試験の実施前に個別の

インフォームド コンセントを研究施設に提供するよう求められます。臨床試験への参加はユーザの完全な⾃由意
思によるものとします。この項で⾔う調査研究は、臨床試験への参加とは関係ありません。

GDPR の詳細については、下記の「+欧州経済地域、英国、ケイマン諸島、スイス、およびタイ」を参照してくださ
い。

+個⼈情報の保持



ユーザの ICM から収集された情報は、法律で義務付けられている場合を除き、Y後の送信⽇ (ユーザが ICM または
本アプリをY後に使⽤した⽇) からY⻑ 7 年間保持されます。

「+Merlin.net からのユーザ情報の削除」の項に、ユーザが医療機関または診療所に対して⾃身の情報を Merlin.net
患者ケア ネットワークから削除するよう依頼する⽅法を示します。

+当社による個⼈情報の開示

当社はユーザの個⼈情報を次のように共有する場合があります。

当社は、本サービスを提供、メンテナンス、ホスト、およびサポートするためにのみ、個⼈情報を第三者サ

プライヤと共有します。たとえば、本サービスの提供に関して当社を⽀援する第三者サプライヤにユーザの

個⼈情報を提供する場合、そのサプライヤには、受け取った個⼈情報の機密性とセキュリティを確保するこ

と、および必要Y⼩限の範囲で個⼈情報を使⽤することが義務付けられます。

可能な場合、Abbo� は本サービスをサポートおよび改善できるように、第三者サービス プロバイダを使⽤
してシステム エラーを報告します。そのような場合、第三者に送信される情報には、ユーザの個⼈情報の
使⽤は伴いません。

Android でアプリを Bluetooth®1 デバイスに接続するには、位置情報サービスを有効にする必要があります。
Google の位置情報サービスには、GPS 信号、デバイス センサ、Wi-Fi アクセス ポイント、携帯電話の基地局
ID 等のユーザの正確な位置データを収集する機能が含まれます。この情報は、ユーザが⾃分の位置へのア
クセスを許可した場合に Google によって収集されます。このデータに関する Google のプライバシー慣⾏の
詳細については、Android のサポート ウェブサイトを参照してください。当社は、Google の位置情報サービ
スに由来するユーザの個⼈情報は使⽤しません。

当社は、第三者にユーザの個⼈情報を販売すること、または第三者にユーザの個⼈情報の使⽤許諾を与える

ことはしません。ただし、製品ラインまたは部⾨を売却、合併、または譲渡する場合は例外で、この場合は

購⼊側が引き続き本サービスをユーザに提供できるようにユーザの個⼈情報を引き継ぎます。誤解を避ける

ために明記しますが、当社は営利⽬的のためにユーザの個⼈情報を第三者に販売することは決してしませ

ん。

当社は、本サービスの有効性を⽴証するため、または医療費還付のために必要な場合に、⾮特定化、仮名

化、集計、または匿名化された情報を当社の関連会社、ユーザの担当医療機関または診療所、第三者の研究

者、国の保健機関、および保険業者と共有する場合があります。この情報が個⼈の特定に使⽤されることは

ありません。

当社は、政府当局からの正規の情報開示要請に応じるため、国の治安状況に対処するため、またはその他の

法律で義務付けられている場合にユーザの個⼈情報を開示する権利を留保します。さらに、法的に認められ

ている、または法律で義務付けられている場合、違法⾏為、詐欺の疑い、誰かに安全性に関する脅威が及ぶ

可能性がある状況、または本プライバシーに関する声明の違反について、もしくは当社が巻き込まれた訴訟

の証拠として、これらについて調査、予防、または対策を講じるために当社が必要であると判断した場合

に、ユーザから収集した情報を開示することもあります。ユーザの個⼈情報は外国の法律の対象となる場合

があり、外国の政府、裁判所、法執⾏機関、および規制機関がユーザの個⼈情報にアクセスできる場合があ

ります。

+個⼈情報のセキュリティ

Abbo� は、ユーザの個⼈情報を偶発的または不法な破壊や、偶発的な損失、改変、開示、アクセスから保護するた
めに、本サービス内で適切なセキュリティ管理を実施しています。

ユーザの ICM から送信される情報のセキュリティと機密性を確保するため、情報は送信前に暗号化されます。本
サービスは、さまざまなセキュリティ対策によりユーザの患者プロファイルのセキュリティを強化し、ユーザの個

⼈情報への不正アクセスおよび漏洩を防⽌しています。医療機関または診療所が許可を与えた者のみ、たとえば医

療機関または診療所の許可されたスタッフのみが、ユーザの患者プロファイルにアクセスできます。このアクセス

には個別の ID とパスワードが必要です。Abbo� は、Abbo� 内の承認された者だけが仮名化、集計、および⾮特定
化された情報にアクセスできるように、さまざまなセキュリティ管理およびアクセス制御を実施しています。



医療機器と iOS または Android デバイス間の個⼈情報の送信には、Bluetooth®1 4.0 以降のワイヤレス テクノロジー
が使⽤されます。ユーザの ICM で⾏われた測定に関する情報は、Bluetooth テクノロジーを通じて送信されます。

本サービスは、定期メンテナンス中には使⽤できない場合があることに注意してください。

+個⼈情報の国境を越えた移転

本サービスを介して収集された情報は、⽶国に移転され、⽶国で保存されます。⽶国のデータ保護法では、欧州連

合、英国、スイス、またはユーザの居住国と同等の個⼈情報保護が提供されていない場合があります。個⼈情報

は、EU およびスイスによって承認された標準契約条項に基づいて送信されます。ユーザは、ユーザの個⼈情報が
⽶国に所在する Abbo� のサーバに移転されることにも明示的に同意するものとします。

ユーザが当社に直接連絡して技術サポートを依頼する場合、⽶国、欧州連合、またはマレーシアのリモート ケア
チームがユーザの個⼈情報 (健康関連データを含む) にアクセスできる場合があります (マレーシアへの移転は、欧
州連合、英国、またはスイスの居住者については⾏われません)。Abbo� 社内のデータ転送には、⼗分な安全措置
を講じたデータ移転契約が適⽤されます。

 
本アプリを使⽤すること、および本プライバシーに関する声明および同意事項に同意することにより、ユーザは、

ユーザの個⼈情報の⽶国、スウェーデン、またはマレーシアへの移転 (マレーシアへの移転は、欧州連合、英国、
またはスイスの居住者については⾏われません)、およびユーザの個⼈情報 (健康関連情報を含む) へのアクセスに
ついて通知されたものと⾒なされます。これは、ユーザまたはユーザの担当医師からのサポート依頼に対応するた

めに例外的な状況で必要となる場合があります。これらの国で提供される個⼈情報保護レベルは、ユーザの居住国

のデータ保護法またはプライバシー法と同等でない可能性があります。

 
+Abbo� からのマーケティング資料およびその他の資料の送信

当社は、ユーザが当社の他の製品やサービスに関する広告関連またはマーケティング関連情報を当社から受け取る

ことに同意しない限り、この種の情報を故意に送信することはしません。

 
Abbo�、その関連会社、またはライセンサーは、広告関連またはマーケティング関連情報を⼦どもに故意に送信す
ることはしません。

 
当社はダイレクト マーケティングのためにユーザの個⼈情報を第三者に販売することはしません。
 
ただし、マーケティングに関連しない情報 (本アプリやサービスに関する必須のY新情報や製品の安全性に関連す
る問題等) をユーザに送信することはあります。
 
+Abbo� による⼦どものプライバシーの保護

医療機関または診療所は⼦どもを Merlin.net に登録できます。いつでも、親権者または保護者は⼦どもの個⼈情報
(健康関連情報を含む) の収集を停⽌するため、医療機関または診療所に連絡して⼦どものアカウントを削除するよ
う要求できます。この措置を要求すると、⼦どもに関連付けられた Merlin.net アカウントは削除されますが、集計
および⾮特定化された情報は当社に残ります。また、法律で義務付けられている特定の個⼈情報についても、当社

が引き続き保持する場合があります。

+個々のユーザによる個⼈情報へのアクセスと修正およびユーザの権利

ユーザがデータ保護またはプライバシーの権利を⾏使するには、まず担当の医療機関または診療所に連絡します。

ユーザの ICM からアップロードされた測定値を当社が修正または変更することはできません。

居住地に応じて、ユーザには次の権利が与えられます。(a) 当社がユーザについて保持している個⼈情報にアクセ
スする権利、(b) 当社がユーザについて保持している誤った個⼈情報の修正を要求する権利、(c) 当社がユーザにつ
いて保持している個⼈情報を削除する権利、(d) 当社がユーザについて保持している個⼈情報の処理を制限する権
利、(e) 当社がユーザについて保持している個⼈情報の処理について異議を申し⽴てる権利、(f) ユーザが⾃身の同
意に基づいて当社に提供した個⼈情報を構造化された⼀般に使⽤される機械可読形式で受け取る権利、またはそれ



らの個⼈情報を別の会社に送信するよう要求する権利。Abbo� が他の会社のシステムと技術的に互換性のあるシス
テムを採⽤または維持することは法律で義務付けられていないことに注意してください。必ずしも Abbo� から別
の会社にユーザの個⼈情報を直接送信できるとは限りません。

⼦どもにも、⾃身について保持されている個⼈情報にアクセスする権利が与えられる場合があります。⼦どもの親

権者または保護者から⼦どもの個⼈情報へのアクセス要求を受け取った場合、当社は⼦どもの親権者または保護者

と直接やり取りするか、⼦どもの担当医師または診療所に連絡するよう促します。その要求が⼦ども⾃身から出さ

れたものか、親権者または保護者から出されたものかにかかわらず、⼦どもの情報へのアクセスを要求している個

⼈の身元確認を必ず⾏います。

これらの権利の⾏使を要求するには、まず担当の医療機関または診療所に連絡してください。ユーザに医療を提供

するという⽬的では、医療機関が個⼈情報の管理者となります。当社がユーザの個⼈情報の管理者である場合は、

「+お問合せ」の項に示すいずれかの⽅法を使⽤して当社に連絡できます。

+Merlin.net からのユーザ情報の削除

ユーザに ICM が植え込まれている場合、担当の医療機関は Merlin.net 経由に限りユーザをモニタすることができま
す。そのため、ユーザが Merlin.net に登録しないことを選択した場合、担当の医療機関がユーザの健康状態をモニ
タできなくなり、その結果治療の可否に影響が⽣じる可能性があります。

 
Merlin.net からの⾃身の情報の削除を要求する場合は、医療機関または診療所に連絡します。Merlin.net からの⾃身
の情報の削除を要求すると、ICM が埋め込まれたままでも、担当の医療機関はユーザの⼼リズムを遠隔からモニタ
できなくなります。担当の医療機関または診療所が Merlin.net でユーザ情報を削除した場合でも、集計および⾮特
定化された情報は当社に残るので注意してください。また、法律で義務付けられている特定の個⼈情報について

も、当社が引き続き保持する場合があります。

+お問合せ

医療⽬的での個⼈情報の処理についてご質問、懸念、苦情をお持ちの場合、またはデータ保護の権利を⾏使する場

合は、かかりつけの医療機関または診療所に直接お問い合わせください。

 
当社のプライバシー慣⾏についてご質問、ご意⾒、苦情をお持ちの場合は、当社ウェブサイトにある「お問合せ」
リンクをクリックして連絡するか、cnprivacy@abbo�.com までメールをお送りください。また、次の宛先に書状を
郵送していただくこともできます。
 
宛先:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, USA
 
EEA、英国、およびスイスのユーザは、下記の国別の項に記載された追加の連絡先も参照してください。
 
ブラジルのユーザ: 当社のプライバシー慣⾏についてご質問、ご意⾒、苦情をお持ちの場合、または「+個々のユー
ザによる個⼈情報へのアクセスと修正およびユーザの権利」の項で定められたいずれかの権利を⾏使する場合は、

当社ウェブサイトにある「お問合せ」リンクをクリックして連絡するか、当社の現地の  DPO である  Juliana
Ruggiero (privacybrasil@abbo�.com) までメールをお送りください。また、次の宛先に書状を郵送していただくこと
もできます。
 
宛先: Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905
 
 
当社にご連絡いただく際は必ず、本アプリの登録に使⽤したメール アドレスと詳細な依頼内容を記載してくださ
い。

 
+本プライバシーに関する声明に対する変更

本プライバシーに関する声明は定期的に⾒直されています。当社のプライバシー慣⾏に重⼤な変更があった場合

は、本プライバシーに関する声明が更新されてそれらの変更が反映されます。本プライバシーに関する声明の更新



はメールで通知されます。また、次回本アプリを使⽤する際にアプリからも通知されます。

適⽤法の下でのユーザの権利を損なうことなく、当社は、技術の進歩、法律や規制の変更、および商慣習を反映す

るために、本プライバシーに関する声明で定められたプライバシー慣⾏が変更されない範囲で、本プライバシーに

関する声明を事前通告なしに更新および改正する権利を留保します。

+国別の規定

+⽶国

Abbo� は医療機関の取引相⼿として、医療保険の相互運⽤性と説明責任に関する法律およびその施⾏規則 (以下
「HIPAA」と総称) に従ってユーザが本アプリを利⽤できるようにします。結果的に、本アプリを介して収集され
る個⼈情報 (健康関連情報を含む) は HIPAA によって規制されます。さらに、当社は取引相⼿としての義務に従い、
本プライバシーに関する声明および同意事項に記載されているようにユーザの個⼈情報を使⽤および開示できま

