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この利用規約（「本規約」）は、eVisit LLC（「eVisit」、「当社」または「弊社」）と「お客

様」との間の法的契約です。本規約においては、evisit.com（また、eVisit、その子会社、関連会

社によりwww.evisit.comにリンクされた関連サイト）（「本サイト」）により提供されるサー

ビスと本サイトに設けられたウェブサイトの利用がどのような形で認められているのかを説明して

います。別段の記述がある場合を除いて、「サイト」と言及する場合、モバイルデバイスからサイ

トへのアクセスを可能にする eVisit提供のソフトウェアが含まれます（「モバイルアプリケーショ

ン」）。本サイトを使用することにより、利用者は本規約に同意したものとみなされます。本規約

に同意しない場合、本サイト、または本サイトに掲載されている情報にアクセス、または使用する

ことはできません。 

I. 当社が行うこと 

当社のサービスは、本サイト（モバイルアプリも含まれます）を介して提供されるもので、サービ

スに加入しているヘルスケアプロバイダーおよびヘルスケアスタッフ（「ヘルスケアプロバイダ

ー」または「プロバイダー」）は各利用者または患者（「患者」）と連絡を取りながら、オンライ

ンの医療サービスを提供するとともに、セキュアなインターネット接続経由でバーチャル往診を行

う遠隔診療オンラインソリューションを指します（「本サービス」）。当社は、医療サービスプロ

バイダーまたは健康保険会社ではなく、健康保険の販売認可も受けていません。 

本サービスは、ヘルスケアプロバイダーまたは患者が緊急的な臨床行為、または継続的なモニタリ

ングを行えるように、ヘルスケアプロバイダーや患者の能動的な患者モニタリングを意図して作ら

れたものではありません。 

本サービスは、緊急時の対応には適していません。医療、または心療に関する緊急事態にある場

合、または医療や治療に関して不安がある場合は、911番に通報するか、最寄りの開業医院または

救急病院で診察を受けてください。 

本サービスは、一般的な医療方法へのアクセスを提供するとともに、患者とヘルスケアプロバイダ

ーのコミュニケーションを支援しますが、医学的な助言（医師の診断）を提供できず、またそれを



意図するものでもありません。個人の医療（介護）や病状に関して疑問や不明な点がある場合は、

医師や資格を持ったヘルスケアプロバイダーに助言を求めることをおすすめします。本サイトに投

稿された情報が原因で、医師や資格のあるヘルスケアプロバイダーの医学的助言を軽視したり、避

けたり、あるいは助言を受けるのが遅れることがないようにしてください。医学的問題、または疾

患がある、またはその疑いがある場合は、速やかに資格のあるヘルスケアプロバイダーにご相談く

ださい。本サイトのコンテンツは、医学的助言、診断、治療としてみなされず、またみなすことは

できず、個々の医学的助言、診断、治療に代わるものではありません。自分に適切と思われる医薬

品、療法、その他の治療に関する情報を含め、診断や治療については、担当のヘルスケアプロバイ

ダーにご相談ください。本サイトに掲載する情報は、特定の医薬品、療法、その他の治療が安全、

適切、または効果があることを表明または保証するものではありません。さらに、ヘルスケアプロ

バイダーが本サービスを利用可能であることにより、eVisitがヘルスケアプロバイダーを承認また

は推薦したとみなされるわけではありません。 

本サービスを介して、ヘルスケアプロバイダーが医学的助言を提供する場合、当該助言は利用者が

ヘルスケアプロバイダーに提供した個人の医療情報、主な症状に対する現地の基準、および利用者

が提供した情報に基づくものです。利用者の担当ヘルスケアプロバイダーが提供した医学的助言

は、eVisitが管理するものではなく、eVisitが提供または使用するものでもありません。 

II. 修正 

eVisitは、更新版の規約を本サイトに掲載し、通知を示すことにより、随時、この規約の規定を変

更、更新、追加または削除することができます。eVisitの更新後に本サイトを利用することによ

り、更新された規約のすべてに同意したものとみなされます。更新された規約に同意しない場合

は、本サイトの利用を停止してください。 

eVisitは、随時、予告なく本サイトまたは本サービスを変更できます。本サイトまたはサービスの

変更に異議がある場合、利用者が実行できる唯一の対策は、利用を停止することです。当該変更を

掲載後も本サイト、本サービスを引き続き利用する場合、当該変更を承諾し、変更後のサービスに

満足しているとみなされます。当社は、予告なく本サイトおよび/またはサービスを停止する権利を

留保します。本サイトまたはサービスを修正または停止する権利を当社が行使した場合、利用者ま

たは第三者に対し、一切の責任を負いません。 

また、本サービスの一部の機能には、追加規約が適用されます。当該機能、またはその一部を利用

することにより、当該機能に適用される追加規約に同意したものとみなされます。当該領域を管理

する追加規約のいずれかが本規約と抵触する場合、追加規約が優先されます。 



III. 患者とヘルスケアプロバイダーの責任 

利用者である患者は、本サービスの利用における義務を負うものとします。医療サービスは担当の

