
 

 

利用規約 
 

本利用規約（以下「本規約」と言います。）には、第 2条 7号で定義する本サービスの利用に関する

条件を定めるものであり，本サービスを利用するすべてのお客様に適用されます。 

なお，本規約については，ユーザーが利用登録した時点で同意されたものともなされますので，ご利

用の前に必ずお読みください。 

 

第 1条（適用） 

1. 本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社と第 2条 6号で定義する登録

ユーザーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、登録ユーザーと当社との間の本サービス

の利用に関わる一切の関係に適用されます。 

2. 当社が第 2条 5号で定義する当社ウェブサイト上で掲載する本サービス利用に関する規定は、本規

約の一部を構成するものとします。 

3. 本規約の内容と、前項のルールその他の本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、

本規約の規定が優先して適用されるものとします。 

 

第 2条（定義） 

本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。 

(1) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権（それ

らの権利を取得し、また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。）を意味しま

す。 

(2) 「当社」とは、株式会社デジタルアテンダントを意味します。 

(3) 「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「https://glass.digitalattendant.co.jp」である、当

社が運営するウェブサイト（理由の如何を問わず、当社のウェブサイトのドメインまたは内容が

変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。）を意味します。 

(4) 「登録ユーザー」とは、第 3条（登録）に基づいて本サービスの利用者としての登録がなされた

個人または法人を意味します。 

(5) 「本サービス」とは、当社ウェブサイト上で提供するサービス（理由の如何を問わずサービスの

名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。）を意味します。 

 

 

第 3条（登録） 

1. 本サービスの利用を希望する者（以下「登録希望者」といいます。）は、本規約を遵守することに同

意し、かつ当社の定める一定の情報（以下「登録事項」といいます。）を当社の定める方法で当社に

提供することにより、当社に対し、本サービスの利用の登録を申請することができます。 

2. 当社は、当社の基準に従って、第１項に基づいて登録申請を行った登録希望者（以下「登録申請

者」といいます。）の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録申請者に通知



 

 

します。登録申請者の登録ユーザーとしての登録は、当社が本項の通知を行ったことをもって完了

したものとします。 

3. 前項に定める登録の完了時に、サービス利用契約が登録ユーザーと当社の間に成立し、登録ユーザ

ーは本サービスを本規約に従い利用することができるようになります。 

4. 当社は、登録申請者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録及び再登録を拒否す

ることがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。 

(1) 当社に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合 

(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、

保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合 

(3) 反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味

します。以下同じ。）である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もし

くは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行ってい

ると当社が判断した場合 

(4) 過去当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合 

(5) 第 10 条に定める措置を受けたことがある場合 

(6) その他、登録を適当でないと当社が判断した場合 

 

 

第 4条（登録事項の変更） 

登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社

に通知するものとします。 

 

 

第 5条（パスワード及びユーザーIDの管理） 

1. 登録ユーザーは、自己の責任において、本サービスに関するパスワード及びユーザーID を適切に管

理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をして

はならないものとします。 

2. パスワードまたはユーザーID の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に

関する責任は登録ユーザーが負うものとします。 

 

 

第 6条（注文及びレンタル契約の成立） 

1. 登録ユーザーは，本サービス上で取り扱う商品のレンタルを希望する場合，本規約に同意のうえ，

当社の指定する商品レンタル手続きに従って注文を行うものとし，注文に際しては当社の定める必

要事項（以下「注文情報」といいます。）を記入するものとします。 

2. 当社は，登録ユーザーからのレンタル契約の注文を確認した場合，当該注文につきレンタル契約を

受注するか否かの審査を行います。当社は，以下の各号に該当する場合，当社の裁量により，ユー

ザーからの注文を受注しないことができるものとします。 



 

 