す。

+カリフォルニア

カリフォルニア⺠法の第 1798 条 83 項により、カリフォルニア州在住者は、⾃身とビジネス上の関係にある企業に
対し、当該企業が前暦年にダイレクト マーケティングの⽬的で個⼈を特定可能な情報を開示したすべての第三者
の⼀覧を請求できます。Abbo� は暦年中に 1 回のみ、顧客からの請求に応じることが義務付けられています。この
請求を⾏う場合は、Abbo� の個⼈情報保護責任者宛てに書状をお送りください (宛先: Privacy Officer, Abbo�, One St.
Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117)。請求では、ご⾃身がカリフォルニア州在住者であるという事実を証明し、
当社からの返信先となるカリフォルニア州の住所を記載してください。カリフォルニア州プライバシー権利の要件

はあらゆる情報共有に適⽤されるわけではありません。そのため、当社からの返信には同権利の対象となる情報共

有のみが含まれることをご了承ください。

 
Abbo� におけるカリフォルニア州消費者プライバシー法 (CCPA) の遵守、および CCPA の下でのユーザの権利につい
てご質問がある場合は、h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html をご覧ください。
 
+アルゼンチン

Public Informa�on Access Agency が、法律番号 25.326 の監督機関としての⽴場から、これらの権利の対象者から申し
⽴てられた、個⼈情報の保護に⾔及している現⾏の規制の違反に関するすべての告発や苦情についての裁判権を持

ちます。

 
+オーストラリア

プライバシー法、オーストラリア プライバシー原則 (以下「APPs」)、または当社に適⽤されるプライバシー規則の
違反について苦情を申し⽴てる場合や、当社のプライバシーに関する声明、または当社によるユーザの個⼈情報の

取り扱い⽅についてご質問や懸念がある場合は、上記に従って当社にご連絡ください。合理的な⼿順を踏んで調査

を⾏い、回答いたします。

このプロセスの後、当社からの回答に満⾜いただけない場合は、情報コミッショナーのオフィスに苦情を提出でき

ます。関連する苦情フォームを⼊⼿する、または情報コミッショナーのオフィスに連絡を取るには、

h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints を参照してください。1988 年プライバシー法 (Cth) で認められてい
る場合を除き、当社からユーザに書⾯で通知しない限り、当社が海外でユーザの個⼈情報を開示する可能性はほと

んどありません。当社はユーザの個⼈情報を⽶国に移転する場合があります。ユーザはこの開示に同意しており、

この同意を与えることで、オーストラリア プライバシー原則の第 8.1 項は適⽤されないこと、および当社に合理的
な⼿順を踏んで海外の情報受領者がこの情報に関して APPs に違反していないことを確認する義務はないことを了
承したことになります。

 
+ブラジル

本プライバシーに関する声明について新たに同意を得る必要がある更新が⾏われた場合、ユーザが当社に提供した

連絡先を通じてその旨が通知されます。

 



同意: ユーザの健康に関する個⼈情報を処理するには、本アプリを使⽤することについて、ユーザが肯定的な同意
を Abbo� に提供する必要があります。ユーザは当社 (privacy@abbo�.com) に連絡することで、いつでも同意を撤回
できます。

 
ユーザの個⼈情報の処理に関する法的根拠: Abbo� は、Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) で定められた次の法的
根拠に基づき、ユーザの情報を処理します。

ユーザが本サービスに関連する情報を保存するために本アプリのアカウントを作成するときの、健康関連情

報の処理への同意に基づいて

ユーザがカスタマー サポートに電話連絡したときに、当社がユーザからの質問もしくはサポートの要求 (パ
フォーマンスに関する問題のトラブルシューティング等) に対応するために必要な場合、またはサービスに
関する問題を解決するためにユーザの情報を当社の第三者データ処理者と共有する必要がある場合の、健康

関連情報の処理への同意に基づいて

ユーザがモバイル デバイスから本アプリを介して診断／トラブルシューティング データ (健康関連データを
含む) を当社と共有するときに、当社がユーザからのサポートの要求 (パフォーマンスに関する問題の診断お
よびトラブルシューティング等) に対応するために必要な場合の同意に基づいて

ユーザが⾃身の個⼈情報 (健康関連情報を含む) を当社の第三者パートナーと共有するときの同意に基づいて

Abbo� の正当な事業利益のため、および、ユーザが本サービスをどのように操作および使⽤しているかをよ
りよく理解するために当社がデータを⾮特定化、仮名化、集計、または匿名化するときの同意に基づいて

ユーザの権利: 「+個々のユーザによる個⼈情報へのアクセスと修正およびユーザの権利」の項で定められたいずれ
かの権利を⾏使する場合に、メールで当社に連絡するときは、メールに適切な件名をつけてください (たとえば、
「Correc�on Request」、「Access Request」、その他該当する権利をメールの件名に⼊⼒します)。当社は、すべて
の妥当な要求に対して、タイムリに、または少なくとも適⽤法の要件に従ってお応えするようにY善を尽くしま

す。Abbo� における個⼈情報の処理のいずれかの点について満⾜できない場合、ユーザには、現地のデータ保護当
局に苦情を申し⽴てる権利があります。

 
+中国 (⾹港、マカオ、台湾は除く)

本プライバシーに関する声明を受諾する、またはこれに同意することにより、ユーザは本声明の個⼈情報 (個⼈識
別番号や健康関連情報を含む) の収集と個⼈情報の使⽤に関するすべての内容を知らされ、それらに明示的に同意
したものと⾒なされます。14 歳未満のユーザについては、その保護者が同意を与える必要があります。14 歳未満
の⼦どもの個⼈情報が保護者の同意なしに収集されたことが判明した場合、当社は可能な限り速やかに当該データ

の削除を試みます。ユーザは医療機関に連絡することで、いつでも同意を撤回できます。同意を撤回すると、担当

の医療機関がユーザのデバイスを遠隔からモニタできなくなり、その結果治療に影響が⽣じる可能性があるのでご

注意ください。同意を撤回した場合でも、集計および⾮特定化された情報は Abbo� に残ります。また、法律で義
務付けられている特定の個⼈情報についても、Abbo� が引き続き保持する場合があります。

 
特定の状況下において、ユーザの個⼈情報 (健康関連情報を含む) の収集または使⽤が次の条件に該当する場合は、
個⼈情報 (健康関連情報を含む) の収集または使⽤について同意を得ることは法律で義務付けられていません。

法律および規制によって課された義務の遂⾏に関連する場合

国の安全または国防に直接関連している場合

市⺠の安全、公衆衛⽣、または⼤きな公共の利益に直接関連している場合

犯罪捜査、起訴、裁判、判決の執⾏等に直接関連している場合

同意を得ることが不可能な状況で個⼈の基本的な権利および利益 (⽣存権や財産権等) を守るために必要な場
合

ユーザ⾃身、⾃身の患者、または患者の保護者 (患者が 14 歳未満の場合) がすでに公表している個⼈データ
に属する場合

正当なニュース報道や政府が公開した情報等の正規の公的情報源から⼊⼿した個⼈データに属する場合



ユーザ⾃身、⾃身の患者、または患者の保護者 (患者が 14 歳未満の場合) から要請された契約の署名および
履⾏に必要な場合

提供されている製品またはサービスの安全かつ安定した動作や運⽤を維持するために必要な場合 (製品また
はサービスの技術的な問題の検出や解決等)

本プライバシーに関する声明でユーザに与えられた他の権利に加えて、ユーザには次の権利も与えられます。

⾃動処理のみに基づく決定に対して異議を申し⽴てる権利。ユーザには、ある特定の状況において、⼈⼿を

介さない⾃動処理のみに基づく決定に従わない権利があります。

個⼈情報 (健康関連情報を含む) に関するこれらの権利についてご質問がある場合、またはこれらの権利を⾏使する
場合は、まず担当の医療機関に連絡してください。当社にご連絡いただいた場合、当社は担当の医療機関と連携

し、すべての妥当な要求に対して適⽤法の要件に従いタイムリにお応えするようY善を尽くします。3 か⽉以内に
再度要求が出された場合は、妥当な事務費を請求させていただくことがあります。本プライバシーに関する声明に

重⼤な変更があった場合は、その変更内容を公的に発表することがあります。

 
当社に直接送られた権利⾏使の要求が不合理である場合、または何度も繰り返される場合、それらの要求は処理さ

れないことがあります。次の条件に該当する場合、当社はユーザからの要求を処理できません。

ユーザからの要求が、適⽤法令の下での当社の義務に関連している場合

ユーザからの要求が、国の安全または国防に直接関連している場合

ユーザからの要求が、市⺠の安全、公衆衛⽣、または⼤きな公共の利益に直接関連している場合

ユーザからの要求が、犯罪捜査、起訴、判決、および執⾏に直接関連している場合

ユーザが不誠実な意図を持って要求を出した、または⾃身の権利を悪⽤しようとしたことが、⼗分な証拠に

よって⽴証された場合

ユーザからの要求に応えることが、ユーザ⾃身、その他の⼈物、または組織の法的利益を著しく損なう場合

ユーザからの要求が当社の営業機密に触れる場合

削除が法的に義務付けられている場合、またはユーザからの要求に従ったものである場合を除き、Abbo� は、本ア
プリおよび Abbo� の⼼臓関連製品を使⽤している患者の治療ガイダンスを改善する⽬的で、ユーザが当社に提供
した個⼈情報 (健康関連情報を含む) を保持する場合があります。
 
当社が中国 (⾹港、マカオ、台湾は除く) で⽣成および収集した個⼈情報 (健康関連情報を含む) は、中国 (⾹港、マ
カオ、台湾は除く) に保存されます。Abbo� は世界中で事業を運営しているため、ユーザの個⼈情報は中国 (⾹港、
マカオ、台湾は除く) 以外に所在する事業体に移転、またはそのような事業体からアクセスされる場合がありま
す。

 
当社はユーザの個⼈情報 (健康関連情報を含む) を保護するため、適⽤法および業界の慣⾏をあらゆる点で遵守する
包括的なセキュリティ プログラムを構築しています。本プライバシーに関する声明で定められている⽬的とは無
関係な個⼈情報 (健康関連情報を含む) を収集しないために商業的に合理的なあらゆる措置を講じ、本声明で規定さ
れた保持期間またはそれより⻑い適⽤法で義務付けられた期間の間だけユーザの個⼈情報 (健康関連情報を含む) を
保持します。さらに、セキュリティ リスクに関する情報、および適⽤法で義務付けられている個⼈情報セキュリ
ティ影響評価を更新し、公表します。

 
個⼈情報 (健康関連情報を含む) に関連するセキュリティ インシデントが発⽣した場合は、そのインシデントの概
要と考え得る影響、すでに実施した、または今後実施する改善措置、およびリスクを軽減し影響を修正するための

アクションに関する助⾔を、適⽤法で義務付けられたタイミングで、メールまたはその他の可能な連絡⽅法によっ

てユーザに通知します。そのようなインシデントや改善措置は、必要に応じて規制機関に報告します。

 
+欧州経済地域、英国、ケイマン諸島、スイス、およびタイ



当社は、当社のサービスを担当の医師または診療所に提供するときに、データ処理者としてユーザの個⼈情報を処

理します。また、担当の医師または診療所にテクニカル サポートおよびカスタマー サポートを提供するために、
ユーザの健康データにアクセスする場合があります。

 
ユーザの個⼈情報の処理に関する法的根拠: Abbo� は、GDPR で定められた次の法的根拠に基づき、データ管理者と
してユーザの個⼈情報 (健康関連の個⼈情報を含む) を処理します。

医療機関との契約に従って医療機関の医療診断を⽀援するために必要に応じて、および、契約の履⾏におい

て使⽤許諾契約書に従って本アプリをユーザに提供するために必要に応じて

ユーザの同意に基づいて、および、契約 (使⽤許諾契約書) の履⾏においてユーザから Abbo� に直接連絡が
あったときにユーザと Abbo� とのやり取りを記録に残すために必要に応じて

医療機関との契約に従って医療機関に本サービス (カスタマー サポートを含む) を提供するために必要に応
じて

医療機関との契約に従って、および医療機器の使⽤と分類に関する EU または国内の法令で義務付けられて
いる公衆衛⽣分野での公共の利益という⽬的 (医療機器の市販後調査や、製品開発および改善、安全性、性
能、ビジランス等の品質管理の⽬的を含む) で、医療機関に本サービスを提供するために必要に応じて

法的要求を確⽴、⾏使、または抗弁するために必要に応じて

その他適⽤法で義務付けられている⼤きな公共の利益のために必要に応じて

医療機関が Merlin.net でユーザの患者プロファイルを作成するとき、ユーザは Abbo� が調査研究を⾏うために⾃身
の個⼈情報を⾮特定化、仮名化、集計、または匿名化することについて明示的な同意を与える必要があります。当

社は次の⽬的で、この⾮特定化または仮名化されたデータ、もしくは集計データ、統計データ、または匿名化され

たデータを使⽤して調査研究を⾏います。

公衆衛⽣分野での公共の利益のために当社デバイスおよびシステムの品質、セキュリティ、および有効性を

改善するため、および⼼臓関連疾患の⾰新的かつ効果的な治療法の開発を可能とするため

統計⽬的および統計分析のために調査研究を⾏うため、および第三者の研究者、医療事業体、医療専⾨家、

または公共保健機関に情報を開示するため

Abbo� の正当な事業利益のために本サービスの有効性と本サービスの提供および使⽤状況を評価するため

Abbo� の正当な事業利益のために本サービスの機能やアップグレードの妥当性を確認するため (それらのサ
ービスの安全性およびセキュリティのモニタリングや改善を含む)