ヘルスケアプロバイダーとの関係でもたらされるものであり、ヘルスケアプロバイダーからのサー

ビス利用は、利用者の自己責任であり、法令により認められた範囲で、関連するリスクをすべて負

うことを承認するものとします。本サービスを利用することにより、ヘルスケアプロバイダーが医

療過誤、または標準以下の治療を行った場合も、eVisitを免責することに同意したものとみなされ

ます。 

当社は、当社のサービスを利用するヘルスケアプロバイダーの資格を確認せず、それぞれの免許交

付審議会と良好な立場にあることを検証していません。ヘルスケアプロバイダーが各免許交付審議

会と良好な立場にあることを確認することは、患者の責任です。 

ヘルスケアプロバイダーは、本サービスの利用における患者および自分自身の義務を負うものとし

ます。また、本サービスの利用中に自分が提供したサービスの質に加え、本サービスの利用に関す

る関連法令の順守についても、利用者も責任を負うものとします。たとえば、利用者は、本サービ

スを使用する際に職務を遂行し、規制および地方の要件に準拠して医療過誤責任保険を維持するた

めに必要とされる連邦、州および地方のライセンスおよび認定を取得する義務があります。 

また、法律で定められている場合には、患者の同意を得る責任があり、「1996年医療保険の相互

運用性と説明責任に関する法律」（「HIPAA」）を含む、本サービスの患者への使用に適用される

すべてのプライバシー法を順守する責任があります。eVisitは、患者情報のセキュリティを保護す

るための合理的な保護手段と手順を確立していますが、利用者は自身のプライバシーと機密性を保

護するための措置も講じなければなりません。利用者は、eVisitとの HIPAA業務提携契約の締結を

求められることがあります。 

当社は、本サイトを使用して利用者が提供したサービスの第三者への請求権については、いかなる

表明も行いません。利用者は、提供するサービスの請求に関して、すべての法律を遵守する責任を

負うものとします。 

IV. プライバシー 

本サイトおよびサービスを使用する過程、またはアクセスする際、当社は、利用者に関する情報を

取得するものとし、利用者は一部の情報提供を求められる場合があります。利用者情報の使用につ

いては、この規約の不可欠な部分であるプライバシーポリシーが適用されます。本サービスおよび/

またはサイトを利用し、アカウントを登録する場合、プライバシーポリシーに同意するものとしま
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す。プライバシーポリシーは、適宜修正されます。プライバシーポリシーに指定する方法で情報を

使用することに同意できない場合は、本サイトおよびサービスの利用を停止してください。 

V. 利用・年齢要件に関する一般規定 

このサイトを使用することにより、利用者は少なくとも年齢が 18歳以上であり、18歳未満ではあ

るが、13歳以上（「未成年者」）の場合は、親または法的保護者の同意を得て本サイトを利用して

おり、本サイトの利用について親または法的保護者の許可を得て、規約に同意していることを表

明、了承、同意したものとみなされます。利用者が未成年者の親または法的保護者である場合、当

該未成年者がこれらの条件に違反した場合、未成年者を本利用規約で拘束し、eVisitに害が及ばな

いように保護し、免責することに同意するものとします。利用者が 13歳未満の場合、いかなる

時、またはいかなる方法においても、eVisitまたは本サイトに情報を提供することはできません。 

eVisitから本サイトを介して提供されるコンテンツは、eVisit、eVisitの第三者ライセンサー、供給

元など本サイトの利用者の著作物・商標です（総称して「コンテンツ」）。コンテンツには、ロ

ゴ、グラフィックス、映像、画像、ソフトウェアその他のコンテンツが含まれます。 

本利用規約の条件および利用者の規約遵守を条件として、eVisitは、本サイトを利用してコンテン

ツを表示し、本サイトを個人的な目的でのみ使用するための限定的、個人的、非独占的、譲渡不可

能なライセンスを利用者に付与するものとします。上述のライセンスを除き、利用者には本サイト

やコンテンツに対して他の権利はなく、いかなる方法においても、本サイトまたはコンテンツを修

正、編集、コピー、複製、派生著作物を作成、リバースエンジニアリング、改変、強化することは

できません。 

本規約に違反した場合、上述のライセンスは自動的に解除となります。ダウンロードまたはプリン

トしたコンテンツはすみやかに破棄してください。 

VI. 訪問者および登録利用者 

利用者（訪問者）は、本サイトを表示、アクセス、閲覧することができます。本サイトにアクセス

して訪問する場合、サイト内で公開されている情報を部分的に閲覧および確認する場合は、eVisit

に登録する必要はありません。 

ただし、本サイトにおいて、または本サイトを介して提供されている本サービスやコンテンツにア

クセスするには、eVisitにアカウントを登録し、パスワードを受け取る必要があります。登録利用

者は、患者またはヘルスケアプロバイダーのいずれかになります。本サービスの利用とアクセスを
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可能にするには、eVisitに問い合わせて「プロバイダーアカウント」を新設した後、プロバイダー