(1) 注文情報に不備又は虚偽があると当社が判断する場合 

(2) 注文に関する当社からの登録ユーザーに対する連絡につき，登録ユーザーに連絡がつかない場合

又は当社からの連絡に対する登録ユーザーからの回答がない場合 

(3) 過去のレンタル契約につき，未返還の商品がある場合 

(4) 前各号のほか，注文を受注することが適当でないと当社が判断した場合 

3. 当社が登録ユーザーからの注文を受領し，当該注文を受注する場合，商品の発送完了メールを送付

した時点において，商品のレンタル契約が成立するものとします。 

 

第 6条（レンタル期間） 

1. レンタル契約におけるレンタルの期間は，登録ユーザーへの商品引渡しが完了した日を起算日とし

て，必要事項に記入された期間の末日終了時点（以下「レンタル期間満了日」といいます。）までと

します。 

2. 登録ユーザーは，レンタル期間満了日までに，レンタルした商品の返却手続きをするものとしま

す。 

3. 登録ユーザーは，レンタル期間満了日の前日までに当社に連絡することにより，レンタル期間を延

長することができます。レンタル期間が延長された場合，登録ユーザーは，当社の別途定める延長

料金を支払うものとします。 

 

第 7条（不具合及び中途解約等） 

1. レンタルに係る商品は現状有姿とし，通常の使用が可能である場合については，当社は一切の責任

を負わないものとします。ただし，登録ユーザーの責めによらず，レンタル商品が通常の使用に耐

えない不具合又は自然故障が発生した場合，当社は，当社が別途定める内容に従い，レンタルに係

る商品を返送していただいた上で，レンタル料金の返金又は代替品の送付等の対応を行います。 

2. 登録ユーザーは，レンタル契約成立後であっても，レンタルに係る商品を当社に返却することで，

レンタル契約を中途解除することができます。この場合においては，別途当社が定めるところによ

り，中途解約の時期に応じてレンタル料金を減額する場合があります。 

 

第 8条（延滞・破損等） 

1. レンタル期間の延長なくレンタルに係る商品をレンタル期間満了日までに返還しなかった場合，登

録ユーザーは，延滞料金として当社が別途定める費用を支払うものとします。なお，延滞料金の発

生条件及び算定方法は，当社の裁量により定められるものとし，登録ユーザーに対する事前の通知

なく変更される場合があります。 

2. 登録ユーザーの故意又は過失によりレンタルに係る商品を破損，紛失し又は第三者により盗難され

た場合，並びに当社への連絡なくレンタル期間満了日を経過のうえその返却に応じない場合には，

登録ユーザーは，レンタル料金に加え，当社が別途定める当該商品の販売代金に相当する金額を負

担します。また，当社は，当該登録ユーザーに対するレンタル料金及び商品販売代金に係る債権に

ついて，自らの裁量により第三者に譲渡することができるものとし，登録ユーザーは，当該譲渡に

つき予め異議なく承諾するものとします。 



 

 

 

第 9条（管理責任） 

1. 登録ユーザーは，善良なる管理者の注意義務を持って，レンタルに係る商品を管理するものとしま

す。通常とは異なる利用や登録ユーザーの不注意により生じた損害について，当社は一切の責任を

負わず，登録ユーザーにおいて全責任を負うものとします。 

2. 登録ユーザーは，レンタルに係る商品を処分（第三者に貸与し，譲渡し，担保に提供し，又は放棄

することを含みますが，これらに限られません。）することは一切できないものとします。 

 

第 10 条（注文及び売買契約の成立） 

1. 登録ユーザーは，本サービス上で取り扱う商品の買取りを希望する場合，本規約に同意のうえ，当

社の指定する商品売買手続きに従って注文を行うものとし，注文に際しては注文情報を記入するも

のとする。 

2. 当社は，登録ユーザーからの売買契約の注文を確認した場合，当該注文につき売買契約を受注する

か否かの審査を行います。当社は，以下の各号に該当する場合，当社の裁量により，登録ユーザー

からの注文を受注しないことができるものとします。 

(1) 注文情報に不備又は虚偽があると当社が判断する場合 

(2) 注文に関する当社からの登録ユーザーに対する連絡につき，登録ユーザーに連絡がつかない場合

又は当社からの連絡に対する登録ユーザーからの回答がない場合 

(3) 過去のレンタル契約につき，未返還の商品がある場合 

(4) 前各号のほか，注文を受注することが適当でないと当社が判断した場合 

3. 当社が登録ユーザーからの注文を受領し，当該注文を受注する場合，商品の発送完了メールを送付

した時点において，商品の売買契約が成立するものとします。 

 