デバイス (新しい機能や既存の機能を含む) を研究、開発、テストするため、および製品開発、データ分析、
統計⽬的、および調査⽬的のために本サービスおよびデバイスをテストし、改善するため

公衆衛⽣分野での公共の利益のため (どのような場合に本サービスおよびデバイスが医療費還付の対象とな
るか、もしくは社会保障、保険、または公的資⾦を受ける権利を得られるか等)

詳細については、「+調査研究」の項を参照してください。
 
また、当社は医療機関の代わりに、データ処理者としてユーザの個⼈情報を処理します。医療機関は、欧州連合ま

たは国内の法令の下での次の法的根拠に基づき、ユーザの個⼈情報を処理します。

医療を提供するため (ユーザに医療を提供しやすくすることを意図したユーザのデバイスと健康状態のモニ
タリングによる継続的な医学的処置を含む)

Abbo� が本サービスの技術的なサポート (本サービスのデバッグ⽀援、アップグレード、トラブルシューテ
ィング、データの解釈等の技術的および医療上のサポートを含む) を提供する際にユーザの個⼈情報にアク
セスすることを許可するため

その他欧州連合または国内の法令で義務付けられている場合

「GDPR」は、EU 加盟国の実施⽴法においては⼀般データ保護規則 (2016/679) を指し、英国においては 2018 年英
国データ保護法を指します (どちらも随時改正される場合があります)。上記に欧州連合以外の国を含めたのは、こ



れらの国の法律が GDPR によく似ている、またはほぼ同等であるためです。
 
データ移転: 本サービスを介して収集された情報は、⽶国に移転され、⽶国で保存されます。ユーザが技術サポー
トを依頼する場合、⽶国またはスウェーデンのリモート ケア チームのみがユーザの個⼈情報 (健康関連データを含
む) にアクセスできます。個⼈情報は、EU の標準契約条項に基づいて送信されます。 

データ保護責任者 : 当社の欧州データ保護責任者の連絡先やその他の有⽤な問合せ先については、www.eu-
dpo@abbo�.com を参照してください。
ユーザの権利: 「個々のユーザによる個⼈情報へのアクセスと修正およびユーザの権利」の項で定められたいずれ
かの権利を⾏使する場合に、メールで当社に連絡するときは、メールに適切な件名をつけてください (たとえば、
「Correc�on Request」、「Access Request」、その他該当する権利をメールの件名に⼊⼒します)。当社は、すべて
の妥当な要求に対して、タイムリに、または少なくとも適⽤法の要件に従ってお応えするようにY善を尽くしま

す。Abbo� における個⼈情報の処理のいずれかの点について満⾜できない場合、ユーザには、現地のデータ保護当
局に苦情を申し⽴てる権利があります。

 
+EU 代理⼈

Pacese�er, Inc. によって指名された各国の代理⼈は次のとおりです。
 

国 代理⼈名 代理⼈住所

オーストリア、

ルーマニア

Abbo� Medical Austria Ges.m.b.H. Perfektastraße 84A 1230 Wien, Austria

ベルギー、ルク

センブルグ

Abbo� Medical Belgium The Corporate Village, Building Figueras, Da Vinci
laan, 11 Box F1, Zaventem, Belgium

ブルガリア、ク

ロアチア、キプ

ロス共和国、チ

ェコ共和国、ア

イスランド、ラ

トビア、マル

タ、スロバキ

ア、スロベニア

St. Jude Medical Coordina�on
Center

The Corporate Village, Building Figueras, Da Vinci
laan, 11 Box F1, Zaventem, Belgium

デンマーク Abbo� Medical Danmark A/S Produk�onsvej 14, 2600 Glostrup, Denmark

エストニア Abbo� Medical Estonia OÜ Mõisa 4/Vabaõhumuuseumi tee 3, 13522, Tallinn,
Estonia

フィンランド Abbo� Medical Finland Oy Vantaankosken�e 14, FI-01670 Vantaa, Finland

フランス Abbo� Medical France SAS 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les
Moulineaux Cedex, France

ドイツ Abbo� Medical GmbH Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Germany

ギリシャ Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company  (trade
name: Abbo� Medical Hellas Ltd.) 
In Greek: Άμποτ Ιατρικά Ελλάς
Εμπορική Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης and trading name of
Άμποτ Ιατρικά Ελλάς Ε.Π.Ε

Iroos Matsi & Archaeou Theatrou Str., 17456 Alimos-
Athens, Greece

ハンガリー Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (Abbreviated Name: Abbo� Medical
K�.)

Tóth Lőrinc utca 41. II. em., Budapest, 1126, Hungary

アイルランド Abbo� Medical Ireland Limited Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2
D02X576, Ireland



国 代理⼈名 代理⼈住所

イタリア Abbo� Medical Italia S.p.A. Sesto San Giovanni, Milano, Viale Thomas Alva,
Edison 110 CAP 20099, Italy

リトアニア UAB Abbo� Medical Lithuania Seimyniskiu str. 3, LT-09312 Vilnius, Lithuania

オランダ Abbo� Medical Nederland B.V. Standaardruiter 13, 3905 PT Veenendaal,
Netherlands

ノルウェー Abbo� Medical Norway AS Gullhaugveien 7, Oslo, 0484, Norway

ポーランド Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

ul. Postepu 21B, 02-676, Warsaw, Poland

ポルトガル Abbo� Medical (Portugal) –
Distribuicao de Produtos Medicos,
Lda.

Estrada de Alfragide 67, Alfragide Edifico D,
Amadora, Portugal

スペイン Abbo� Medical España, S.A. Francisca Delgado No. 11, Núcleo 3 – 3º Arroyo de la
Vega, Alcobendas 28108, Spain

スウェーデン Abbo� Medical Sweden AB Isa�ordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (Business
Office)
Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm,
Sweden (Registered Office)

 
+英国

2020 年欧州連合離脱法の下で、欧州連合法は 2020 年 12 ⽉ 31 ⽇まで英国に適⽤されます。Abbo� が個⼈情報を⽶
国に送信する場合、その情報は適切な⽅法で保護されます。英国における当社の現地代理⼈は、Abbo� Medical
U.K. Limited (所在地: Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ, UK) です。
 
+アルジェリア、チリ、コロンビア、モロッコ、パキスタン、パナマ、パラグアイ、サウジアラビア、トリニダー
ド・トバゴ、およびチュニジア

Abbo� がユーザの個⼈情報全般を処理するためには、ユーザの同意が必要です。本プライバシーに関する声明の規
定を受諾することにより、ユーザはこれらの規定に従って⾃身の個⼈情報が処理されることに同意したものと⾒な

されます。⾃身の Merlin.net アカウントの削除を要求する場合は、医療機関または診療所に連絡します。アカウン
トを削除した場合でも、集計および⾮特定化された情報は当社に残るので注意してください。また、法律で義務付

けられている特定の個⼈情報についても、当社が引き続き保持する場合があります。

+フランス

Pacese�er, Inc. は ASIP Santé により、個⼈の健康データのホスティングについて認定を受けています。これには次の
活動が含まれます。

1. 収容される健康データの処理に使⽤される情報システムの物理インフラストラクチャを使⽤可能にする物理
サイトを準備し、その運⽤状態を維持すること

2. 健康データの処理に使⽤される情報システムの物理インフラストラクチャを準備し、その運⽤状態を維持す
ること

3. 情報システムのアプリケーションをホストするためのプラットフォームを準備し、その運⽤状態を維持する
こと

4. 健康データの処理に使⽤される情報システムの仮想インフラストラクチャを準備し、その運⽤を維持するこ
と

5. 健康データを含む情報システムを管理および運⽤すること

6. 健康データを保存すること



医療を提供するという⽬的では、ユーザを担当する医師または診療所が個⼈データの管理者となります。次の⽬的

では、Pacese�er, Inc. (St. Jude Medical, LLC の系列会社、かつ Abbo� Laboratories, Inc. の完全⼦会社) (所在地: 15900
Valley View Court, Sylmar, California 91342, United States of America) が個⼈データの管理者となります。(1) 本アプリを
ユーザに提供するため、(2) 法的義務 (医療機器の安全性、品質、および改善に関連するものを含む) を遵守するた
め、および (3) 名前から個⼈を特定できないように個⼈情報を⾮特定化、仮名化、集計、または匿名化した後、調
査研究を⾏うため。当社による調査研究は、当社の製品およびサービスの使⽤状況と有効性を把握するため、また

実際のエビデンス研究を⾏うために実施されます。詳細については、「+Abbo� におけるユーザの個⼈情報の使
⽤」、「+医療機器およびその他の法的要件」、「+調査研究」、および「+個⼈情報の保持」を参照してくださ
い。当社の現地代理⼈は、Abbo� Medical France SAS. (所在地 : 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les
Moulineaux Cedex, France) です。
 
+⽇本

Abbo� がユーザの「特別な注意を要する個⼈データ」(本プライバシーに関する声明ではユーザの健康関連情報を
指す) を扱うため、およびユーザの個⼈情報 (健康関連情報を含む) を⽇本国外の第三者に移転するためには、ユー
ザの同意が必要です (ただし、EU への移転は除きます。EU への移転については、⽇本政府により妥当との結論が
出されています)。本プライバシーに関する声明を受諾する、またはこれに同意することにより、ユーザはこれら
の規定に従って⾃身の個⼈情報 (健康関連情報を含む) が処理されることに同意したものと⾒なされます。ユーザは
医療機関に連絡することで、いつでも同意を撤回できます。同意を撤回すると、担当の医療機関がユーザのデバイ

スを遠隔からモニタできなくなり、その結果治療に影響が⽣じる可能性があるのでご注意ください。同意を撤回し

た場合でも、集計および⾮特定化された情報は Abbo� に残ります。また、法律で義務付けられている特定の個⼈
情報についても、Abbo� が引き続き保持する場合があります。

+南アフリカ

ユーザには、⾃身の個⼈情報の処理に関する苦情を情報監査官に申し⽴てる権利があります。次の宛先に書状をお

送りください。The Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA、電話: 012 406 4818、Fax:
086 500 3351、inforeg@jus�ce.gov.za
 
+韓国

本プライバシーに関する声明を受諾する、またはこれに同意することにより、ユーザは本声明のすべての内容を知

らされ、それらに明示的に同意したものと⾒なされます。14 歳未満のユーザについては、その保護者が同意を与
える必要があります。⾃身の Merlin.net アカウントの削除を要求する場合は、医療機関に連絡します。アカウント
を削除した場合でも、集計および⾮特定化された情報は当社に残るので注意してください。また、法律で義務付け

られている特定の個⼈情報についても、当社が引き続き保持する場合があります。

本プライバシーに関する声明には、Pacese�er, Inc. が本アプリおよび本サービスの提供に関連して⾏う個⼈情報 (健
康関連情報を含む) の収集、使⽤、第三者への提供、処理の外部委託、および国境を越えた移転に関する情報を記
載しています。本アプリおよび本サービスの提供には、個⼈情報 (健康関連情報を含む) の処理に関する次のすべて
のカテゴリーが必要です。したがって、これらの処理に同意しない場合、本アプリおよび本サービスを利⽤するこ

とはできません。

本プライバシーに関する声明を受諾する、またはこれに同意することにより、次のすべての同意カテゴリーに対し

て⼀括して同意を与えることができます。

(必須) 「+個⼈情報の収集と処理」、「+本サービスを医療機関に提供する際の、Abbo� による個⼈情報への
アクセス」、「+Abbo� におけるユーザの個⼈情報の使⽤」、「+医療機器およびその他の法的要件」、
「+調査研究」に記載された個⼈情報 (健康関連情報を含む) の収集と使⽤に対する同意

(必須) 「+個⼈情報の収集と処理」、「+本サービスを医療機関に提供する際の、Abbo� による個⼈情報への
アクセス」、「+Abbo� におけるユーザの個⼈情報の使⽤」、「+医療機器およびその他の法的要件」、
「+調査研究」に記載された健康関連情報の収集と使⽤に対する同意

(必須) 「+データの保存」、「+当社による個⼈情報の開示」、「+個⼈情報の国境を越えた移転」に記載さ
れた健康データ (秘密データ) の国境を越えた移転と第三者への提供に対する同意



ユーザは医療機関に連絡することで、いつでも同意を撤回できます。同意を撤回すると、担当の医療機関がユーザ

のデバイスを遠隔からモニタできなくなり、その結果治療に影響が⽣じる可能性があるのでご注意ください。同意

を撤回した場合でも、集計および⾮特定化された情報は Abbo� に残ります。また、法律で義務付けられている特
定の個⼈情報についても、Abbo� が引き続き保持する場合があります。

+ウクライナ

Abbo� がユーザの個⼈情報を処理するためには、ユーザの同意が必要です。ただし、当社が「+医療機器およびそ
の他の法的要件」に記載された法的義務を遵守するために個⼈情報を処理する場合は除きます。本プライバシーに

関する声明の規定を受諾することにより、ユーザはこれらの規定に従って⾃身の個⼈情報が処理されることに同意

したものと⾒なされます。Merlin.net からの⾃身の情報の削除を要求する場合は、医療機関または診療所に連絡し
ます。担当の医療機関または診療所に Merlin.net からユーザ情報を削除するように依頼した場合でも、集計および
⾮特定化された情報は当社に残るので注意してください。また、法律で義務付けられている特定の個⼈情報につい

ても、当社が引き続き保持する場合があります。

 
プライバシーに関する声明の終わり – 本プライバシーに関する声明は、ユーザの個⼈データが Abbo� に
よってどのように使⽤および処理されるかをユーザに明示することを⽬的とします。これは契約ではな