の eVisitサービス加入を患者に案内してください。 

(a) 本サイトのパスワード制限区域 

eVisitにアカウントを登録するには、本サイトのアカウント登録ページを介して、以下の情報を提

供しなければなりません。 

(i) プロバイダーの場合 - プロバイダーの場合、特定の個人情報のほか、氏名、生年月日、性別、

住所、電子メール、携帯・職場の電話番号、ヘルスケアプロバイダーの事業所名、住所、電話番

号、ファックス番号、ユーザーID、パスワードを含め、プロバイダーの事業に関する情報を提供す

る必要があります。また、ミドルネーム、イニシャル、銀行口座などの支払情報、その他の連絡先

情報、写真、希望する連絡方法を含め、特定の任意の情報を収集します。 

(ii) 患者の場合 - 患者の場合、氏名、生年月日、性別、住所、電子メール、携帯・職場の電話番

号、ユーザーID、パスワードを含む特定の個人情報を提供する必要があります。また、ミドルネー

ム、イニシャル、自宅の電話番号などの連絡先、薬局の名称、詳しい連絡先情報、写真、希望の連

絡方法を含む任意の情報を収集します。加えて、患者は、eVisitアプリを介したビデオ相談の際

に、ヘルスケアプロバイダーにその他の保健関連情報を伝達できます。任意の情報をアカウントに

登録する必要はありませんが、eVisitが本サイトまたはサービスを使用する際に、よりカスタマイ

ズされた体験を提供するのに役立ちます。 

当社が利用者から収集する情報、またその情報の利用方法については、プライバシーポリシーを参

照してください。 

eVisitアカウントを作成し、ユーザー名とパスワードを決定した後は、利用者は eVisitパスワード

の機密性を維持し、eVisitパスワードを使用して行われるすべての活動について責任を負います。

利用者は、eVisitパスワードを共有しないこと、他者に eVisitパスワードにアクセスまたは使用さ

せないこと、または eVisitパスワードのセキュリティを危険にさらす可能性のある行為に従事しな

いことに同意します。本サイトにおける eVisitのパスワードの紛失または盗難、また本サイトにお

ける eVisitパスワードの不正使用、あるいは、本サイトに関するセキュリティ違反に気づいた場

合、eVisitに通知することに同意するものとします。利用者は、アカウントのあらゆる使用、およ

びアカウントに関連する一切の行動について、単独で責任を負うものとします。 

アカウントに登録、または本サイトを通じて登録する際に提供するすべての情報は、正確かつ完全

で、最新の内容であることが必要です。利用者は、アカウントに直接ログイン後、必要な変更を加
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えて、アカウントの情報を変更、修正、削除することができます。利用者は、自分以外の個人に代

わってアカウントを登録しないこと、またはその個人、グループ、または団体を本利用規約に拘束

する権限がない限り、グループまたは団体に代わってアカウントを登録しないことに同意するもの

とします。他者、団体、法人を登録することにより、利用者にはその権限があることを表明してい

るとみなされます。 

過去に本サイトへのアクセスや本サービスの利用が eVisitにより解除された個人や法人について

は、新規アカウントの登録はできません。また、アカウントの利用を他者に委託することもできま

せん。 

(b)  本サイトのベータ版 

「ベータアカウント」またはその他のプレリリース版の本サイトおよび/またはサービスおよびコン

テンツ（「ベータ版」）に登録する場合、ベータ版に含まれる機能またはライセンス条件は、

eVisitの単独裁量により、本サイトの後続の商用リリースバージョン、および/またはサイトを介し

て提供されるサービスより増減する可能性があることを了承し、同意するものとします。eVisit

は、本サイトや本サービスを一般向けに発売した日（「一般発売日」）に「ベータアカウント」を

商用版に変換できる機会を提供する場合があります。一般発売日以後に本サイト、本サービスを継

続して利用したいと思わない場合、eVisitに連絡して、eVisitのプライバシーポリシーに記載され

ている個人情報の削除に関する諸条件に従ってアカウントを削除できます。eVisitは一般に本サイ

トの商用リリースバージョン、サービスおよびコンテンツをサイトで配布する意志がある一方で、

ベータ版の後続の商用リリースバージョンをリリースしない権利を有します。これらの規約に同意

することにより、ベータ版の使用には、サイト全体の利用を中断させたり、サイトを介して提供さ

れるサービスを無効にする可能性があることを了承し、同意するものとします。特に、eVisitは、

利用者のベータ版の使用に起因するすべての損害を放棄します。 

VII. 支払および加入 

(a) 加入 

eVisitにアカウントを登録すると、本サイトの特定のパスワード制限領域にアクセスし、サイトで

提供される特定のサービスやコンテンツ（以下「加入」）を利用する「登録ユーザー」になりま

す。個々の加入と、登録ユーザーに認められた権利・特典は、個人的なものであり譲渡不可です。

加入権の販売と支払いはすべて、米ドル建てとします。加入手数料は、状況を問わず払戻できませ

ん。 
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加入に際して当社から請求する手数料は、登録ユーザーの登録時の注文書に詳細が示された料金と

