専用歩数計ご利用の方向け参加申込書

アスマイルは、日々の健康活動で

〈抽選ポイント〉が貯まります！
貯まったポイントを使って、毎月の抽選でプレゼントが当たる！

抽選で

歩いて…

5,000pt

300pt

貯めて
毎月の抽選に
参加！

GET！

¥3,000 分の が
QUOカード

当たる！
大阪府がん対策基金への寄付
をお選びいただく事もできます

さらに！

40 歳以上の市町村国民健康保険に加入の方限定 ※1

特定健診の
受診で

※2

¥ 3,000

ポ イ ント 取 得 方 法

相当のQUOカード等を
ド等

必ずプレゼント！

1

2
QUO

特定健診を受ける

特典をゲット！

※1：府内市町村の国民健康保険に加入の方のみの特典です。※2：初回のみ3,000円相当となり、2回目以降は1,000円相当となります。

専用歩数計のお申し込み方法（スマホをお持ちでない方）
1 申込用紙に必要事項を記入して

おおさか健活マイレージ アスマイル
事務局宛に送付してください。
最終ページの申込書用紙を切り取り、必要事項を

参加資格

2 専用歩数計がご自宅へ
着払い
ご自宅へお届け時に、
配送業社に料金を

紙」に本人確認書類を添付し、おおさか健活マイ

お支払いください。

歩数が記録され
3 Loppiにかざすと、
専用歩数計で記録した歩数は、
ローソンおよびミニ
ストップ店頭に設置してあるLoppi
（ロッピー）
にかざ
すと歩数データが送信され、
ポイントが貯まります。
ポイント数に合わせて抽選などにご参加いただけます。
※抽選は自動で行われ、
当選者にはあらかじめ選択
いただいた特典が送付されます。

レージ アスマイル事務局宛に送付してください。

※白い部分
（IC読み取り部）
に歩数計の表示画面を上
にして置くと、
自動的に歩
数データの送信が始まり タッチ！
ます。
メニューを選ぶなど
の画面でのタッチ操作は
一切必要ありません。

簡単ね
必要な身分証明

健康保険
被保険者証等

大阪府内の市町村に
住民登録がある方

ポイントが貯まります。

着払いで届きます。

ご記入の上、申込書の裏面「本人確認書類貼付台

大阪府在住の18才以上の方

料金 2,75０円
（税込み・送料含む）
※配送業者が上記料金以外の代金を請求することはありません。

※アスマイルのポイント数
の確認については事務局
へお問い合わせください。

＊本事業内容は2019年10月時におけるものであり、今後変更される場合があります。＊特典への交換は予算の範囲内で行います。

※専用歩数計で記録できるのは歩数ポイントであり、健康記録（体重・血圧・食事・睡眠）
やアンケートに答えるなどのポイント機能はご利用いただけません。
ご了承ください。

おおさか健活マイレージ アスマイル 参加(兼)歩数計購入申込書
本事業でご提供いただいた個人情報は、
すべて大阪府に帰属し、
大阪府の監督のもと、
事務局業務を委託した事業者が管理し、
本事業の提供・運用・管理のために利用します。
※個人情報の利用目的など詳細については、
利用規約を確認してください。 ★が付いている項目は、
必ずご記入ください。

★ 参加者氏名

セイ

メイ

（フリガナ）

★ 参加者氏名

姓

常用漢字以外はシステムに
登録できませんので、常用
漢字をご記入ください。

名

（漢字）

★生年月日

男 ・ 女

★ 性別
（〒

年

（西暦）

ー

）

大阪府

月

日生まれ

番地、
建物名
（アパート・マンション名）
までご記入ください。

市・町・村

★ ご住所

※電話番号は、
「−」付で
記入してください。

★ 電話番号
参加者
メールアドレス

@

（任意）

おおさか健活マイレージ アスマイルをご紹介いただいた方の友だち紹介
番号を記入いただくと申込者および紹介者にポイントが付与されます。

友だち紹介番号
（任意）

ご希望の特典をお選びください。
（未記入の場合はQUOカードを送付させていただきます）

□ QUOカード

★ 特典希望

□ 大阪府がん対策基金への寄付

本事業は、歩数などによっ
てポイントがたまり、
ポイン
トに応じて抽選が行われま
す。
この抽選に当選した場
合、特典を受け取る代わり
に、大阪府を通じて大阪府
がん対策基金に寄付するこ
とができます。