く、下記の使⽤許諾契約書の⼀部を成すものではありません。

 

myMerlinTM モバイル アプリケーション

使⽤許諾契約書

バージョン⽇付:2021 年 4 ⽉

本契約に含まれる⾒出しはあくまでも便宜的なものであり、それぞれの項を制限、定義、または詳細に説明するも

のではありません。

1. はじめに

2. 本契約の重要な⽤語

3. ユーザの個⼈情報

4. 本アプリおよび Merlin.net™ 患者ケア ネットワーク (以下「Merlin.net™ PCN」) の背景

5. 本アプリの登録

6. 医療上の助⾔を与えるものではない

7. 第三者製品の使⽤

8. 所有権

9. 許諾の付与と範囲

10. 許諾の制限

11. 利⽤制限

12. モバイル デバイスの適合性要件

13. アプリの更新とアップグレード

14. 確認事項

15. アプリ アカウントの削除

16. 本契約に対する変更

17. 本アプリのサポート

18. クラッシュ分析データ



19. 送信データに関する取り決め

20. 本契約の終了

21. 保証の免責事項

22. 当社の責任限度に関する重要な情報

23. 補償

24. 輸出規制

25. 通知

26. 権利の譲渡

27. 介⼊

28. 権利放棄

29. 可分性

30. 準拠法

31. 完全合意

32. Apple に関連する⽤語 (本アプリの iOS 版を使⽤する場合)

33. その他の法的条項

34. [受諾] ボタンのクリック

1. はじめに

myMerlinTM アプリ (以下「本アプリ」) をインストールする前に、この使⽤許諾契約書 (以下「本契約」) をよくお
読みください。本アプリは、植込み型⼼電図記録計 (以下「ICM」) と連携し、ICM のデータを Merlin.net™ 患者ケア
ネットワーク (以下「本サービス」) に送信します。本アプリが送るデータの送信先および保存場所は⽶国です。

本アプリを使⽤する前に、本契約に同意する必要があります。下の [受諾] ボタンをクリックすると、本契約に同
意したものと⾒なします。本契約への同意が得られない場合、当社はユーザに本アプリの使⽤を許諾しません。ま

た、ユーザは本アプリを使⽤ (または本アプリの使⽤を試みることは) できません。

本契約を受諾して本アプリを使⽤することにより、ユーザは⾃身が本契約を締結する法定年齢に達していること、

および⾃分⾃身のため、または⾃身が代理権を持つ別の個⼈のために、当該個⼈を本契約に法的に拘束することに

同意することを了承したことになります。本アプリを未成年者が使⽤する場合、その親権者または保護者が本契約

を確認する必要があります。

本アプリを会社、パートナーシップ、またはその他の⾃身が関係する事業体 (以下「組織」) を代表して、またはそ
れらの組織の利益のためにインストール、使⽤、またはその他の⽅法でアクセスする場合、その個⼈は⾃分⾃身と

組織の両⽅のために本契約に同意することになり、⾃身が当該組織を本契約に拘束する法的権限を有していること

を⾔明および保証するものとします。

本契約で使⽤されている「ユーザ」という語は、本アプリを使⽤する個⼈と (該当する場合は) 上記のような組織の
両⽅を意味します。

なお、(A) 第 6 項、第 7 項、および第 22 項の責任の除外と制限、および (B) 第 21 項の保証の免責事項もご確認くだ
さい。これらの項ではユーザの救済および当社の責任の制限について記載しています。

本契約は、ユーザが本アプリを使⽤するにあたり、ユーザと Abbo� との間を法的に拘束します。本契約は次のも
のに適⽤されます。

ユーザによるモバイル デバイスへの本アプリ (更新、アップグレード、バグ フィックス、またはそれらに対
する修正版を含む) のインストールとその使⽤、および



Abbo� から印刷物または電⼦的な形態で提供された、本アプリの使⽤について説明する、または本アプリ
の使⽤に関連するマニュアル、指示書、説明書、仕様、その他の資料 (以下「ドキュメント」)

本契約を受諾してモバイル デバイス上で本アプリを使⽤することにより、ユーザは、(a) その⽤途は ICM と組み合
わせて利⽤する本アプリの評価または医療⽬的の使⽤に関連したものであること、また (b) 本アプリを医療⽬的で
使⽤する場合はユーザを担当する医療機関から ICM がユーザに処⽅されている必要があること、に同意したもの
と⾒なされます。本アプリは Abbo� の ICM 専⽤に設計されています。

本アプリ上のデータおよび本アプリを通してアクセスされるデータには、技術上の誤りや誤植が含まれる可能性が

あります。本アプリは通知なく変更または更新される場合があります。当社は本契約を適宜改訂できるものとし、

本アプリを継続して利⽤する場合にユーザに通知します。また、ユーザには変更点に同意するかどうかを決める機

会が提供されます。

2. 本契約の重要な⽤語

本契約に関連する重要な⽤語の定義を以下に示します。

本アプリ: myMerlinTM モバイル アプリケーションは、ユーザの ICM からデータを定期的に受け取って送信します。
また、ユーザが⼿動で ICM から Merlin.net™ 患者ケア ネットワーク遠隔モニタリング システムにデータを送信する
こともできます。

データ: 本アプリを通じて利⽤できる、または本アプリの中にあるユーザの個⼈データ (健康データを含む) および
その他の情報。ユーザが本アプリに⼊⼒する情報、ユーザの ICM に関するまたは ICM により収集され、本アプリ
を通じて表示または送信される⼀定の情報、ユーザのモバイル デバイスに関する⼀定の情報などが該当します。

モバイル デバイス: 本アプリをインストールして使⽤するためのスマートフォンまたは携帯型デバイス (たとえ
ば、Apple‡ iPhone‡ モバイル デジタル デバイスや Samsung‡ Galaxy‡ モバイル デジタル デバイス)。個⼈の所有物で
あるか、診療所または医療機関から貸与されたものであるか、Abbo� により直接または Abbo� の代理⼈を通じて
提供されたものであるかは問いません。

ユーザ: Abbo� の ICM を植え込み、本アプリを利⽤する患者。

当社、Abbo�: Pacese�er, Inc. は Abbo� Laboratories の完全⼦会社です。「当社」は、Pacese�er, Inc.、St. Jude Medical
LLC、および Abbo� の関連会社を意味することもあります。これには、現地の Abbo� 関連会社や Merlin.net™ PCN
テクニカル サポート センターの、本サービスの実施に関係する範囲が含まれます。「当社」の定義のいかなる部
分も、現地の Abbo� 関連会社やその他の Abbo� 関連会社を本契約の当事者として含めるものとは解釈されないも
のとします。

「を含む」、「特に」、「たとえば」やこれに類する表現を伴う語句は具体例として解釈されるものとし、関連す

る⼀般表現の標準的な概念に限定されないものとします。

3. ユーザの個⼈情報

ユーザによる本アプリおよび本サービスの使⽤には、本アプリのプライバシーに関する声明も適⽤されます。この

声明は当社がユーザの個⼈情報をどのように取り扱うかを説明するもので、この個⼈情報には本アプリの使⽤を通

じてユーザから当社に提供される健康関連情報も含まれます。

欧州経済地域 (以下「EEA」)、英国、メキシコ、およびスイスのユーザ: 本アプリおよび本サービスを通じて送信さ
れるユーザの個⼈情報 (健康関連データを含む) のデータ管理者は、ユーザを担当する医療機関または医療従事者と
します。プライバシー ポリシーおよびユーザの個⼈情報の処理に関する確認事項は、ユーザ⾃身が当該医療機関
または医療従事者に問い合わせるものとします。Abbo� がユーザのデータをどのように取り扱うかについては、本
アプリのプライバシーに関する声明を参照してください。

本アプリのプライバシーに関する声明で定められた限定的な処理⽬的においては、Abbo� もユーザの個⼈情報 (健
康関連データを含む) のデータ管理者となります。ユーザは、Abbo� がデータ分析のためにユーザの個⼈情報を⾮



特定化、仮名化、集計、または匿名化できる法的根拠として、本アプリを通じて明示的に同意を与えるよう求めら

れます。⾃身の個⼈情報の処理について同意するよう求められた場合、ユーザはいつでも当社に連絡することで同

意を撤回できます。同意の撤回は、撤回前のユーザの同意に基づく処理の合法性には影響しません。また、ユーザ

が同意を撤回した場合、Abbo� が停⽌するのは同意の撤回に関連する個⼈情報の処理だけであることに注意してく
ださい。EEA、英国、スイス、またはその他の該当する管轄区域での医療機器の規制フレームワークを遵守するた
めなど、そうすることが契約上の義務またはその他の法的義務である場合、Abbo� は引き続き個⼈情報を処理しま
す。

4. 本アプリおよび Merlin.net™ PCN の背景

Abbo� は、ICM の製造元です。Abbo� は本アプリの開発元であり、適⽤法で義務付けられた本アプリの認可および
登録を保持しています。

本アプリを使⽤すると、ユーザの ICM から収集され、本アプリを介してアップロードされた情報を、安全な⾮公
開データベースに迅速かつ⾃動的に送信できます。Merlin.net™ PCN を利⽤することにより、担当の医療機関は、
通常とは異なる⼼臓の拍動がいつ始まったかを確認することができます。また、ユーザも、⽴ちくらみがする、気

を失いそうになる、息切れがする、⼼臓がどきどきする、または拍動が⾮常に速くなるなど、何か異常を感じたと

きに、本アプリを使⽤して⾃分の症状を把握することができます。本アプリは、担当の医療機関が⾏った設定に基

づいて、担当の診療所にユーザの⼼リズム データを⾃動的に送信します。本アプリには、個々のユーザが頻繁に
通院することなく、医療機関がユーザの⼼リズムおよび症状をモニタでき、治療⽅針を変更できるという利点があ

ります。ユーザは、モバイル デバイスを WiFi またはモバイル データ通信に接続した状態を維持する必要があり、

本アプリを ICM とペアリングさせて通信するために、Bluetooth®
[1]

 ワイヤレス テクノロジーが "ON" になっている
ことを確認する必要があります。また、担当の医療機関が⼼リズムを遠隔からモニタできるようにするために、本

アプリを使⽤する必要があります。

 

5. 本アプリの登録

登録するには、⽣年⽉⽇や ICM シリアル番号などの個⼈情報と Merlin.net™ PCN 上の患者プロファイルからの情報
(つまり、ユーザのメール アドレスおよび電話番号) (以下「登録情報」) を本アプリ画⾯から本アプリに⼊⼒する必
要があります。本アプリと ICM のその後のペアリングでは、新しいスマートフォンにした場合など、本アプリを
使⽤するために、認証コードを⼊⼿して本アプリを ICM とペアリングする必要がある場合があります。ユーザ
は、当社に登録する際に正確かつ完全な情報を提供することに同意します。また、本アプリは個々のユーザが個⼈

的に使⽤するために設計されていて、そのような⽬的で使⽤されることを了承し、これに同意するものとします。

本アプリのアカウントに対するセキュリティ インシデントまたはセキュリティ侵害に気がついた場合 (⾃身の登録
情報が侵害されたと思われる場合など)、ユーザは直ちに当社に通知する必要があります。

6. 医療上の助⾔を与えるものではない

本アプリまたは本アプリを通じて利⽤可能なサービスは、いずれも患者の健康管理サービスではありません。本ア

プリは医療機関でユーザの ICM をモニタできるようにするための情報管理サービスであり、ユーザはこのことを
知っておく必要があります。本アプリは専⾨的な医療上の助⾔を代替することを意図したものではなく、Abbo�
は本アプリを通じた健康管理サービスのプロバイダまたはサプライヤではありません。病状についてご質問がある

場合 (⼼臓の状態に関するご質問や懸念がある場合など) は必ず、資格を持つ担当の医療従事者に相談してくださ
い。本アプリに送信または本アプリに保存されたデータやその他の情報を理由として専⾨的な医療上の助⾔を無視

しないでください。または、そのような助⾔を求めることを先延ばしにしないでください。測定値が不規則であっ

た場合のほか、⼼臓その他に関連した病状が変化した場合は、医療機関が定めた慣例的なガイドラインに従ってく

ださい。

当社がユーザに医療上の助⾔または医療を⾏うことはありません。ユーザは、医学的に緊急を要する状態にあるこ

とが疑われる場合には、担当の医療機関または地域の救急サービスに連絡する必要があります。Abbo� には、ユ
ーザの測定値の変化について担当の医療機関に通知する責任はありません。  当社のテクニカル サポート担当者
は、本アプリでアクセスまたは送信可能なデータの内容、意味、起こり得る結果について、ユーザに伝える資格ま

たは権限を持ちません。



本アプリは、個々のユーザとその担当の医療機関が情報、分析、およびコミュニケーションを通じて患者の⼼リズ

ムの管理を向上させることを⽬的に設計されています。ユーザのデータの伝達、フィードバックの提供、および検

査や治療法の話し合いと提案については、ユーザと担当の医療機関が全責任を負います。Abbo� が特定の検査、製
品、処置、または意⾒を推薦または⽀持することはありません。本アプリに送信または本アプリに保存された情

報、もしくは Abbo� の従業員、代理⼈、または当社サプライヤから受け取った情報に基づいて対処⽅法を決定す
ることは、ユーザの⾃⼰責任となります。

EEA、英国、およびスイスのユーザ: 本アプリを介してユーザが利⽤できる情報は、電⼦医療記録ではありません。
ユーザが⾃⼰裁量で、本アプリを介して収集された情報を⾃身の医療記録に追加する必要があると判断した場合