なります。加入に関する料金は、随時変更できる権利が当社にあり、販促や値下げの場合でも、価

格の保護や返金は行いません。上述にかかわらず、価格変更を行う場合、30日前に価格変更がある

旨を当社から登録ユーザーに通知します。加入期間が満了するまで、加入料金は維持されます。 

加入手数料の支払は、クレジットカードかデビットカードでの支払のみとなります（Visa、

MasterCard、American Express、Discover）。初回の加入手数料については、加入の注文処理を

行った日にクレジットカードまたはデビットカードに請求するものとします。初回の加入手数料の

請求をクレジットカードかデビットカードに行った後に、アカウント使用開始の設定作業に着手し

ます。アカウントの準備ができた後、本サイトの加入者限定の部分とコンテンツにアクセスできる

ことを通知する確認用電子メールが送付されます。 

重要な通知：eVisitは、初回の加入料をクレジットカードまたはデビットカードに請求した日付

に、年払いまたは月払い（加入時の選択による）の加入契約を自動的に更新します。加入手続きの

際の指定に準じて、適用可能な年払いまたは月払いの加入手数料、および加入者手数料の支払いに

適用される消費税またはそれに類似する税金を請求します（該当契約日以前にキャンセルされない

限り）。 

加入の自動更新は、それぞれ、当初の加入契約と同じ期間とします。加入契約を途中解除する場合

は、eVisit（Support@evisit.com）までご連絡ください。ただし、解約の発効日前に請求された加

入手数料は、全部または一部に関わらず、返金されません。その時点の加入期間の未経過日数に関

して支払われた加入手数料については、按分して返金を受けることはできません。eVisitは、加入

解約申し込みの事務処理に妥当な期間を要しますが、その期間は 30日を下回らないものとしま

す。加入を解約する場合、すでに支払済みの加入期間の満了まで、加入の特典を享受でき、加入の

特典はその時点での加入期間の終了時に失効します。 

利用者は、登録ユーザーとして登録の際に提供する住所に基づいて、加入契約に適用される消費税

および使用税をすべて支払う責任を負います。利用者は、eVisitが当該税金を利用者のクレジット

カードまたはデビットカードに請求することを許可するものとします。 

(b)  購入 

利用者は、eVisitの手数料、料金、注文書に記載のお支払い条件に基づいて、利用者のアカウント

に適用されるすべての手数料または料金を支払うことに同意するものとします。利用者が期限通り

に支払いを完了できない、または eVisitが何らかの理由でクレジットカードまたはその他の支払い

方法に請求できない場合、eVisitは本サイトおよびアカウントへのアクセスを一時停止または終了
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し、これらの利用規約を解除する権利を留保します。利用者は、eVisitが本サイトの使用に起因す

る適用料金、適用税、その他の料金を請求し、当該料金は利用者のクレジットカードまたは他の支

払い方法で請求されることに明示的に同意するものとします。当該支払いは、初回の登録時に指定

され、その後は、当該利用規約の期間は定期的に行われるものとします。いかなる時期において

も、利用者がアカウントを解約した場合、利用者は返金を受けられません。アカウントに未払い料

金がある場合は、eVisitが当該料金をクレジットカードに請求するか、または当該料金を請求する

ことに同意するものとします。 

VIII. モバイルアプリに関する特別規定 

eVisitは、モバイルデバイスを介したサイトへのアクセスに対応するためのモバイルアプリケーシ

ョンを提供することがあります。モバイルアプリを使用するには、モバイルサービスと互換性のあ

るモバイルデバイスが必要です。eVisitは、モバイルアプリがモバイルデバイスと互換性があるこ

とを保証しません。eVisitは、利用者が個人的使用のために、単独で所有またはリースしているモ

バイルデバイス上の登録済みアカウント 1件に対し、モバイルアプリのオブジェクトコードを利用

するライセンスを与えるものとし、このライセンスは、専属的なものではなく譲渡不可で、取消可

能とします。利用者は、以下の行為を禁止します。(i)モバイルアプリを修正、分解、逆コンパイ

ル、リバースエンジニアすること（ただし、当該制約が法令により明示的に禁止されている場合は

除きます）、(ii)モバイルアプリを第三者に対して賃貸、賃借、貸出、再販、二次ライセンス付与、

流通その他の形で譲渡したり、モバイルアプリを用いて第三者にタイムシェアリングサービス、こ

れに類するサービスを提供すること、(iii)モバイルアプリのコピーを作成すること、(iv)モバイルア

プリのセキュリティ関連機能、モバイルアプリを介してアクセスできるコンテンツの使用やコピー

を防止・制約する機能、モバイルアプリの使用制約を実行する機能を削除、迂回、無効化、損傷そ

の他の形で妨害すること、(v)モバイルアプリに関する著作権その他の財産的権利を削除すること。

利用者は、eVisitが随時、モバイルアプリの更新版を発表し、モバイルデバイスで使用するモバイ

ルアプリのバージョンを自動的に電子更新できることを了承するものとします。また、こうしたモ

バイルデバイスの自動更新に同意し、本規約が当該更新版にも適用されることに同意するものとし

ます。前述のライセンス供与は、モバイルアプリやそのコピーの販売ではなく、eVisitとその第三

者ライセンサー、供給元がモバイルアプリ（また、モバイルアプリのコピー）に関する権利、権

原、権益のすべてを留保します。モバイルアプリの使用には、標準の通信事業者データ料金が適用

される場合があります。 

Apple iOS対応モバイルデバイス（「iOSアプリ」）で使用する eVisit提供のモバイルアプリにつ

いては、以下の追加条件が適用されます。 



• 利用者は、本規約が利用者と eVisitの間に交わされるものであり、Apple, Inc.