なお、特典につきましては、予告なく変更になる場合があり、
その場合、事務局による特典選定の上、送付させていただきます。
予めご了承ください。

今年度末で40歳以上となる大阪府内の市町村国民健康保険加入者で、別紙｢市町村の保有する個人情報の大阪府への提供同意｣に
同意いただける方は、下記のチェック欄をチェックし、
お手元の国民健康保険被保険者証の記号・番号・保険者番号を記入してください。

□ 同意します。
記号

国民健康保険
特典申し込み

特定健診を受診されること
で特典と交換できるポイン
トが付与されます。

番号

保険者番号

参加申込書に記載いただいた、
性別・生年月日・メールアドレスは、
アスマイル プラスでも使用いたします。

歩数計（税込・送料込2,750円）
の購入に同意いただける方は、下記のチェック欄をチェックし、
ニックネームから歩数計の色までを記入
してください。
ニックネームと歩数計の色は、
必ずご記入ください。
歩数計の購入に同意いただけない場合は、
本事業に参加いただけません。

□ 歩数計を購入します。

★ 歩数計申し込み
★ ニックネーム
（ランキング等で表示）

参加者身長

参加者体重

.

（任意）

cm

参加者歩幅
（任意）

cm

□ 赤

kg

※身長・体重・歩幅は、消費カロリー・歩行距離等の計算に利用します。
差し支えなければ記入してください。
（記入が無い場合、
標準値が設定されます）
歩数計の色が選択されていない場合、
｢赤色」
を送付させて
いただきます。
歩数計は有料（税込・送料込2,750円）
となり

ご希望の色をお選びください。

★ 歩数計の色

.

（任意）

ニックネームは左づめでご
記入ください。
カタカナ、
ひらがな、常用漢
字、英数字で登録できます。
ご記入のない場合は「ゲス
ト＋番号」
で表示されます。
個人が特定されにくいニッ
クネームの使用をおすすめ
します。公序良俗に反する
表記等、事務局が不適切と
判断した場合は 使用をお
断りする場合がありますの
でご了承ください。

□ 黒

ます。購入方法等については、別紙をご覧ください。

私は、
『おおさか健活マイレージ「アスマイル」サービス及び関連ソフトウェア利用規約』、
『アスマイル プラスサービス利用規約』に
同意し、参加を申し込みます。なお、上記の国民健康保険特典申し込みの同意を含みます。

★ 申込日(西暦)

★ 自署または記名押印
年

窓口使用欄

月

事務局使用欄 1

日

事務局使用欄 2

事務局使用欄 3

事務局使用欄 4

＊2022年4月現在

本人確認書類 貼付台紙
おおさか健活マイレージ アスマイルへの参加申込書を提出する際は、
本人確認書類の添付が必要となります。
本人確認書類を添付する際は、
この台紙に貼って、
参加申込書と一緒に提出してください。
なお、提出いただいた本人確認書類は返却できませんので あらかじめご了承ください。

の り し ろ

（両面とも貼り付けてください）

国民健康保険に加入されている方
下記１点のコピー
（両面）
をこの貼付台紙に貼り付けてください。

本人確認書類

①国民健康保険被保険者証

下記の項目をご確認ください。
・ 氏名、生年月日、住所が記入されたものと一致している。
・ 期限切れしていないもの。
・ 氏名、生年月日、住所、記号・番号が鮮明に確認できる。
・ 国民健康保険特典申し込みに同意されない方は、
保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキングして貼付してください。
・ 裏面に記載がない場合も、裏面のコピーも一緒に貼り付けてください。