は、それらの情報を印刷して必要な情報を⾃身の医療記録に追加できます。

7. 第三者製品の使⽤

第三者から、Abbo� が承認していないにもかかわらず、本アプリまたは Abbo� の ICM に対応していると主張する
不正なサービス、ソフトウェア、およびモバイル アプリが提供される場合があります。Abbo� は、本アプリまた
はご使⽤の ICM を不正な第三者製品と組み合わせて使⽤することは推奨しません。そうすることはユーザの⾃⼰
責任となります。不正な第三者製品は Abbo� の管轄外にあります。Abbo� はこのような製品に関して⼀切責任を
負わず、当該製品の妥当性、正確さ、信頼性、または状態について何も主張しません。さらに、不正な第三者サー

ビス、ソフトウェア、アプリ、またはその他の製品に関連する申し⽴てについて責任を負わず、それらに関する法

的責任も⼀切負いません。

 

8. 所有権

ユーザは、Abbo�、その関連会社、サプライヤ、またはライセンサーが、本アプリ、ドキュメント、およびそれら
の改善、更新、アップグレード、修正、カスタマイズ、または追加された部分のあらゆる側⾯ (グラフィック、ユ
ーザ インターフェイス、本アプリの実装に使⽤されたスクリプトおよびソフトウェア、本アプリの⼀部としてま
たは本アプリに関連してユーザに提供された任意のソフトウェアまたはドキュメントを含みますが、これらに限定

されません) について、すべての法的権利、所有権、および利益 (登録されているかどうか、および世界中のどこに
存在するかにかかわらず、これらのものに内在するすべての知的財産権を含みます) を所有または使⽤許諾するこ
とを了承し、これに同意するものとします。本契約の⽬的では、「知的財産権」は、著作権、特許、営業機密、ト

レード ドレス、商標、体裁の権利、営業権、設計の権利、技術、図版、コンピュータ ソフトウェア (ソース コー
ドを含む) の権利、データベース、およびこれらに類似または相当する権利、もしくは現在または将来、世界のど
こかで既知の媒体または今後発明される媒体に存在する保護の形態を意味します。ユーザは、これらの権利を侵害

する、またはこれらの権利に異議を唱えるような⾏動をとらないことに同意するものとします。

ユーザはさらに、本アプリには、該当する知的財産権法やその他の法律 (著作権を含みますが、これに限定されま
せん) によって保護される専有および機密情報 (ソフトウェア コードを含む) が含まれていることに同意します。ま
た、本契約で明示的に許可されている場合を除き、当該専有情報または専有物をいかなる⽅法でも使⽤しないこと

に同意するものとします。本契約で明示的に許可されている場合、または適⽤法で認められている場合を除き、本

アプリのどの部分も、いかなる形態またはいかなる⼿段によっても複製することはできず、ユーザは製品識別情

報、著作権表示、または所有者による制限を削除しないものとします。本アプリを不正に複製した場合、または本

契約で定められた制限に従わない場合 (または、その他本契約で与えられた使⽤許諾に違反した場合)、本契約は⾃
動的に解除されます。ユーザは、これが Abbo�、その関連会社、またはライセンサーにとって⾦銭的な賠償では⼗
分な救済にならない直接的かつ回復不能な損害を与えるものであり、かかる違反の適切な救済措置は差⽌命令によ

る救済であることに同意するものとします。ドイツのユーザ: 損害が発⽣していないことを証明するユーザの権利
は、上記の規定による影響を受けません。上記の規定の⼀部は特定の国、州、省、管轄区域では効果がない場合が

あり、上記の同意事項および条項は完全にはユーザに適⽤されない場合があります。アルジェリアのユーザ: 本ア
プリを不正に複製した場合、または本契約で定められた制限に従わない場合 (または、その他本契約で与えられた
使⽤許諾に違反した場合)、事前通知から 5 ⽇間以内に違反を是正しない限り、当該 5 ⽇間の満了後に本契約は⾃
動的に解除されます。

本アプリの構造、構成、およびコードは、Abbo�、その関連会社、およびライセンサーの貴重な営業機密情報で
す。ユーザは本アプリから製品識別情報、著作権表示、または所有者による制限を削除しないものとします。ユー



ザは、ソース コード形式で本アプリにアクセスする権利を保有しません。

Confirm Rx™、Jot DX™、myMerlin™、および Merlin.net™ とその関連するブランド マークは、Pacese�er, Inc. のさまざ
まな管轄区域での商標です (以下「Abbo� 商標」)。  本契約の条項に沿った Abbo� 商標の使⽤により⽣まれるあら
ゆる信⽤は、Pacese�er, Inc. の利益のためにのみ効⼒を⽣ずるものとします。本アプリの使⽤中に含まれる、また
はアクセスされるその他の第三者商標はそれぞれの所有者の商標であり、かかる商標に関連するすべての信⽤は、

該当するそれぞれの商標所有者に対して効⼒を⽣じます。ユーザには、前述のいずれの商標についても、明示であ

ると黙示であるとを問わず、使⽤許諾または権利は⼀切与えられません。ユーザはさらに、本アプリまたは

Merlin.net™ PCN に添付された、またはそれらに含まれる所有権通知 (商標および著作権表示を含む) を削除、不可
視化、または改変しないことに同意するものとします。Abbo� の製品またはサービスを識別することを⽬的とする
場合を除き、Abbo� から事前に書⾯による承認を得ずに Abbo� の商標、商品名、またはトレード ドレスを使⽤す
ることはできません。Abbo�、その関連会社、サプライヤ、およびライセンサーは、本契約でユーザに明示的に付
与されていないすべての権利を留保します。

本アプリの⼀部には、第三者によって提供された資料のうち、知的財産権が第三者に存続しているものが含まれて

いる場合があります。この第三者資料およびそのすべてのコピーの権利、所有権、および利益のすべては、この第

三者資料のライセンサーが保持します。これには、すべての知的財産権が含まれますが、これに限定されません。

この第三者の資料および関連する権利の使⽤は、上記の確認事項が特定の国、州、省、管轄区域で無効である場合

のみを除いて、本契約をもってユーザにより承認されたものとします。

これと⽭盾する規定があっても、Abbo� はユーザに、本アプリ、ドキュメント、またはその他のテクノロジー、情
報、資料の所有権または知的財産権を譲渡せず、当事者間では、Abbo�、その関連会社、およびそのライセンサー
が、本アプリ、ドキュメント、またはその他の技術、情報、資料、およびそれらのコピーまたは修正 (実施者およ
び実施時期にかかわらず) のあらゆる側⾯ (上記のすべての規定に関するすべての知的財産権を含みますが、これら
に限定されません) について、すべての権利、所有権、および利益の独占的所有権を保持するものとします。

9. 許諾の付与と範囲

ユーザは、本アプリをモバイル デバイスにダウンロードし、ICM と組み合わせて本アプリを利⽤する際の有⽤性
を評価する、および使⽤する⽬的でのみ、本アプリと本サービスを表示および使⽤できます。本アプリは、Abbo�
がユーザに使⽤許諾するもので、販売するものではありません。本契約の遵守を条件とし、また、本アプリの使⽤

が Abbo� によって許可されている場合に限り、当社はこれにより、限定的、⾮独占的、取消可能、譲渡不可能、
再使⽤許諾不可能の条件で、個⼈的な⾮商⽤⽬的でのみ、モバイル デバイスに本アプリをインストールして使⽤
することを許可します (以下「本許諾」)。本契約のいずれかの条項を遵守しなかった場合、ユーザは直ちに本アプ
リの使⽤を中⽌し、モバイル デバイスから本アプリを消去 (つまり、アンインストールと削除) する必要がありま
す。

ここで付与される本許諾は、権利、所有権、利益、または知的財産権を付与するものではありません。ユーザは、

本アプリ、ドキュメント、その知的財産権、またはその他の技術、情報、資料の権利、所有権、または利益を取得

しません。本契約の条項に沿った知的財産権の使⽤により⽣まれる信⽤は、Abbo�、その関連会社、そのライセン
サーの利益のためにのみ効⼒を⽣じるものとします。

ここに明示的に付与されていない権利は、上記の規定が特定の国、州、省、管轄区域で無効である場合のみを除い

て、Abbo�、その関連会社、そのサプライヤ、またはそのライセンサーが留保します。ユーザは、ここで明示的に
許可されている⽅法でのみ、本アプリを使⽤することに同意するものとします。ドイツのユーザ: 上記の規定のう
ち、ドイツの該当する著作権法で禁⽌されている範囲については、ドイツのユーザに適⽤されないものとします。

10. 許諾の制限

本契約で明示的に定められている、または現地法で許可されている場合を除き、ユーザは以下を⾏わないことに同

意するものとします。

a. 所有していない、管理していない、または正当なアクセス権が付与されていないモバイル デバイスで本ア
プリを使⽤すること

b. 第三者の同意なしに、本アプリをその第三者の ICM に接続すること



c. 本アプリ、ドキュメント、またはその⼀部を、いずれかの⼈物に対していずれかの形式で、インターネット
上または他の⽅法によってコピー、複製、再公開、アップロード、投稿、またはその他の⽅法で利⽤可能に

すること

d. 本アプリの配布、販売、レンタル、リース、再使⽤許諾、貸付、翻訳、譲渡、統合、適合、変更または修正
を⾏うこと

e. 本アプリの全部または⼀部に変更や修正を加えること、または他のいずれかのプログラムに本アプリまたは
その⼀部の結合や組み込みを⾏うこと

f. 本アプリの全部または⼀部について、分解、逆コンパイル、リバース エンジニアリング、デコード、派⽣
物の作成、ソース コードの取得または検査、ドキュメントの設計を試みること

g. 本契約に明示的に記述されている場合を除き、本アプリまたはドキュメントの権利の販売、レンタル、リー
ス、譲渡、使⽤許諾、再使⽤許諾、配布、またはその他の⽅法での譲渡を⾏うこと。本アプリがインストー

ルされているモバイル デバイスを譲渡する場合、本アプリを別のエンド ユーザに譲渡せず、アンインスト
ールするものとします。本アプリを使⽤して保存または送信するデータはユーザ固有のものです。別のエン

ド ユーザが本アプリの使⽤を希望する場合は、本アプリを直接そのユーザのデバイスにダウンロードし
て、新しいアカウントを作成する必要があります。

h. 本アプリの使⽤中に表示される製品識別情報、所有者による制限、著作権、商標、サービス マーク、タグ
ラインまたはその他の通知を削除、変更、不可視化すること

i. 当社への書⾯による事前通知なしに、いずれかの⼈物に対していずれかの形式で、本アプリの全部または⼀
部 (オブジェクトとソース コードを含む) を提供すること、または利⽤可能な状態にすること

j. 商業⽬的でのタイムシェアリングや他の⽅法での第三者へのサービス提供など、営利⽬的で本アプリを使⽤
すること

k. 当社が実装するセキュリティ対策やデータ保護対策の回避または無効化を試みないこと、また本アプリのセ
キュリティに影響を与えるようなことを⾏わないこと

l. 本アプリと競合する製品やサービスを直接的または間接的に開発、宣伝、配布、販売またはサポートするこ
とを⽬的として本アプリのどのような部分についてもアクセス、利⽤、またはコピーを⾏わないこと

11. 利⽤制限

本アプリの使⽤に関連して、ユーザは以下の義務を負います。

1. すべてのアクティベーション コードやセッション コードまたはパスワードを機密として扱い、どのような
⼈間にも開示しないこと

2. 本アプリを違法な⽬的のために違法または不法な⼿段または本契約に反する⼿段によって使⽤しないこと、
または本アプリやその他のオペレーティング システムにハッキングを仕掛けたり、ウイルスや有害なデー
タを含む悪質なコードを書き込んだりするなど、不正なまたは悪意のある⾏動を取らないこと

3. 違法、有害、不法、不快、または他⼈のプライバシーを侵害するデータまたはその他の情報を、アップロー
ド、ダウンロード、メール、送信、保存、およびその他の⼿段により利⽤可能な状態にしないこと。これに

は 18 歳未満または現地法で⼦どもと定義される年齢未満の⼈物に関するものも含まれますが、ユーザがそ
の⼦どもの保護者、親権者、または後⾒⼈の場合はその限りではありません。

4. 他⼈のふりをしたり、⾃分の身元、年齢、他者との関係を偽って伝えたりしないこと、また本アプリを使⽤
して、別の⼈の ICM に接続したり、そこからデータを収集したりしないこと。Abbo� は、ユーザの身元の
偽装または不実表示、あるいは別の⼈物の名前または身元の不正流⽤と⾒なされるアカウントまたはメール

アドレス、または別のユーザのデータを乗っ取るために使⽤されたアカウントまたはメール アドレスを拒
否またはブロックする権利を留保します。

5. 当社または他の第三者の知的財産権を侵害しないこと (アップロードする権利のない内容をアップロードす
ることを含む)、また守秘義務、就業規則、または秘密保持契約に反して機密情報または営業機密を開示し
ないこと

6. 当社のシステムやセキュリティを損傷する、無効化する、過度な負荷をかける、弱める、または危険にさら
す、または他のユーザに⼲渉する⽅法で本アプリを使⽤しないこと



7. 嫌がらせまたはその他の不法⾏為や違法⾏為、データ保護、プライバシー、または医療上の機密に関連する
ものを含むすべての適⽤法に準拠する⽅法で本アプリを使⽤すること (データ送信を含む)

8. 本アプリや当社のシステム (データを除く) からどのような情報やデータも収集、または取得せず、実⾏して
いるサービスを問わず、サーバから送受信されるどのようなデータの解読も試みないこと

本アプリの使⽤またはその他の⾏為が意図的か⾮意図的かを問わず Abbo� の本サービスを提供する能⼒を脅かす
場合、Abbo� は本アプリを保護するためにあらゆる合理的な措置を講じる権利を保有するものとします。これに
は、本アプリへのアクセスの停⽌または本アプリのアカウントの終了が含まれる場合があります。