（「Apple」）との間に関係性が成立するものではないことを承諾するものとします。 

• eVisitの iOSアプリを使用する場合、その時点で有効な Appleの App Store利用規約を順

守してください。 

• Appleではなく、eVisitが iOSアプリ、そこで利用できる本サービスおよびコンテンツにつ

いて全面的な責任を負うものとします。利用者は、Appleには iOSアプリの保守やサポート

サービスを提供する義務はないことを承諾します。適用される法律で認められる限り、

Appleは iOS Appに関していかなる保証義務も負いません。 

• 当社の iOSアプリまたは利用者による iOSアプリの所有および/または使用に起因する利用

者または第三者からの賠償請求に対処する責任を負うのは、Appleではなく、eVisitである

ことに同意するものとします。当該賠償請求には、以下の内容が含まれますが、これに限定

されるものではありません：(i) 製造物責任の請求、(ii) iOSアプリが法令上・規制上の

要件に適合していないという請求、(iii) 消費者保護や類似の法令に基づいて発生した請求

などが含まれ、これらの請求の場合、本規約に加え、iOSアプリの供給元として当社に適用

される法令に限り適用されます。 

• 利用者は、本規約が要求する範囲で、Appleではなく、eVisitが当社の iOSアプリ、または

利用者による iOSアプリの所有および使用に起因する第三者からの知的財産権侵害請求の

調査、保護、和解および免責について責任を負うことに同意します。 

• 利用者は、以下の内容を表明し、保証するものとします。（i）米国政府の禁輸措置の対象

である、または米国政府により「テロ支援」国家として指定されている国に居住していない

こと、(ii) 米国政府の禁止規制対象者リストに掲載されていないこと。 

• 利用者は、iOSアプリを使用する場合、適用される第三者の契約条件をすべて順守すること

に同意するものとします（例：iOSアプリの利用時に契約の無線データサービス条項に違反

しないこと）。 

• 両当事者は、Appleおよび Appleの子会社は、eVisitの iOS アプリのライセンスに関連し

ており、本利用規約の第三者受益者であることに同意します。本利用規約を受諾すること

で、第三者受益者としての iOSアプリの使用許諾に関連して、Appleは利用者に本利用規約

を施行する権利を有します（また、権利を受諾したものとみなされます）。 

Android搭載モバイルデバイス用に設計されたモバイルアプリについては、以下の追加条件が適用

されます（「Androidアプリ」）。 

• 利用者は、本規約が利用者と eVisitの間に交わされるものであり、Google, Inc.

（「Google」）との間に関係性が成立するものではないことを承諾するものとします 



• eVisitの Androidアプリを使用する場合、その時点で有効な Googleの App Store利用規

約を順守してください。 

• Googleは、Androidアプリを入手した Androidマーケットの業者にすぎません。Google

ではなく、eVisitが Androidアプリ、そこで利用できる本サービスおよびコンテンツにつ

いて全面的な責任を負うものとします。利用者は、Googleには Androidアプリの保守やサ

ポートサービスを提供する義務はないことを承諾します。適用される法律で認められる限

り、Googleは Androidアプリに関していかなる保証義務も負いません。 

• 利用者は、eVisitの Androidアプリに関して、Googleが本規約の第三者受益者となること

に同意します。 

IX. ジオロケーションの条件 

本サービスには、第三者により提供される特定の機能とサービスが含まれており、当該機能とサー

ビス（eVisitが本サービス（「ジオロケーションサービス」）の一部として、地図、ジオコーディ

ング、場所など、Google Inc.（「Google」）から得たコンテンツを使用する）を活用するものと

します。ジオロケーションサービスを利用する場合、利用者は、その時点で有効な Google 

Maps/Google Earth利用規約（http://www.google.com/intl/en_us/help/terms_maps.html）

を順守するものとします、ジオロケーションサービスを利用することにより、Googleの利用規約

を順守することに同意したとみなされます。ジオロケーションサービスを利用する場合、Google

のその時点で有効なプライバシーポリシー

（http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/）が適用されます。 

X. 第三者サイトへのリンク 

このサイトは、eVisitサイトではない他のウェブサイト（総称して「第三者サイト」）にリンクさ

れている場合があります。本サイトには、当該第三者サイトと連絡および/または取引できる領域が

あり、必要に応じて、本サイトのアカウントのプライバシー設定を構成して、本サイトでのアクテ

ィビティを第三者サイトのアカウントの連絡先と共有できるようにすることができます。状況によ

っては、リンクを介して第三者サイトに移動しても、本サイトに滞在しているとみなされる場合も

あります。いずれにしても、第三者サイトのプライバシーポリシーや規約、ユーザーガイド、業務

慣行は、eVisitと異なる可能性があることを認め、同意するものとします。また、当該第三者サイ

トを利用する場合、この第三者サイトのプライバシーポリシー、規約、ユーザーガイドに従うこと

に同意するものとします。eVisitは、便宜上、第三者サイトへのリンクを設けており、第三者サイ

トの検証は行っておらず、表明も行わず、責任を負いません。この中には、第三者サイト上で、ま

た、第三者サイトを介して表示されたコンテンツ、サービス、表示されているリンク、実施された
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その他の活動の真実性、正確性、質、完全性も含まれます。利用者は、いかなる状況下において