国民健康保険に未加入の方
下記①②いずれか１点のコピー
（両面）
か③をこの貼付台紙に貼り付けてください。

①運転免許証
本人確認書類

②各種健康保険被保険者証
③住民票の写し

下記の項目をご確認ください。
・ 氏名、生年月日、住所が記入されたものと一致している。
・ 期限切れしていないもの。
・ 氏名、生年月日、住所が鮮明に確認できる。
・ ②各種健康保険被保険者証は、保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキングして貼付してください。
・ 裏面に記載がない場合も、裏面のコピーも一緒に貼り付けてください。
・ ③住民票の写しは 発行から6カ月以内のものを貼り付けてください。
・ マイナンバーを含む書類は送付しないでください。

電話番号
※おおさか健活マイレージ アスマイルに、
ご登録の電話番号を
「−」付で記入してください。

注 意事項

宛

※本人確認書類は必ず、
氏名、
生年月日、
住所が確認できる部分を含め、
書類全体をコピーしてください。

先

下記宛先へ送付ください。

〒530-8692

※運転免許証や健康保険証のカードなど、小さい書類は拡大し、用紙の中央になるようにコピー
してください。

日本郵便株式会社

※文字が切れていたり、判別できない場合は、
再度ご送付をお願いすることがあります。

私書箱386号

※マスキングする際、
必要な情報
（氏名や住所など）
が隠れないようにご注意ください。

悪い例
フラッシュ反射で
住所が確認できない

大阪北郵便局

おおさか健活マイレージ
アスマイル 事務局 宛

一部が切れていて
本人特定事項が
確認できない
有効期限が確認
できない
もしくは切れている
＊2022年4月現在

おおさか健活マイレージ「アスマイル」サービス及び関連ソフトウェア利用規約
おおさか健活マイレージ「アスマイル」サービス及び関連ソフトウェア利用規約（以下「本規
約」といいます。）は、第１条で定める本サービスを利用する方に同意していただく必要のあ
る事柄を記載しています。参加者が本サービスを利用する際には、本規約に同意したものと
みなされ、本規約が適用されます。本規約に同意されない場合、本サービスをご利用頂けま
せんので、ご利用の前に必ずお読みください。
第１条（定義）
本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとし
ます。
(1) 「本サービス」
大阪府がアスマイル（理由の如何を問わずその名称または内容が変更された場合の当該変
更後のアプリケーションを含みます。）の名称で提供するサービスをいいます。
(2) 「アスマイルアプリ」
大阪府が本サービスで提供するアプリケーション及び関連ソフトウェアをいいます。
(3) 「サービス利用契約」
参加者が本サービスを利用するに際し、参加者と大阪府との間に発生する本サービスの利
用に関する契約関係をいい、本規約及び本サービスに関して大阪府が配布、配信又は掲示す
る文書（以下
「個別利用規約」といいます。）等を含みます。
(4) 「参加者」
本規約に同意の上、大阪府とサービス利用契約を締結した個人をいいます。(11)で定めるア
カウントの登録の有無を問いません。
(5) 「基本登録情報」
参加者が本サービスの利用に際して登録した情報、本サービス利用中に大阪府が必要と判
断して登録を求めた氏名、生年月日、性別、住所等の、おおさか健活マイレージ「アスマイル」
サービス及び関連ソフトウェアの利用に関するプライバシーポリシー（以下この条におい
て「プライバシーポリシー」といいます。）別紙に記載の「基本登録情報」をいいます。
(6) 「個人の健康に関する情報等」
参加者が任意に登録したプライバシーポリシー別紙に記載の「個人の健康に関する情報」、
「特定健康診査・事業所健診・人間ドック・後期高齢者健康診査・若年健診・学校健康診断、そ
の他の健診結果」、
「特定保健指導」、
「後発医薬品差額通知」及び「医療費通知」に関する情報
とともに、通信サービス上の行動履歴その他参加者の情報端末において生成又は蓄積され
た情報、及び提携パートナーによる提携サービスの提供に伴い収集した参加者に関する情
報をいいます。
(7) 「端末情報等」