第 11 条（配送，引渡し及び契約不適合部分責任） 

1. 当社は，商品の配送に要する日数を当社ウェブサイト上に記載します。ただし，商品の入荷・在庫

状況その他の事情により，当社ウェブサイト上の記載と実際の配送に要する日数が異なる場合があ

ります。 

2. 登録ユーザーが注文した商品が注文時に指定された配送先に配送されたことをもって商品の引渡し

は完了したものとし，登録ユーザーの受領を要しないものとします。 

3. 登録ユーザーは，商品の引渡しを受けた場合には，引き渡された商品と注文内容が合致しているこ

と，及び商品に契約不適合部分の存否を直ちに確認しなければならないものとします。 

4. 登録ユーザーは，引き渡された商品と注文内容に相違又は契約不適合部分が存在することを発見し

た場合には，直ちに当社に対してその旨を通知なければならないものとします。通知なく合理的な

期間が経過した場合，当社は，引き渡された商品と注文内容が合致しているとみなすことができま

す。 

5. 引き渡された商品と注文内容に相違又は契約不適合部分が存在する場合において，登録ユーザーに

損害が生じた場合であっても，当社は，これにより登録ユーザーに直接に生じた損害のみを賠償す

れば足りるものとし，その賠償金額は，当該商品のレンタル料又は売買代金を上限額とします。 



 

 

 

第 12 条（代金の支払い） 

1. 登録ユーザーは，本サービスを利用して商品のレンタルし又は商品を購入する場合，レンタル料金

及び売買代金に加えて，別途配送料，代引手数料等の当社の指定する費用を負担するものとしま

う。 

2. 登録ユーザーは，本サービスを利用して商品のレンタルし又は商品を購入する場合，当社が当社ウ

ェブサイト上で指定する支払方法のいずれかを選択して，これらの料金を支払うものとします。な

お，注文完了後に支払方法を変更することはできません。 

3. 登録ユーザーは，商品代金その他の本サービスの利用に基づいて発生した支払いを遅滞した場合に

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 13 条（禁止事項） 

1. 登録ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当す

ると当社が判断する行為をしてはなりません。 

(1) 法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為 

(2) 当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者に対する詐欺または脅迫行為 

(3) 公序良俗に反する行為 

(4) 当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権

利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為 

(5) 本サービスを通じ、以下に該当し、または該当すると当社が判断する情報を当社または本サービ

スの他の利用者に送信すること 

・過度に暴力的または残虐な表現を含む情報 

・コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報 

・当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者の名誉または信用を毀損する表現を含む

情報 

・過度にわいせつな表現を含む情報 

・差別を助長する表現を含む情報 

・自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報 

・薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報 

・反社会的な表現を含む情報 

・チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報 

・他人に不快感を与える表現を含む情報 

(6) 本サービスのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為 

(7) 当社が提供するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリングその他の解析

行為 

(8) 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為 

(9) 当社のネットワークまたはシステム等への不正アクセス 

(10) 第三者に成りすます行為 



 

 

(11) 本サービスの他の利用者の ID またはパスワードを利用する行為 

(12) 当社が事前に許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為 

(13) 本サービスの他の利用者の情報の収集 

(14) 当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為 

(15) 当社ウェブサイト上で掲載する本サービス利用に関するルール（http://.......）に抵触する行為 

(16) 反社会的勢力等への利益供与 

(17) 面識のない異性との出会いを目的とした行為 

(18) 前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為 

(19) 前各号の行為を試みること 

(20) その他、当社が不適切と判断する行為 

2. 当社は，登録ユーザーが前項各号のいずれかに該当したときは，何らの通知や催告することなくレ

ンタル契約を解除し，直ちに商品の返還を求めることができるものとします。この場合，登録ユー

ザーが当社に対して支払った料金は理由の如何を問わず返還しないものとします。 

 