も、EVisitが第三者のサイトおよび/または第三者の取引を通じて利用可能な商品、サービス、情

報、リソースおよび/またはコンテンツについて、直接的または間接的に責任を負うものではないこ

とに同意します。また、第三者のコンテンツまたはビジネス上の慣行に起因して発生する可能性の

ある損害についても責任を負いません。本サイト上で、第三者や個人の製品、サービス、刊行物、

機関、組織に言及する場合も、eVisitの認定または推薦を示唆、または示すものではありません。 

XI. 提出物 

本サイトで、または本サイトを介した送信、アップロード、投稿などの形式で利用者が提供した情

報、意見、メッセージ、コメント、写真、映像、グラフィック、音声などのコンテンツ・素材（そ

れぞれ「提出物」）については、利用者が責任を負うものとします。著作権、商標、その他の財産

的権利で保護されるコンテンツがある場合、第三者保有のかかる著作権、商標その他の財産権の所

有者から明示的な許可を得ていない場合、アップロードや投稿など、形式を問わずに本サイトに提

供することはできません。当該コンテンツが当該権利により保護されているかどうかを判断する作

業は利用者が責任を持って行います。また、利用者は、著作権、商標、所有権、契約違反、プライ

バシーまたは宣伝権、または利用者の情報提供に起因する損害に対して、単独で責任を負うものと

します。また、合法性、信頼性、適切性も含め、提出物に関する責任は利用者が全面的に負うもの

とします。 

利用者は、eVisitのプライバシーポリシーに別途、明示的な記載がある場合を除き、本サイトに関

連して提供した情報は、機密扱いに分類されないことに同意します。eVisitに対しては、個々の提

出物やその一部を、形式、媒体、頒布方法であって既知のもの、今後存在し知られて開発されるも

のを用いて、使用、複製、加工、改作、興業、公演、修正、派生著作物作成、公表、送信、頒布す

るとともに当該提出物を他人が利用できるようにするライセンスを与え、このライセンスは、専属

的なものではなく、永続的で取消不能、使用料は発生せず、全額払い込み済みで全世界を対象とし

ます（多段階でサブライセンスする権利を含みます）。当社は、利用者の提出物を、コンピュータ

ーネットワークおよび様々なメディア上で送信、表示または配布し、ネットワーク、デバイス、サ

ービス、またはメディアの要件や制限の必要に応じて、提出物を変更するために提出物を修正また

は適応することができます。また、eVisitは、当社プライバシーポリシーに基づいて、利用者の提

出物に含まれる個人情報を用いることに同意します。 

本サイトに対して、または本サイトを経由して投稿された提出物を理由として、使用料、手数料、

損害賠償その他の他人に対する債務がある場合、その全額を支払うことに同意するものとします。

提出物を提供するとき、これらの提出物が以下の「認められない活動」の条項に違反していないこ
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とに同意したことになります。これらの禁止事項により、提出物など、利用者により提出された情