12. モバイル デバイスの適合性要件

本アプリを使⽤するには、次の機能を搭載したモバイル デバイスが必要となります。

Apple‡ iOS‡ v13.0 以降のオペレーティング システム、または Google‡ Android‡ v9.0 以降のオペレーティング
システム

インターネット接続 (モバイルまたは Wi-Fi)

Bluetooth®1 4.0 ワイヤレス テクノロジー以降 (「Bluetooth®1 Low Energy」ワイヤレス テクノロジーとも呼ば
れます)

本アプリを使⽤するには、モバイル デバイスで次のような特定の機能を有効にする必要があります。

本アプリのバックグラウンド データ

位置情報の権限を [常に許可] に設定する (Android の場合のみ)

[通知] を許可する

本アプリの⾃動更新を有効にするか、本アプリの更新を許可する (推奨)

モバイル デバイスの機能と本アプリの使⽤に関する詳細な推奨事項については、「アプリの設定」にアク
セスしてください。

13. アプリの更新とアップグレード

本アプリの更新は、アプリ ストア プロバイダから⼊⼿できる場合もあります。更新内容によっては、ユーザは、
本アプリのY新バージョンをダウンロードして適⽤される新しい条項を承認するまで本アプリを使⽤できない場合

があります。Abbo� がアップグレードと識別した本アプリのバージョンを使⽤するには、ユーザはまず、Abbo� が
アップグレードの対象と識別した元のアプリの使⽤を許可される必要があります。アップグレード後は、アップグ

レードの許可の基礎となった本アプリのバージョンを使⽤できなくなり、アップグレードされたソフトウェアを本

契約において使⽤許諾されたアプリと⾒なします。ただし、上記の規定のうち、ドイツの該当する著作権法で禁⽌

されている範囲については、ドイツのユーザに適⽤されないものとします。本契約は、Abbo� が更新または補⾜と
ともに他の条項を提供しない限り、本アプリの各バージョンのすべての更新または補⾜に適⽤されます。本契約と

更新または補⾜に関して提供される他の条項との間に不⼀致がみられる場合は、当該の他の条項を有効と⾒なしま

す。このセクション 13 は、Abbo� が個別に価格設定する新機能や将来の製品の提供を Abbo� に求めるものではあ
りません。

14. 確認事項

a. 本契約は本アプリに適⽤され、別途条件が定められない限り、本アプリのすべての更新にも適⽤されます。

b. アプリ ストアから本アプリをダウンロードするデバイスは、ユーザに所有権がある、または所有者から使
⽤許可およびアプリにアクセスしコピーをダウンロードする許可を得ているモバイル デバイスとします。
ユーザおよびモバイル デバイスの所有者は、デバイス上のインターネット アクセスまたはデータ使⽤につ
いてサービス プロバイダから料⾦を請求される場合があります。ユーザは、本アプリまたはこれに関連す
るあらゆるモバイル デバイスについて、ユーザが所有するかどうかにかかわらず、本契約に基づく使⽤上
の責任、および使⽤に関する料⾦、費⽤、税の⽀払いの責任を負います。



c. ユーザは、当社が提供する本アプリのY新バージョンをモバイル デバイスにダウンロードおよびインスト
ールするものとします。

d. ユーザは、本アプリの受信、アクセス、または使⽤に必要なすべてのハードウェア、すべての通信、および
Abbo� が提供しないその他の必需品またはサービスの取得、維持、および⽀払いを⾏う責任を負います。

e. ユーザを担当する診療所または医療機関から本アプリを搭載したモバイル デバイスが提供されている場
合、モバイル デバイスの所有権は引き続き Abbo� にあり、ユーザはモバイル デバイスに対してどのような
変更、増強、改造も試みないことを確認および承認しているものとします。

f. ユーザは本アプリを使⽤することで、データの送信を含み、インターネット通信が完全に⾮公開または安全
なものではないことについて確認および承認したものと⾒なされます。インターネット通信は、たとえ特定

の送信が暗号化されていることについて特別に通知されている場合であっても、他者に読み取られる、また

は傍受される恐れがあることについて、ユーザは認識しているものとします。

g. 本アプリまたはその機能あるいはその⼀部がすべての⾔語またはすべての国で利⽤できるわけではなく、
Abbo� は、本アプリまたはその機能あるいはその⼀部が特定の場所での使⽤に適切または利⽤可能であると
明⾔しません。

15. アプリ アカウントの削除

ユーザは本アプリをいつでも削除 (つまりアンインストール) できます。医療機関が Merlin.net™ PCN に独⾃のアカ
ウントを設定して、ユーザに固有の患者プロファイルを作成することに注意してください。また、本アプリを削除

しても、医療機関が作成したアカウントまたは患者プロフィールには影響しません。Abbo� は、本アプリに関する
情報の保持、保存、またはバックアップについて責任を負いません。保存を望む情報の保持、維持、およびバック

アップ (電⼦的またはハード コピー、あるいはその両⽅) を⾏う責任は、ユーザが単独で負うものとします。Abbo�
は、情報への不正アクセス、不正使⽤、不正変更について責任を負いません。本アプリの情報をメール、バックア

ップ、またはスクリーンショット撮影した場合、あるいは他の⽅法で個⼈情報またはレポートを第三者と共有した

場合、その情報は暗号化されておらず、Abbo� はその情報のプライバシーまたはセキュリティを管理できません。
ユーザは、そのような情報のセキュリティを保護するために適切であると判断する措置を講ずるものとします。法

律で別段の定めがある場合を除き、ユーザは、本アプリのアカウントは譲渡不可であり、本アプリまたは本アプリ

に保存されている情報を所有する権利は、死亡時に終了することに同意するものとします。

本アプリの削除に加えて、Abbo� による個⼈情報の処理への同意を取り消す場合は、本契約のセクション 3 の指示
に従ってください。

16. 本契約に対する変更

当社は本契約を随時変更し、合理的な⽅法で変更を通知する場合があります。その⽅法には、ユーザが次に本アプ

リを使⽤する際に改訂した本契約を画⾯に表示し、本アプリの使⽤を継続するには、変更内容を読み、明示的に同

意することを求めることなどが含まれます。受諾すると、該当する条項は直ちに有効になりますが、そのような変

更を組み込んだ改訂済み本契約を当社が掲示した⽇以前に発⽣したユーザと Abbo� 間の争議には適⽤されませ
ん。ユーザがそのような変更の受諾を拒否した場合、当社は本契約を終了し、ユーザによる本アプリの使⽤を停⽌

することができます。ユーザは、本アプリの変更または停⽌について、Abbo� がユーザまたは第三者に対して責任
を負わないことに同意するものとします。

ドイツのユーザ: 本契約の変更については、本アプリの開始時に通知します。書⾯で、または Abbo� が同意した電
⼦的⼿段を使⽤してユーザが Abbo� に通知しない限り、変更は受諾されたと⾒なされます。当社は、変更を公表
する際にユーザの注意がこの事実に向くようにします。変更に異議を唱える場合は、変更の通知を受け取ってから

6 週間以内に⾏う必要があります。

EEA、英国、およびスイスのユーザ: 本契約の変更については、本アプリへのログイン時に通知します。書⾯で、ま
たは Abbo� が同意した電⼦的⼿段を使⽤してユーザが Abbo� に通知しない限り、変更は受諾されたと⾒なされま
す。Abbo� は、変更を公表する際にユーザの注意がこの事実に向くようにします。変更に異議を唱える場合は、変
更の通知を受け取ってから 6 週間以内に⾏う必要があります。異議があった場合、Abbo� は 4 週間前に通知するこ
とで本アプリ アカウントを終了できます。それ以外の場合、このセクション 16 は EEA、英国、スイスに居住する
ユーザには適⽤されません。



アルジェリアのユーザ: このセクション 16 で⾔及されている、本契約の重要な規定または本サービスの特徴に関連
する変更は、当社が変更内容について 5 ⽇前にユーザに事前通知し、この通知期間内にユーザがかかる変更を受諾
しない限り、有効にはなりません。

17. 本アプリのサポート

無料のテクニカル サポートを利⽤できます。また、植込み後に当社の担当者がユーザに連絡を取り、本アプリに
関連したサービスを提供する場合があります。これには、本アプリの使⽤に関する教育、本アプリのモバイル デ
バイスとのペアリング、本アプリとモバイル デバイスの基本的なトラブルシューティングが含まれます。本アプ
リについてテクニカル サポートが必要な場合は、当社のカスタマー サービスに直接お問い合わせいただくことも
できます。

本アプリのサポートを受けるために提供するデータ、コメント、または資料 (質問、コメント、提案、または同様
のものなどのフィードバック データ (以下「フィードバック」) を含む) は、機密情報ではないと⾒なされます。
Abbo� は、そのようなフィードバックに関していかなる種類の義務も負わず、制限なく⾃由に複製、使⽤、開示、
展示、表示、転送、派⽣物の作成、他者への配布を⾏えるものとします。ただし健康関連のデータを含む個⼈情報

は除きます。これはフィードバックに含まれる場合がありますが、本契約のセクション 19 が適⽤されます。さら
に Abbo� は、フィードバックに含まれるアイデア、概念、ノウハウ、または技術を、そのようなフィードバック
を組み込んだ製品の開発、製造、マーケティングを含むあらゆる⽬的に⾃由に使⽤できるものとします。

18. クラッシュ分析データ

本アプリがクラッシュまたは特定のソフトウェア エラーを起こした場合、Abbo� は本アプリをサポートおよび改
善できるようにエラーを報告します。この報告機能は、本アプリのソフトウェアに組み込まれています。通常の使

⽤中にクラッシュまたは特定の送信エラーが発⽣した場合、本アプリは問題に関する特定の情報を Abbo� に送信
します。本アプリの問題を解決するために Abbo� が受け取る情報は、ユーザの個⼈情報を含んでいる場合や、ユ
ーザの個⼈情報に関連付けられる場合があります。そのような情報を受け取る限りにおいて、Abbo� は常に適⽤法
を遵守します。

19. 送信データに関する取り決め

a. 当社は、本アプリを介して本サービスに送信されるデータの所有権を主張しません。ユーザは当社に個⼈情
報を開示することにより、当社がユーザに本サービスを提供することを⽬的として、そのようなデータを使

⽤、配布、複製、変更、適合、情報作成、公開、および翻訳するための、世界規模で無償の⾮独占的許諾を

付与します。これには、本アプリおよび本サービスの品質を維持および改善する⽬的も含まれます。

b. ユーザは、本契約により、本サービスから派⽣した集計情報、匿名化した情報、仮名化した情報、個⼈を特
定不可能にした情報を、当社独⾃の⽬的、当社の関連会社と第三者の研究者に開示する⽬的、および次の⽬

的で、当社が作成、アクセス、保持、および使⽤することが許可されることに同意するものとします。

公衆衛⽣の利益のために当社の⼼臓⽤デバイスとシステムおよび医療機器とシステムの品質、セキュ

リティ、および有効性を改善するため、および⼼臓関連疾患の⾰新的かつ効果的な治療法の開発を可

能とするため

調査研究により当社製品およびサービスがどのように使⽤されているかを把握するため、当社製品お

よびサービスのパフォーマンスと有効性を評価するため、将来の製品を改善するため、実際のエビデ

ンス研究に関連して、当社および当社関連会社の統計⽬的および統計分析のために実施するため、お

よび第三者の研究者、医療事業体、医療専⾨家、または公共保健機関に情報を開示するため

本アプリと本サービスの提供および使⽤状況と、それらの有効性を評価するため (地域などの患者情
報を含む)

本アプリと本サービスの機能やアップグレードの妥当性を確認するため (本アプリと本サービスの安
全性およびセキュリティのモニタリングや改善を含む)、かつ、医療機器 (新しい機能や既存の機能を
含む) を研究、開発、テストするため、ならびに製品開発、データ分析、統計⽬的、および調査⽬的
のために本アプリ、本サービスおよび Abbo� の医療機器をテストし、改善するため

20. 本契約の終了



本契約は、ユーザが本契約に同意した時点で有効になり、終了しない限り継続するものとします。本契約のセクシ

ョン 15 に記載されているように、ユーザはいつでもアプリを削除できます。ユーザが本契約のいずれかの条項に
違反した場合、またはこれらを遵守しなかった場合、本契約は追加の通知なしに直ちに終了します。Abbo� はま
た、理由の如何を問わず、事前の通知なしにいつでも本契約を終了または停⽌できるものとします。ユーザが本契

約に違反した、または本契約の⽂⾔もしくは精神と相反する⾏動をしたと Abbo� が判断した場合も、本契約を終
了または停⽌できるものとします。Abbo� は、ユーザが本アプリの使⽤を中⽌することを選択した場合、または本
アプリ、本サービス、または ICM が提供されなくなった場合はいつでも、本アプリのサポートの提供を終了でき
るものとします。

本契約がこのように終了または停⽌された場合、次のことが⾏われます。

a. ユーザは本契約によって認められたすべての活動を直ちに中⽌する必要があります。ユーザは本アプリを使
⽤できなくなります。これには本アプリを使⽤したデータのアクセスも含まれます。ただし、上記の規定の

うち、ドイツの該当する著作権法で禁⽌されている範囲については、ドイツのユーザに適⽤されないものと

します。

b. Abbo� は、ユーザまたは第三者に対する責任を負うことなく、ユーザによる本アプリ、登録情報、およびす
べての関連資料へのアクセスを直ちに停⽌、無効化、または終了でき、こうした資料へのさらなるアクセス