第 14 条（本サービスの停止等） 

当社は、以下のいずれかに該当する場合には、登録ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの

全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 

(1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合 

(2) コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキン

グ等により本サービスの運営ができなくなった場合 

(3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなく

なった場合 

(4) その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合 

 

 

第 15 条（権利帰属） 

 当社ウェブサイト及び本サービスに関する知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾し

ている者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、当社ウェブサイトまたは本サ

ービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味する

ものではありません。 

 

 

第 16 条（登録抹消等） 

1. 当社は、登録ユーザーが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告

することなく、投稿データを削除もしくは非表示にし、当該登録ユーザーについて本サービスの利

用を一時的に停止し、または登録ユーザーとしての登録を抹消することができます。 

(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合 

(2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 



 

 

(3) 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開

始、特別清算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 

(4) 6 ヶ月以上本サービスの利用がない場合 

(5) 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 30 日間以上応答がない場合 

(6) 第 3条第 4項各号に該当する場合 

(7) その他、当社が本サービスの利用または登録ユーザーとしての登録の継続を適当でないと判断

した場合 

2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、登録ユーザーは、当社に対して負っている債務の一切

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の支払を行わなければなりませ

ん。 

 

 

第 17 条（退会） 

1. 登録ユーザーは、当社所定の手続の完了により、本サービスから退会し、自己の登録ユーザーとし

ての登録を抹消することができます。 

2. 退会にあたり、当社に対して負っている債務が有る場合は、登録ユーザーは、当社に対して負って

いる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の支払を行わな

ければなりません。 

 

第 18 条（本サービスの内容の変更、終了） 

1. 当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができます。 

2. 当社が本サービスの提供を終了する場合、当社は登録ユーザーに事前に通知するものとします。 

 

 

第 19 条（保証の否認及び免責） 

 当社は、本サービスが登録ユーザー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・有用性を有すること、登録ユーザーによる本サービスの利用が登録ユーザーに適用のある法

令または業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、及び不具合が生じない

ことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。 

 

 

第 20 条（秘密保持） 

登録ユーザーは、本サービスに関連して当社が登録ユーザーに対して秘密に取扱うことを求めて開示し

た非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとしま

す。 

 

 

第 21 条（利用者情報の取扱い） 



 

 

1. 当社による登録ユーザーの利用者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシー

（http://.......）の定めによるものとし、登録ユーザーはこのプライバシーポリシーに従って当社が登

録ユーザーの利用者情報を取扱うことについて同意するものとします。 

2. 当社は、登録ユーザーが当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情

報として、当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、登録ユーザーはこれに異議を

唱えないものとします。 

 

 

第 22 条（本規約等の変更） 

当社は、当社が必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更

後の本規約の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、また

は登録ユーザーに通知します。但し、法令上登録ユーザーの同意が必要となるような内容の変更の場合

は、当社所定の方法で登録ユーザーの同意を得るものとします。 

 

 

第 23 条（連絡／通知） 

1. 本サービスに関する問い合わせその他登録ユーザーから当社に対する連絡または通知、及び本規約

の変更に関する通知その他当社から登録ユーザーに対する連絡または通知は、当社の定める方法で

行うものとします。 

2. 当社が登録事項に含まれるメールアドレスその他の連絡先に連絡または通知を行った場合、登録ユ

ーザーは当該連絡または通知を受領したものとみなします。 

 

 

第 24 条（サービス利用契約上の地位の譲渡等） 

1. 登録ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利

もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできませ

ん。 

2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地

位、本規約に基づく権利及び義務並びに登録ユーザーの登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡

の譲受人に譲渡することができるものとし、登録ユーザーは、かかる譲渡につき本項において予め

同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割

その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。 

 

 