報の監視、取締、削除が eVisitに義務付けられる訳ではありません。 

XII.  認められない活動 

本サイトまたはサービスの利用に際して、利用者は、以下のことを行わないことに同意します。 

• 他人の法的権利（プライバシー権、パブリシティ権など）を毀損、濫用、嫌がらせ、付きま

とい、脅迫その他の形で違反すること 

• 人種的、民族的などの形で不快な文言を用いること 

• 違法な活動について討議、誘発すること 

• 露骨・わいせつな文言を用いたり、性的に露骨な画像（実物、シミュレーション画像）を要

請・投稿すること 

• 子供・未成年者を搾取するか動物への残酷な仕打ちを示したものを投稿すること 

• 所有者からの明示的な許可を得ずに、著作権または商標の対象となるコンテンツを投稿する

こと 

• 未承諾・未承認広告、販促資料、「ジャンクメール」、「スパム」、「チェーンレター」、

「ねずみ講」その他の勧誘形式を広めること 

• ロボット、リンクを張るプログラム、スクレーパーその他の本サイトに自動的にアクセスす

る方法を用いること 

• 当社インフラに不当、過渡に大きな負荷を課す形で措置を講じること 

• このサイト上で他者により投稿された意見、コメントを改変すること 

• 当社の世間体、営業上の信用、評判に反する内容を投稿すること 

この禁止事項のリストは、例を示したものであり、完全、網羅的なものではありません。eVisitに

は、原因の有無、通知の有無、理由の有無を問わず、本サイトや本サイトの他のユーザーに対して

不適切、破壊的と eVisitが判断した行為のため、(a) アカウントへのアクセス、本サイトへの投

稿能力を停止する権利、(b) 提出物を拒否、削除、撤去する権利が eVisitにあります。eVisit

は、違法となり得る措置に加え、かかる行為について自己が受けた報告内容を法執行当局に報告す

ることがあります。法的に認められているか、eVisitの裁量により、eVisitは、本サイト上、イン

ターネット上の違法行為疑惑の捜査が行われる場合、法執行当局に協力します。 

本サイトに含まれた素材や第三者コンテンツを無断使用した場合、特定法令の違反となることがあ

ります。 



利用者が本サイトを利用したり、ユーザー名とパスワードを用いた者が本サイトを利用すること

（投稿エリアへの書き込みや、提出物などを含みます）で、関連法令の違反が生じたり、第三者の

著作権、商標権などに侵害・悪用となるという旨の第三者からの請求・要求、業務上過失、医療ミ

スの請求に関連、起因したり、その回避のために eVisitその他の免責対象者が受けた費用、損害、

債務、経費（弁護士費用および防御の為の費用を含みます）については、eVisit、その役員、取締

役、従業員、関連会社、代理人、ライセンサー、取引先を免責し、その害が及ばないようにするこ

とに同意するものとします。 

XIII.  財産的権利 

eVisitは、アメリカ合衆国にある eVisitの商標です。本サイト上にある他の商標、名称、ロゴは、

それぞれの保有者に帰属します。 

本規約に別段の記載がある場合を除いて、本サイトに示される情報および画面は、書類、サービ

ス、サイトデザイン、テキスト、グラフィックス、ロゴ、画像、アイコン、その配置も含めて、

eVisitのみに帰属します。本規約で明示的に付与されていない権利は、そのまま維持されます。関

連法令により別段の義務や制限が設けられている場合を除き、著作物の複製、頒布、修正、再送

信、公表は、著作権者の書面による明示的同意またはライセンスがない場合、厳しく禁じられてい

ます。 

XIV.  知的財産権侵害 

eVisitでは、他人の知的財産権を尊重しており、利用者にも同様の認識を持つよう希望していま

す。eVisitは、他者の知的財産権を侵害したユーザーがいる場合、適切な状況であれば当社の裁量

により、本サイトのサービスとアクセスを終了することがあります。 

(a) 知的財産権侵害に関する DMCA通知 

自分の作品が著作権侵害か商標侵害の対象となっており、当社サイトに表示されていると判断され

る場合、eVisit指定の代理人に以下の情報を提供してください。 

• 侵害の疑いがある独占権の保有者に代わって行動する権限がある者の物理的署名か電子署名 

• 侵害された著作権・商標保護対象となる作品を明確化するか、単独のオンラインサイトにお

ける複数の作品を 1通の通知でカバーする場合、そのサイトにある当該作品を示したリスト 

• 侵害があると主張されるか侵害行為の対象となっていると主張されたコンテンツ、本サイト

で削除するかアクセスが無効化されるべきと主張されたコンテンツを特定するとともに、

eVisitがコンテンツの場所を特定できるような合理的で十分な情報 



• 苦情申立人として当社から連絡を取ることを可能にする情報。具体的には、住所、電話番号

に加え、該当する場合には、連絡が取れる電子メールアドレスなどが挙げられます。 

• 苦情申立があった方法でのコンテンツの使用については、著作権・商標の保有者、その代理

人、法令により認められないと誠意をもって考えていることの説明 

• 通知における情報が正確であること、また、偽証罪の下、侵害疑惑がある独占権の保有者に

代わって行動する権限があることの説明。 

本サイトでの著作権・商標侵害の請求通知に関する eVisit側代理人の連絡先は、eVisit LLC（PO 

Box 5823, Scottsdale, AZ 85261）であり電話番号は (844) 693-8474です。 

著作権法第 512条(f)項に基づく著作権侵害の場合、コンテンツや活動が侵害であると重大な虚偽

表示を故意に行うと責任が問われることになることに留意ください。 

(b) DMCAの異議申立の提起 

当社に寄せられた有効な DMCA削除通知に沿った削除である場合、著作権保護コンテンツの削除か

アクセス無効化を行った旨の通知を当社から行います。当社からこのような通知が寄せられた場

合、書面で異議申立を当社指定代理人に行うことができますが、その際には以下の情報をすべて盛

り込みます。 

1. 自分の物理的署名か電子署名 

2. 削除されたコンテンツ、アクセスが無効化されたコンテンツに加え、削除前かアクセス無効

化前にそのコンテンツが存在していた場所の明確化 

3. 削除または無効化されるコンテンツの誤りか誤認の結果、そのコンテンツが削除、無効化さ

れたと誠意をもって考えていることについて、偽証罪の下での説明 

4. 自分の氏名、実際の住所・電話番号に加え、実際の住所の立地が属する裁判管轄区の裁判所

の裁判管轄に同意していることの説明、また、自分の実際の住所が米国外にある場合、

eVisitが所在する裁判管轄区の裁判所の裁判管轄に同意していることに加え、侵害を行って

いるとされるコンテンツの通知を行った者かその代理人から文書送達を受け付ける旨の説明 

(c)  反復的侵害があったことを理由とする終了 

eVisitには、その単独の裁量により、当社ウェブサイトやサービスの利用者が繰り返し DMCAその

他の侵害通知を受けたとき、その利用者のアカウントやアクセスを停止する権利があります。 

1. 保証の免責 



本サイトを利用する場合、自己責任となります。材料や提出物の全部または一部が eVisitにより確

認認証されておらず、不正確な内容、印刷その他のミスが含まれていることがあります。eVisitと

しては、本サイトに含まれたコンテンツや提出物が時期にかなっているという正確さを保証してい

ません。eVisitとしては、eVisit、当社ライセンサー、業者その他のユーザーにより提供されたかを

問わず、コンテンツのミスや間違いについて何らの責任も負いません。 