を提供する義務を負わないものとします。

c. ユーザは本アプリの使⽤を中⽌し、本アプリとドキュメントのすべてのコピーをアンインストールおよび破
棄する必要があります。

d. 本契約に基づいてユーザに付与されたすべての権利 (すべての使⽤許諾を含む) は停⽌するものとします。

アルジェリアのユーザ: ユーザが本契約のいずれかの条項に違反した場合、またはそうした条項を遵守しなかった
場合、当社は違反を是正するために、終了について 5 ⽇前にユーザに事前通知します。ただし、ユーザの過失また
は義務の履⾏拒否のために、かかる違反を是正できない、または義務の履⾏が不可能になった場合を除きます。

Abbo� が本契約を終了または停⽌する場合、当社は終了について 5 ⽇前にユーザに事前通知し、アルジェリアの強
⾏法規に従ってかかる終了についてユーザを補償します。ユーザが本契約に違反した、または本契約の⽂⾔もしく

は精神と相反する⾏動をしたと Abbo� が判断した場合も、違反を是正するために、終了について 5 ⽇前に事前通
知することを条件に、Abbo� は本契約を終了または停⽌できるものとします。ただし、ユーザの過失または義務の
履⾏拒否のために、かかる違反を是正できない、または義務の履⾏が不可能になった場合を除きます。Abbo� は、
ユーザが本アプリの使⽤を中⽌することを選択した場合、または本アプリ、本サービス、または ICM が提供され
なくなった場合はいつでも、本アプリのサポートの提供を終了できるものとします。その場合、当社は終了につい

て 5 ⽇前にユーザに事前通知します。

 

21. 保証の免責事項

本アプリは、ユーザがモバイル デバイスを使⽤して ICM から Merlin.net™ PCN にデータを送信し、医療機関がこの
データにアクセスできるようにするために提供されています。ユーザは、本アプリの使⽤についてユーザが単独で

責任を負うことと、満⾜のいく品質、性能、正確性、および成果に関するすべてのリスクがユーザにあることを認

め、同意するものとします。

本アプリは、製造元が承認したカーネル、システム設定、または使⽤制限を削除、置換、回避するために変更また

はカスタマイズされたモバイル デバイス、または製造元の保証に違反するモバイル デバイスでの使⽤を意図して
いません。このようなモバイル デバイスで本アプリを使⽤すると、他のソフトウェアやデバイスの動作に悪影響
を及ぼす可能性があります。本アプリのために作成された、または本アプリに含まれる内容は、データの送信を可

能にするための情報を提供することを⽬的としています。本アプリは、医療活動または医療⾏為や医療サービスの

提供に使⽤されることを意図していません。また、個別の医療サービスや医療⾏為を提供することも意図していま

せん。

適⽤される法律で認められるY⼤限の範囲において、Abbo�、その関連会社、およびその第三者プロバイダは、本
アプリと本サービスを無⽋点保証を伴わない "現状のまま" および "現状渡し" で提供し、⼀切の保証を伴わないも
のとします。また権原および⾮侵害の保証、商品性、特定⽬的と品質への適合性、ウイルスがないことの黙示的な

保証、義務、条件を含め (これらに限定されない)、明示的か黙示的か法的かにかかわらず、その他の保証および条



件をすべて放棄します。Abbo� または Abbo� の認定を受けた代表者による⼝頭または書⾯による情報または助⾔
の⼀切は、保証を約束するものではありません。本アプリは、専⾨家による医療判断、直接的な医学的管理や緊急

介⼊のための代替として使⽤することはできず、また、緊急時の使⽤、リアルタイムのアラームまたは緊急を要す

るデータの送信や表示を意図したものでもありません。すべての患者の医療診断と治療は、適切な医療従事者が⾏

うものとします。本アプリおよびドキュメントの内容に基づいてユーザが⾏う診断、決定、または評価について、

あるいは本アプリおよびドキュメントの内容に基づいて⾏われた決定の結果としてユーザが被る可能性のある損傷

について、Abbo� も、その関連会社のいずれも責任を負わないものとします。

当社はデータ保護のための商業上の合理的な安全措置 (本アプリでローカルに保存されるデータの暗号化や、ICM
と本アプリとの間の Bluetooth®1 ワイヤレス テクノロジーによる通信の暗号化など) を講じていますが、当社は、本
アプリを搭載し、インターネットに接続されたあらゆるシステム、モバイル デバイス、スマート デバイスによっ
て送信または保存される⼀切の情報のプライバシー、セキュリティ、信頼性、⾮損傷について保証しません。

Abbo� は、ユーザまたは第三者が提供するデータの正確性、完全性、信頼性、適時性に関して、あるいはユーザ
が本アプリに保存したデータによって⽣成された内容の正確性、完全性、信頼性、適時性に関して、いかなる明⾔

や保証も⾏いません。特に Abbo� は、そのようなデータに基づく情報が、情報の開示を必要とする政府規制に準
拠することについて、いかなる明⾔や保証も⾏いません。 

Abbo�、その関連会社、および第三者プロバイダは、本アプリに含まれる機能がユーザの各要件を満たすこと、本
アプリの動作に中断やエラーがないこと、または本アプリのエラーがすべて修正されることのいずれについても保

証しません。本アプリで使⽤されるようなソフトウェアは、本質的にバグの影響を受け、他のコンピュータ ソフ
トウェアやハードウェアと互換性がない可能性があります。本アプリは、不具合が⼈や有形または無形の資産に重

⼤な損傷または傷害をもたらす可能性のある⽤途に使⽤しないでください。

いかなる状況においても、Abbo� は、第三者のハードウェアまたはソフトウェア、あるいは本アプリに表示される
データの正確性に関して、いかなる保証や表明も⾏わず、Abbo� は、その不具合に関するすべての責任を放棄しま
す。Abbo� は、詐欺または重⼤な過失の場合を除き、Abbo�、その関連会社、代理⼈、譲受⼈、またはその他の第
三者に対して、本契約の過程で適⽤される可能性がある訴訟または申し⽴てから⽣じうる⼀切の責任を放棄しま

す。

ただし、国、州、省、管轄区域によっては、黙示的な保証の除外、または黙示的な保証期間に対する制限が認めら

れていないため、上記免責事項は完全な形で適⽤されない場合があります。適⽤法により当社に保証の提供が義務

付けられる範囲で、このような保証の範囲と期間は、該当する適⽤法に基づいて提供が義務付けられるY低限の範

囲であることにユーザは同意するものとします。

ドイツおよびスイスのユーザ: ドイツとスイスのユーザ向けのこのサブセクションを除き、セクション 21 はドイツ
とスイスのユーザには適⽤されません。その代わり、本アプリと本サービスはドイツとスイスのユーザに "現状の
まま" および "現状渡し" で提供されます。当社は、本アプリと本サービスが⻑時間にわたって停⽌することや、そ
の使⽤における重⼤な障害を可能な限り回避するよう努めていますが、本アプリまたはそれに含まれる機能にエラ

ーまたは中断なくアクセス・使⽤できることを保証しません。ユーザの法定保証の権利は、上記の規定による影響

を受けません。

英国のユーザ: このセクション 21 のいかなる規定も、満⾜のいく品質、⽬的への適合性、または説明の正確性に関
する法定保証に影響を与えるものではありません。

オーストラリアのユーザ: セクション 21 のいかなる規定も、2010 年競争・消費者法 (Cth) における消費者保証に関
するユーザの権利に影響を与えるものではありません。当社の商品とサービスには、オーストラリアの消費者法で

は除外できない保証が付属しています。サービスの重⼤な不具合について、ユーザは次の権利を保有するものとし

ます。

a. 当社とのサービス契約のキャンセル

b. 未使⽤部分の返⾦、または減額された価値の補償

またユーザは、商品の重⼤な不具合について、返⾦または交換を選択する権利も保有します。商品またはサービス

の不具合が重⼤な不具合ではない場合、ユーザは妥当な時間内で不具合の修理を受ける権利を保有します。これを



⾏わない場合、ユーザは商品の返⾦と、サービスの契約をキャンセルして未使⽤部分の返⾦を受ける権利を保有し

ます。ユーザはまた、商品またはサービスの不具合による合理的に予測可能なその他の損失または破損について

も、補償を受ける権利を保有するものとします。

アルジェリアのユーザ: このセクション 21 のいかなる規定も、以下について当社の責任を制限または除外しないも
のとします。

a. ユーザへの本アプリおよび本サービスに対する保証の提供については、消費者保護および詐欺の抑⽌に関連
する 2009 年 2 ⽉ 25 ⽇付けの法律 No. 09-03 の第 13 条 (修正を含む) に従う

b. 本アプリおよび本サービスがユーザにY初に提供された⽇から 6 か⽉以内に⽣じた本アプリおよび本サービ
スの⽋陥については、商品およびサービスの保証の実施に関する条項を定めた 2013 年 9 ⽉ 26 ⽇付けの⾏政
命令 n° 13-327 に従う 

22. 当社の責任限度に関する重要な情報

適⽤法で認められるY⼤範囲において、いかなる状況においても、Abbo�、その関連会社、および第三者プロバイ
ダは、あらゆる特別損害、付随的損害、間接的損害、結果的損害、懲罰的損害を含む⾦銭的損失について⼀切責任

を負いません。ただし次の場合を除きます。

a. ニュージャージーのユーザ: 本契約のいかなる条項も、ニュージャージー州法 (該当する場合) に基づいて消
費者が回復できる損害を除外するものではありません。これには、New Jersey Puni�ve Damages Act (ニュー
ジャージーの懲罰的損害賠償法)、New Jersey Products Liability Act (ニュージャージーの製造物責任法)、New
Jersey Uniform Commercial Code (ニュージャージーの統⼀商事法典)、New Jersey Consumer Fraud Act (ニュージ
ャージーの消費者詐欺防⽌法) が含まれる場合があります。

b. ドイツのユーザ: Abbo� は、重⼤な契約義務に関する重度の違反に対して責任を負います (以下「基本義
務」)。基本義務は、本契約の正常な履⾏のために満たされる必要のある契約上の義務であり、ユーザに通
常依拠されるものです。これ以外について Abbo� の責任は、重⼤な過失および故意の不法⾏為に限定する
ものとします。基本義務における軽微な過失により、または単純な代⾏の⼀環として⾏われた軽微な不法⾏

為により Abbo� の責任が発⽣した場合、Abbo� の責任は⼀般的に予測可能な損害に限定するものとしま
す。これはどのような必須の法的責任、特に⼈命損失、⼈身事故、病気に関連する Abbo� の責任およびド
イツの製造物責任法に関連する責任にも影響を与えるものではありません。ドイツのユーザに適⽤されるこ

のサブセクションを除き、セクション 22 はドイツに居住するユーザには適⽤されません。

c. 英国およびスイスのユーザ: 本契約のいかなる条項も、当社の過失に起因する死亡または⼈身事故、または
本アプリに関連する詐欺または悪意不実表示について、当社の責任を除外するものではありません。

d. オーストラリアのユーザ: セクション 21 または 22 のいかなる規定も、2010 年競争・消費者法 (Cth) におけ
る消費者保証に関するユーザの権利に影響を与えるものではありません。この条項の他の規定に関係なく、

2010 年競争・消費者法 (Cth) または他の法律に、提供した商品またはサービスに関して保証があると記載さ
れており、その保証の違反に対する当社の責任は除外されないものの限定される場合、そのような違反に対

する当社の責任は、商品の提供の場合には、商品の交換、同等の商品の供給、または商品の修理に限定さ

れ、サービスの提供の場合には、サービスの再提供、またはサービスの再提供にかかる費⽤の⽀払いに限定

されます。

e. アルジェリアのユーザ: 本契約のいかなる条項も、不法⾏為 (過失を含む) の下で⽣じる損害、または詐欺も
しくは重⼤な過失のために⽣じる損害について、当社の責任を除外するものではありません。当社は、詐欺

または重⼤な過失の場合を除き、本契約の締結時に予測できた損失についてのみ責任を負うものとします。

Abbo�、その関連会社、および第三者プロバイダがこのような損害が⽣じる可能性について報告を受けていたとし
ても、また救済がその本質的な⽬的を達成できないとしても、上記の制限は、利益の損失、データまたはその他の

無形資産の損失、本アプリを通して送信された情報のセキュリティの損失 (第三者によるこのような情報の不正傍
受を含む)、事業中断、⼈身事故、本アプリの使⽤または使⽤不能あるいは本アプリで使⽤または使⽤する可能性
のある第三者ソフトウェアや第三者ハードウェアの使⽤または使⽤不能に起因または関連するプライバシーの喪

失、本アプリまたは本契約の規定に関連したモバイル アプリ／素材／リンク先のウェブサイトのダウンロードに



よってデバイスに感染する可能性のあるウイルスまたはその他の技術的に有害な素材を原因とする損失に対するい

かなる損害にも適⽤されます。

上記の制限は、そのような損害が契約、不法⾏為 (過失を含む)、厳格責任、またはその他の理論から⽣じかどうか
を問わず、適⽤されます。

本アプリを介して医療機関と共有する情報を除き、ユーザが本アプリの個⼈情報 (健康関連データを含む) を第三者
(第三者のアプリを含む) と共有することを選択した場合、ユーザは、法律で許可されるY⼤限の範囲で、Abbo� も
そのビジネス パートナーも、ユーザによる個⼈情報 (健康関連データを含む) の共有または公開の決定について責
任を負わないことを認め、同意するものとします。これによりユーザは、Abbo� とそのビジネス パートナーを、
そのような第三者によるユーザの個⼈情報の収集またはその他の処理から⽣じる可能性のあるあらゆる責任から解