第 25 条（分離可能性） 

本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と

判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残

りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 



 

 

 

 

第 26 条（準拠法及び管轄裁判所） 

1. 本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とします。 

2. 本規約またはサービス利用契約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所

を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

 

【令和５年２月２８日制定】 

 

  



 

 

プライバシーポリシー 
 

 

株式会社デジタルアテンダント（以下「当社」といいます。）は、当社の提供するサービス（以下「本

サービス」といいます。）における、ユーザーについての個人情報を含む利用者情報の取扱いについ

て、以下のとおりプライバシーポリシー（以下「本ポリシー」といいます。）を定めます。 

 

1. 収集する利用者情報及び収集方法 

本ポリシーにおいて、「利用者情報」とは、ユーザーの識別に係る情報、通信サービス上の行動履歴、

その他ユーザーまたはユーザーの端末に関連して生成または蓄積された情報であって、本ポリシーに基

づき当社が収集するものを意味するものとします。 

本サービスにおいて当社が収集する利用者情報は、その収集方法に応じて、以下のようなものとなりま

す。 

(1) ユーザーからご提供いただく情報 

本サービスを利用するために、または本サービスの利用を通じてユーザーからご提供いただく情

報は以下のとおりです。 

 

・氏名、生年月日、性別、職業等プロフィールに関する情報 

・メールアドレス、電話番号、住所等連絡先に関する情報 

・クレジットカード情報、銀行口座情報、電子マネー情報等決済手段に関する情報 

・ユーザーの肖像を含む静止画情報 

・入力フォームその他当社が定める方法を通じてユーザーが入力または送信する情報 

・位置情報 

・ダイナグラス等のカメラ付きのウェアラブル端末が取得する情報（カメラに映った動画，静止

画，音声を含みますが，これらに限られません。） 

 

(2) ユーザーが本サービスの利用において、他のサービスと連携を許可することにより、当該他のサ

ービスからご提供いただく情報 

 

【特になし】 

 

(3) ユーザーが本サービスを利用するにあたって、当社が収集する情報 

当社は、本サービスへのアクセス状況やそのご利用方法に関する情報を収集することがありま

す。これには以下の情報が含まれます。 

 

【視覚障害者、高齢者等、特定のユーザー層の移動や集中に関するデータ】 

 



 

 

(4) ユーザーが本サービスを利用するにあたって、当社がユーザーの個別同意に基づいて収集する

情報 

当社は、ユーザーが 3-1 に定める方法により個別に同意した場合、当社は以下の情報を利用中

の端末から収集します。 

 

【視覚障害者、高齢者等、特定のユーザー層の移動や集中に関するデータ】 

 

2. 利用目的 

本サービスのサービス提供にかかわる利用者情報の具体的な利用目的は以下のとおりです。 

 

(1) 本サービスに関する登録の受付、本人確認、ユーザー認証、ユーザー設定の記録、利用料金の決

済計算等本サービスの提供、維持、保護及び改善のため 

(2) ユーザーのトラフィック測定及び行動測定のため 

(3) 広告の配信、表示及び効果測定のため 

(4) 本サービスに関するご案内、お問い合わせ等への対応のため 

(5) 本サービスに関する当社の規約、ポリシー等（以下「規約等」といいます。）に違反する行為に

対する対応のため 

(6) 本サービスに関する規約等の変更などを通知するため 

 

3. 通知・公表または同意取得の方法、利用中止要請の方法 

3-1 以下の利用者情報については、その収集が行われる前にユーザーの同意を得るものとします。 

 

・位置情報 

 

3-2 ユーザーは、本サービスの所定の設定を行うことにより、利用者情報の全部または一部について

その収集又は利用の停止を求めることができ、この場合、当社は速やかに、当社の定めるところ

に従い、その利用を停止します。なお利用者情報の項目によっては、その収集または利用が本サ

ービスの前提となるため、当社所定の方法により本サービスを退会した場合に限り、当社はその

収集又は利用を停止します。 

 