eVisitは、自社のため、またライセンサーのため、コンテンツなど、本サイト上に掲載されている

情報、コンテンツの質、適性、真実性、正確性、完全性に関して、本サイト、本サービス、コンテ

ンツとの関係で明示黙示を問わず、何らの法令上の表示、保証を行っていません。別段の明示的記

載がある場合を除き、関連法令で認められている最大の範囲で、本サイト、コンテンツ、本サイト

に含まれ、もしくは提示される情報またはコンテンツは、「現状のまま」、「現状渡し」、「現状

有姿」で提供されたものであって、商品性があり、特定目的の適性があり、第三者の権利を侵害し

ていないことについて黙示の保証は伴っていません。eVisitは、利用者のコンピューターにインス

トールされる恐れがあるウィルス、スパイウェア、マルウェアについて何らの保証も行いません。 

XVI. eVisitと往診に関する特別免責 

eVisitは、ヘルスケアプロバイダーではありません。本サイトと本サービスの内容は、利用者とヘ

ルスケアプロバイダーとの間に存在する関係をサポートする趣旨であって、そのような関係に取っ

て代わったり、介入するものではありません。本サイトに含まれた情報は、医学的な提言として、

または専門的アドバイスとして解釈しないでください。本サイトは、診断や治療を意図したもので

はありません。個人の医療（介護）や病状に関して疑問や不明な点がある場合は、医師や資格を持

ったヘルスケアプロバイダーに助言を求めることをおすすめします。本サイトに投稿された情報が

原因で、医師や資格のあるヘルスケアプロバイダーの医学的助言を軽視したり、避けたり、あるい

は助言を受けるのが遅れることがないようにしてください。 

XVII.  責任の制限 

eVisitは、本サイトとの間でのコンテンツを表示、複写、ダウンロードしたことに起因して生じた

損害賠償について、利用者に一切の責任を負いません。間接的、特別、懲罰的、特殊、間接的、結

果的損害賠償については（データ、収益、利益、使用またはその他経済的利点の損失を含みま

す）、発生の形態を問わず、また、かかる損害賠償の可能性を eVisitが知っていたとしても、

eVisitは利用者に対して一切の責任を負いません。 

XVIII. 現地法令、輸出規制 



eVisitは、アメリカ合衆国にある本社から本サイトを管理運営しています。アメリカ以外の地域や

国においては、当該コンテンツが不適切あるいは、利用できない可能性があります。アメリカ以外

で本サイトを使用する場合は、現地法令に従ってください。 

XIX.  フィードバック 

書簡、電子メール、電話などを問わず、連絡、コメント、質問、提言、関連のコンテンツにつき、

新機能やそれに関する機能性など、本サイト、本サービス、コンテンツへの変更を提言・勧告する

形で eVisitに送付したり送信した場合（総称して「フィードバック」）、この種のフィードバック

はすべて、公開であって機密な情報ではなく、そのように扱われるものとします。フィードバック

に含まれたアイデア、ノウハウ、コンセプト、テクニックその他の知的財産・財産的権利の権利、

権原、権益は、特許性の有無は問わず、また、目的の如何を問わず、すべて利用者から譲渡される

ものとし、eVisitは、出所表示なく無償でこれらを自由に利用します。この中には、このフィード

バックを用いた製品・サービスを直接的間接的に開発、製造、製造委託、ライセンス供与、マーケ

ティング、販売することなどが含まれます。フィードバックに含まれたアイデア、ノウハウ、コン

セプト、テクニックを利用、表示、複製、頒布する義務は eVisitにはなく、このような利用、表

示、複製、頒布を強制する権利は利用者にはないことを理解し、同意するものとします。 

XX. 法的紛争 

本規約は、抵触法に関するルールを除き、アメリカ合衆国アリゾナ州の法令を準拠法とし、アメリ

カ合衆国アリゾナ州の法令に基づいて解釈されるものとします。外国の法令は適用されません。

eVisitに対して提起した請求や紛争に関しては、アリゾナ州にある州裁判所か連邦裁判所により専

属的に解決しなければならないことに同意するものとします。ただし、当事者により別段の合意が

ある、または以下の仲裁条項において言及がある場合は、この限りではありません。この種の請求

や紛争の訴訟提起のため、アリゾナ州スコッツデールにある裁判所の対人管轄権に服することに同

意するものとします。 

仲裁。請求のうち、（i）アメリカ合衆国以外の国の住民により提起されたものか、(ii) 請求され

た裁定の総額が 10,000.00ドルを下回る場合、eVisitは、拘束力を伴った不出廷式の仲裁を介して

コストパフォーマンスに優れた形式で、この紛争の解決を選択できることに同意します。eVisitが

仲裁を選択した場合、請求を仲裁手続の排他的管轄権に移管して、eVisitが選択した所定の裁判外

紛争解決（「ADR」）機関を介して着手されることに同意するものとします。ADR機関と当事者が

順守しなければならないルールとしては、(a) 仲裁が電話、オンラインにより行われ、書面の提出

物に専ら基づくとともに、具体的方法は仲裁を提起した当事者により選択されること、(b) 仲裁に

は、当事者間で別段の相互合意がある場合を除いて、当事者や証人の出廷がないこと、(c) 仲裁人



による裁定に関する判決は、管轄裁判権がある裁判所においてその執行を求められることが挙げら

れます。仲裁では、差止その他の衡平法上の救済を求める請求が明示的に排除されています。 

XXI.  電子通信 

本サイトを利用したり、本サイト上か本サイトを介して提供された本サービスを利用することによ

り、eVisitから電子的に連絡を受けることに同意したことになります。これらの電子的連絡には、

料金・手数料に関する通知、取引情報、その他、本サイトや、本サイト上か本サイト経由で提供さ

れる本サービスに関する情報が盛り込まれていることがあります。これらの電子的連絡は、eVisit

との関係の一部です。電子的に当社から送付した通知、合意、開示その他の連絡が、かかる連絡を

書面とすることなど、法的な連絡要件を満たしていることに同意するものとします。 

XXII.  総則 

本規約を順守していないと当社が判断した場合、eVisitから通知が行われ、所要の是正措置を提言

します。ただし、eVisitの判断により本規約に違反がある場合、事前に通知を行わなくても、本サ

イトへのアクセスが即時終了することがあります。「国際物品売買契約に関する国際連合条約」、

統一コンピューター情報取引法（UCITA）に基づいた法令は、本契約に適用されません。本規約や

本サイトに関して紛争が生じた場合、アリゾナ州にある裁判所で審理が行われます。本規約が関連

法令と合致しないことが明らかになった場合、かかる条項は、当事者の意図を反映する形で解釈す

るものとし、その他の条項は変更されません。eVisitが本規約を履行確保しない場合、かかる条項

を放棄したことになりません。本規約は、利用者と eVisitとの間における全体的合意であり、本サ

イトに関して当社との間の過去または現在の交渉、討議、合意のすべてに優位します。財産的権

利、保証放棄、利用者の表明、免責、責任の制限、総則は、本規約の終了後も存続します。 

XXIII.  当社への連絡 

本規約に関しての不明な点がある場合、または eVisitに連絡の必要がある場合は、eVisit LLC, 

1325 N. 34th Place, Phoenix, AZ 85233 に連絡し、写しを support@evisit.com 宛てに送付

するか 、(844) 693-8474までお電話ください。 
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