放します。

上記の規定を制限することなく、ユーザが被る可能性のある損失にかかわらず、適⽤される法律で認められるY⼤

限の範囲において、本契約の規定に基づく、または他の⽅法で本契約に関連する Abbo�、その関連会社、およびそ
のサプライヤの全責任は、次のいずれかに限定されるものとします。

a. 本アプリ内の不具合の修復、修理、または修正 (当事者がそのような損失を予⾒または想定可能であったか
どうかを問わない)

b. 該当する場合は、本アプリに対してユーザが実際に⽀払った額または 10.00 ⽶ドルのいずれか⼤きい⽅。

国、州、省、管轄区域によっては、責任、特定の黙示的な保証、付随的損害、結果的損害の除外や制限を禁⽌また

は制限している場合があります。そのような法律が適⽤される場合のみ、上記の免責事項、制限、または除外の⼀

部またはすべてが適⽤されない場合があり、ユーザは適⽤される法律に基づいて特定の権利を追加で保有すること

があります。

23. 補償

適⽤法で認められるY⼤範囲において、ユーザは、(i) ユーザの本アプリの使⽤または本アプリに関連した活動、お
よび (ii) 本契約または法律、規制または第三者の権利 (ユーザまたはユーザの家庭や組織の他者による、あるいは本
アプリの使⽤に関連した (過失⾏為、不作為、および故意の不正⾏為を含む) 第三者の知的財産権の侵害を含む) の
違反または違反の疑いに起因または関連して第三者が⾏ったあらゆる申し⽴て、損害、請求、負債、裁判、裁定、

損失、費⽤ (弁護⼠および専⾨家の費⽤を含む) から、Abbo�、その関連会社、およびそれぞれの役員、取締役、従
業員、代理⼈、後継者、譲受⼈、およびライセンサーを補償、弁護しかつ無害に保つことに同意します。ドイツの

ユーザ: 損害が発⽣していないことを証明するユーザの権利は、上記の規定による影響を受けません。

24. 輸出規制

本アプリは、⽶国の輸出規制の制約の対象となります。これには⽶国の輸出禁⽌、または輸出を制限するその他の

連邦規則や規制が含まれます。当社は、ユーザが次のような状態である場合は、ユーザが次のような状態ではない

と主張している場合でも、故意に本アプリをユーザに利⽤可能にすることはありません。(a) ⽶国政府の禁輸措置
または貿易制裁の対象となる国に居住している、またはその居住者あるいは国⺠である (⽶国の制裁措置について
は、h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx を参照してください)。または
(b) ⽶国政府による制限されたエンド ユーザのリストに記載されている ("特定国籍業者" など。リストは
h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-List/Pages/default.aspx で⼊⼿可能)。

25. 通知

本契約におけるまたは本契約に関連する通知は、書⾯により送料前払いの郵便で Legal Department, One St. Jude
Medical Drive, St. Paul, Minnesota 55117, United States 宛てに送付するものとします。当社がユーザに連絡を取る、ま
たは書⾯で通知を⾏う必要がある場合、当社は電⼦メール (当社にアドレスが通知されている場合) または⽀払い済
み郵便によって、ユーザが本アプリを申し込む際に通知した住所に送付します。

26. 介⼊



当社は、公営または私営の情報通信ネットワークの障害など、当社の合理的な⽀配の及ばない出来事 (以下「介
⼊」) に起因する本契約における当社の義務の不履⾏または履⾏遅延について、責任を負いません。本契約におけ
る当社の義務の履⾏に影響を与える介⼊が起こった場合、(a) 本契約における当社の義務は停⽌し、義務の履⾏期
限は介⼊が続く間延⻑され、(b) 当社は介⼊に反して本契約における当社の義務の履⾏を可能にする解決策を⾒つ
けるために合理的な努⼒を⾏います。

27. 権利の譲渡

当社は、ユーザとの書⾯による事前の同意なしに、本契約における当社の⼀部またはすべての権利と義務を他の組

織に譲渡、移転、更改、委譲、委託できますが、これによって本契約におけるユーザの権利または当社の義務は影

響を受けません。ユーザは、当社が書⾯によって同意した場合にのみ、本契約におけるユーザの権利または義務を

譲渡できます。

28. 権利放棄

当社が本契約におけるユーザの義務の履⾏を要求しない場合、または当社がユーザに対する権利を⾏使しない、ま

たは当該権利の⾏使を遅延する場合であっても、これによって当社がユーザに対する権利を放棄したことにはなら

ず、ユーザが本契約におけるユーザの義務を果たす必要はなくなりません。当社がユーザの不履⾏に対する権利を

放棄する場合、当社は書⾯によって当該権利を放棄します。この権利放棄によってその後のユーザの不履⾏に対す

る権利が⾃動的に放棄されることはありません。

29. 可分性

本契約の各条項は、独⽴して機能します。裁判所または所轄官庁が、いずれかの条項を無効、違法、または法的強

制⼒がないものと判断した場合であっても、残りの条項は効⼒を維持します。

30. 準拠法

本契約の条項は、法規定の選択を問わず、⽶国イリノイ州の法令に準拠し、これにより解釈されます。外国と⽶国

の法律、規則、規制の間に不⼀致がある場合は、可能な限りY⼤限に、⽶国の法律、規則、規制に準拠するものと

します。前述にかかわらず、機密性または知的財産に関連するユーザの義務違反またはその危険が⽣じた場合、当

社は、禁⽌命令、差し⽌め命令、特定履⾏、および管轄権を持つ裁判所から⼊⼿可能なその他の救済を含む、衡平

法上の救済を受ける権利を保有します。ユーザは、本契約がイリノイ州で完全に履⾏可能であることに同意し、ま

た本契約または本当事者間の関係から⽣じる⼿続きに関して、管轄権および裁判地は⽶国イリノイ州の州⽴裁判所

および連邦裁判所が適切であることに同意するものとします。当事者はここに、本契約は国際物品売買契約に関す

る国際連合条約に準拠しないことに同意します。

欧州経済領域 (EEA)、英国およびスイスのユーザ: EEA、英国、スイスのユーザに適⽤されるこのセクションを除
き、本契約のセクション 30 は EEA、英国、スイスのユーザには適⽤されません。ただし、本契約が、国際物品売
買契約に関する国際連合条約に準拠しない場合を除きます。そのようなユーザには、居住国の準拠法が適⽤される

ものとします。

EEA のユーザ: 代替紛争解決は、ユーザが法廷に出向くことなく、独⽴した機関が紛争の事実を検討して紛争の解
決を求める⼿順です。苦情に対する当社の対処⽅法に満⾜できない場合は、欧州委員会のオンライン紛争解決プラ

ットフォームに連絡することができます。

オーストラリアのユーザ: セクション 30 のいかなる規定も、関連する 2010 年競争・消費者法 (Cth) の適⽤を除外す
る、または除外を主張するものではありません。

アルジェリアのユーザ: 当社は、⽶国イリノイ州で設⽴されています。したがって、本契約に適⽤される法令は、
当社のイリノイ州の管轄権との関連性に基づいています。本契約はイリノイ州に所在する州⽴裁判所および連邦裁

判所の管轄権および裁判地を条件としますが、本契約のいかなる条項も、管轄権を持つ他の裁判所において訴訟⼿

続きを提起または当該⼿続きについて弁護する当事者の能⼒を毀損するものではありません。

31. 完全合意



本契約は、ユーザと当社の間の完全な合意を形成するものであり、本契約以前または同時に当社との間で書⾯また

は⼝頭により⾏われた本契約に関連するすべての通信、同意、約束、保証、表明、理解より優先し、これらを失効

させるものとします。ユーザと当社は、故意かどうかを問わず本契約で表されていない声明、表明、保証に関連し

て、当社が解決⼿段を持たないことについて合意するものとします。各当事者は、本契約の該当する条件に基づ

き、故意でない不実表示または不正告知に対して権利を主張しないことに同意するものとします。本契約の英語版

と英語以外の版の間で不⼀致がある場合は、英語版が優先されます。セクション 5、15、19、21、22、23、および
30 ～ 34 は、本契約終了後も存続するものとします。

32. Apple に関連する⽤語 (本アプリの iOS 版を使⽤する場合)

本契約の他の条項に加え、また本契約に⽭盾する規定があっても、この追加規定は Apple Inc. (以下「Apple」) の
iOS オペレーティング システムと互換性のある本アプリの使⽤に適⽤されます。Apple は本契約の当事者ではな
く、本アプリを所有しておらず、また本アプリに対して責任も負いません。Apple は、本アプリの購⼊価格の返⾦
(該当する場合) を除き、本アプリについていかなる保証も⾏いません。Apple は、本アプリのメンテナンスまたは
その他のサポート サービスに対する責任を負いません。また Apple は、本アプリに関するその他の申し⽴て、損
失、負債、損害、または費⽤について責任を負わないものとします。これには、第三者の製造物責任の申し⽴て、

本アプリが適⽤される法的要件または規制要件に準拠していないとの申し⽴て、消費者保護または類似の法律に基

づく申し⽴て、および知的財産権侵害に関する申し⽴てが含まれます。知的財産権に関連するものを含め、本アプ

リの使⽤に関連する問い合わせまたは苦情は、本契約の通知セクションに従って Abbo� に対して⾏う必要があり
ます。ここで付与される使⽤許諾は、Apple の iOS オペレーティング システムを実⾏し、ユーザが所有または管理
する Apple ブランドの製品で本アプリを使⽤するための譲渡不可の使⽤許諾、または Apple のアプリ ストアの利⽤
規約に規定されている使⽤規則で別に許可されている使⽤許諾に制限されます。ユーザは、ワイヤレス データ サ
ービス契約など、本アプリの使⽤時に適⽤される第三者契約の条項を遵守する必要があります。Apple およびその
⼦会社は本契約の第三者受益者であり、ユーザが本契約に同意した時点で、第三者受益者としてユーザに対して本

契約を執⾏する権利を持ち、その権利を受け⼊れたものと⾒なされます。前述にかかわらず、本契約における変

更、権利放棄または和解を締結、取り消し、または終了する Abbo� の権利は、第三者の同意の影響を受けませ
ん。

33. その他の法的条項

a. 本契約は、ユーザと Abbo� との間にパートナーシップ、ジョイント ベンチャー、雇⽤主対雇⽤者、代理
店、またはフランチャイザー対フランチャイジーの関係を構築するものではなく、またそのように解釈され

ないものとします。

b. 本契約のいずれかの条項が違法、無効、または何らかの理由で法的強制⼒がないものと判明した場合、その
条項は本契約から分離可能であると⾒なされ、残りの条項の妥当性および執⾏可能性に影響を与えません。

c. ユーザは、書⾯による事前の明示的な同意なしに、本契約におけるユーザのいかなる権利または義務も譲渡
または再使⽤許諾することはできません。

d. 当社は、制限なく本契約における当社の⼀切の権利または義務を譲渡または再使⽤許諾することができま
す。

e. 当事者のいずれかが本契約における違反または不履⾏に対する権利を放棄しても、それ以前またはそれ以降
の違反または不履⾏に対する権利を放棄したと⾒なされません。

f. 単数で定義されているすべての⽤語は、必要に応じて別途指定されていない限り、複数で使⽤されている場
合でも同じ意味を持つものとします。本契約における「含む」という⽤語またはその変形の使⽤は、「制限

なし」という語句が続いているとものとして解釈されるものとします。

g. ユーザへの通知 (本契約の変更通知を含む) は、本アプリへの掲示または電⼦メール (いずれの場合もリンク
を含む)、あるいは郵送で⾏うことができます。電⼦的な形態で提供された本契約およびすべての通知の印
刷版は、制限なしに、本契約に基づくまたは本契約に関連する司法または⾏政⼿続において、印刷された形

態でY初に作成および維持された他のビジネス⽂書および記録と同じ程度まで同じ条件に従い、証拠能⼒が

あるものとします。

h. Abbo� は、不可抗⼒によるいかなる義務の不履⾏についても責任を負いません。



本契約のいずれかの条項が管轄の裁判所によって法律に反すると判断された場合、当該条項は強⾏法規に合致する

範囲内で当該条項にYも近い内容に変更および解釈され、本契約の残りの条項は引き続き完全に効⼒を発揮しま

す。

34. [受諾] ボタンのクリック

ユーザは、本契約を読んでそのすべての条項を理解し、かつ本契約に拘束されることに同意するものとします。

[受諾] ボタンのクリック、または本アプリの使⽤あるいはその他の⽅法でのアクセスにより、ユーザは次のことを
⾏ったことになります。

⾃身が本契約を締結する法定年齢に達していることを保証する

本契約への署名の代わりとなる⾏動は⼿書きの署名と同じ効⼒があることを意図していると示す

本アプリを別の個⼈の代わりにインストール、使⽤、またはその他の⽅法でアクセスする場合、当該個⼈を

本契約に法的に拘束する実際の権限があることを保証する

組織を代表して、またはそれらの組織の利益のために本アプリをインストール、使⽤、またはその他の⽅法

でアクセスする場合、その個⼈は⾃分⾃身と組織の両⽅のために本契約に同意することになり、⾃身が当該

組織を本契約に拘束する法的権限を保有していることを⾔明および保証するものとします。

本契約のすべての条項を受諾しない場合は、[受諾] ボタンのクリックも本アプリの使⽤も⾏わないでください。

™ Indicates a trademark of the Abbo� group of companies.

‡ Indicates a third party trademark, which is property of its respec�ve owner.

© 2021 Abbo�.  All rights reserved

契約の終了。



[1]
 Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。