4. 外部送信、第三者提供、情報収集モジュールの有無 

4-1 本サービスでは、以下の提携先が、ユーザーの端末に Cookie を保存し、これを利用して利用者情

報を蓄積及び利用している場合があります。 

(1) 提携先 現時点での該当なし 

(2) 上記提携先のプライバシーポリシーの URL 同上 

(3) 上記提携先のオプトアウト（無効化）URL 同上 

 

4-2 本サービスには以下の情報収集モジュールが組み込まれています。これに伴い、以下のとおり情



 

 

報収集モジュール提供者（日本国外にある者を含みます。）への利用者情報の提供を行います。 

 

(1) 情報収集モジュールの名称 現時点での該当なし 

(2) 情報収集モジュールの提供者 現時点での該当なし 

(3) 提供される利用者情報の項目 現時点での該当なし 

(4) 提供の手段・方法 現時点での該当なし 

(5) 上記提供者における利用目的 現時点での該当なし 

(6) 上記提供者における第三者提供の有無 現時点での該当なし 

(7) 上記提供者のプライバシーポリシーの URL 現時点での該当なし 

 

5. 第三者提供 

当社は、利用者情報のうち、個人情報については、あらかじめユーザーの同意を得ないで、第三者（日

本国外にある者を含みます。）に提供しません。但し、次に掲げる必要があり第三者（日本国外にある

者を含みます。）に提供する場合はこの限りではありません。 

 

(1) 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場

合 

(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合 

(3) 第 4項の定めに従って、提携先または情報収集モジュール提供者へ個人情報が提供される場合 

(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに

対して協力する必要がある場合であって、ユーザーの同意を得ることによって当該事務の遂行に

支障を及ぼすおそれがある場合 

(5) その他、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」といいます。）その他の法令で

認められる場合 

 

6. 共同利用 

 

当社は、以下のとおりユーザーの個人情報を共同利用します。 

 

(1) 共同して利用される個人情報の項目 現時点での該当なし 

(2) 共同して利用する者の範囲 現時点での該当なし 

(3) 共同して利用する者の利用目的 現時点での該当なし 

(4) 個人情報の管理について責任を有する者の氏名または

名称 

現時点での該当なし 

 

7. 個人情報の開示 

当社は、ユーザーから、個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、ユーザー

ご本人からのご請求であることを確認の上で、ユーザーに対し、遅滞なく開示を行います（当該個人情



 

 

報が存在しないときにはその旨を通知いたします。）。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社

が開示の義務を負わない場合は、この限りではありません。なお、個人情報の開示につきましては、手

数料（1件あたり 1,000 円）を頂戴しておりますので、あらかじめ御了承ください。 

 

8. 個人情報の訂正及び利用停止等 

8-1 当社は、ユーザーから、(1)個人情報が真実でないという理由によって個人情報保護法の定めに基づ

きその内容の訂正を求められた場合、及び(2)あらかじめ公表された利用目的の範囲を超えて取扱わ

れているという理由または偽りその他不正の手段により収集されたものであるという理由により、

個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止を求められた場合には、ユーザーご本人からのご請

求であることを確認の上で遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正

または利用停止を行い、その旨をユーザーに通知します。なお、訂正または利用停止を行わない旨

の決定をしたときは、ユーザーに対しその旨を通知いたします。 

 

8-2 当社は、ユーザーから、ユーザーの個人情報について消去を求められた場合、当社が当該請求に応

じる必要があると判断した場合は、ユーザーご本人からのご請求であることを確認の上で、個人情

報の消去を行い、その旨をユーザーに通知します。 

 

8-3 個人情報保護法その他の法令により、当社が訂正等または利用停止等の義務を負わない場合は、8-1

および 8-2 の規定は適用されません。 

 

9. お問い合わせ窓口 

ご意見、ご質問、苦情のお申出その他利用者情報の取扱いに関するお問い合わせは、下記の窓口までお

願いいたします。 

 

住所：〒107-0062 東京都港区南青山一丁目 15 番 18-1001 号 

株式会社デジタルアテンダント 

個人情報取扱責任者：金子和夫 

連絡先：（kkaneko@digitalattendant.co.jp） 

 

10. プライバシーポリシーの変更手続 

当社は、必要に応じて、本ポリシーを変更します。但し、法令上ユーザーの同意が必要となるような本

ポリシーの変更を行う場合、変更後の本ポリシーは、当社所定の方法で変更に同意したユーザーに対し

てのみ適用されるものとします。なお、当社は、本ポリシーを変更する場合には、変更後の本ポリシー

の施行時期及び内容を当社のウェブサイト上での表示その他の適切な方法により周知し、またはユーザ

ーに通知します。 

 

【令和５年２月 14 日制定】 

  



 

 

特定商取引法に基づく表示 
 

 

1. 事業者の名称： 

株式会社デジタルアテンダント 

 

2. 代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名： 

代表取締役 金子 和夫 

 

3. 住所： 

〒107-0062 東京都港区南青山一丁目 15 番 18-1001 号 

 

4. 電話番号： 

（03-6804-3435） 

 

5. メールアドレス： 

kkaneko＠digitalattendant.co.jp 

 

6. 商品のレンタル・販売価格・サービスの対価： 

各商品：ダイナグラス 

販売価格：198,000 円 

レンタル価格：500 円／1日（最低利用日数 7日間。以後 500 円／日ずつ加算） 

ダイナグラスが日常生活用具に認定されている地域の皆様は、1台 19,800 円での購入が可能です。 

詳しきはお住いの自治体にお問い合わせください。 

 

7. 対価以外に必要となる費用： 

配送料：無料（北海道、沖縄を除く） 

ご購入の場合：サーバーの利用料及び保守サービス費用として月額 5000 円が発生します。 

※なお、インターネット接続料金その他の電気通信回線の通信に関する費用はお客様にて別途ご用

意いただく必要があります（金額は、お客様が契約した各事業者が定める通り）。 

 

8. 支払方法： 

クレジット決済 

 

9. 代金の支払時期： 

【クレジットカード】 

ご利用のクレジットカードの締め日や契約内容により異なります。ご利用されるカード会社までお



 

 

問い合わせください。 

 

10. 商品引渡しまたはサービス提供の時期： 

【クレジットカード】 

クレジットカード利用の承認が下りた後、実働 10 日以内に発送します。 

 

 

11.返品・キャンセルに関する特約： 

本サイトで販売・レンタルする商品・サービスについては、購入・レンタル手続完了後の返品また

はキャンセルをお受けいたしません。なお、商品・サービスに瑕疵がある場合は、利用規約の定め

に従って対応します。 

商品がソフトウェアの場合、動作環境及び必要スペックはご購入ページで表示しています。 

特別な販売条件または提供条件がある商品またはサービスについては、各商品またはサービスの購

入ページにおいて条件を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ダイナグラス・取り扱いのご注意（以下の事項は必ずお守りください） 

 

１） 電源コードや電源プラグが痛んだり、発熱したりしたときは、本体 の電源ボタン 

を押して電源を切り、電源プラグが冷えたことを確認し、コンセントから抜く。 

２） 本機を屋外や浴室など、水のかかるところには置かない。 

３） 本機を振動のある場所に置かない。   

４） 受電の際は ACアダプターの電源プラグを交流１００Vコンセントに確実に差し込む。 

５） 本機を修理・改造・分解しない。 

６） 電源コード・電源プラグは無理に引っ張ったり、曲げたり、ねじったり、束ねたりしない。 

７） 雷が鳴り出したら本機器を使用しない。 

８） 本機器を情景情報提供装置として以外の目的に使用しない。 

９） 本機が提供する情報は、視覚障害・高齢者など視覚に問題がある方が利用するものとする。 

１０） 本機は白杖や盲導犬等を利用した移動する際の、補助器具として利用しなければならない。 

１１） 本体が故障した場合は弊社サービスセンターで修理を受けなければならない。 

 