本サービスの利用に伴い、大阪府が取得する参加者の携帯等の端末に関する情報、位置情報
及びセンサー情報をいいます。
(8) 「コンテンツ」
参加者が本サービスを通じてアクセスすることができる情報（文章、画像、動画、音声、音楽
その他のサウンド、イメージ、ソフトウェア、プログラム、コードその他のデータを含みます
が、これらに限られません。）をいいます。
(9) 「参加者コンテンツ」
参加者が本サービスを利用して投稿その他の方法により送信するコンテンツをいいます。
(10) 「第三者コンテンツ」
本サービスの提供に際し、これに付随するサービスとして、大阪府及び参加者以外の第三者
によって提供されるコンテンツをいいます。
(11) 「アカウント」
パスワードと組み合わせて、参加者とその他の者とを識別するために用いられる符号をい
います。
(12) 「パスワード」
アカウントと組み合わせて、参加者とその他の者とを識別するために用いられる符号をい
います。
(13) 「提携パートナー」
本サービスと提携するサービスを提供し又はその運営を行う者をいいます。
(14) 「知的財産権」
著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権（それらの権利を取得し、又
はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。
）
をいいます。
(15) 「外部連携サービス等」
本サービスに関する機能を利用してサービス提供者が自己のサービスとして提供するもの
であって、
サービス提供者所定の方法により参加者が手続きを行うことで利用できるサービ
スをいいます。
なお、
スマートフォンやパソコンなどのブラウザから利用できるサービスと、
それらの装置で動作するブラウザ以外のアプリケーションソフトウェア
（以下
「対象アプリ」
といいます。
）
及びその対象アプリを経由して提供されるサービスのすべてが含まれます。
(16) 「参加市町村」
大阪府が本サービスを提供するにあたり、
情報提供等に関する覚書等を大阪府と締結した府
内市町村をいいます。
第２条（総則・適用範囲）
１ 本規約は、大阪府が提供する本サービスの利用に関する基本的な事項を規定します。
２ 本規約は、本サービスの利用に関し、大阪府及び参加者に対して適用されます。
３ 大阪府が、大阪府ウェブサイト、アスマイルアプリ利用画面上において本サービスに関
する個別規定や追加規定を掲載する場合、又は電子メール等により本サービスに関す
るルール等を発信する場合、それらは本規約の一部を構成するものとし、個別規定、追
加規定又はルール等が本規約に抵触する場合は、当該個別規定、追加規定又はルール等
が優先されるものとします。
４ 大阪府ウェブサイト、外部連携サービス等については、大阪府ウェブサイト、外部連携
サービス等に定められる利用規約等に従ってご利用ください。
第３条（基本登録情報の登録）
１ 参加者は、本サービスの利用にあたり必要な情報及び大阪府が必要と判断して登録を
求めた情報を登録するものとします。
２ 参加者は、基本登録情報の登録にあたっては、真実かつ正確な情報を提供しなければな
りません。大阪府は、参加者自身が登録した基本登録情報を前提として、本サービスを
提供いたします。基本登録情報の内容に虚偽、誤り又は記載漏れがあったことにより参
加者に生じた損害について、大阪府は一切責任を負いません。
３ 参加者は、基本登録情報に変更があった場合、変更から１４日以内に、大阪府の定める
方法により、当該変更事項を大阪府に通知しなければなりません。その際、大阪府から

４

資料の提出の要求があった場合には、当該要求された資料を提出するものとします。
前項の通知及び資料の提出を怠ったことにより大阪府からの通知が不到達となった場
合、当該通知は、通常到達すべき時に到達したとみなされるものとします。

第４条（アカウント及びパスワードの管理）
１ 参加者は、
自己の責任においてアカウント及びパスワードを管理及び保管するものとし、
これを第三者に使用させ、
又は貸与、
譲渡、
名義変更、
売買等をしてはならないものとしま
す。
大阪府は、
当該アカウント及びパスワードの一致を確認した場合、
当該アカウント及
びパスワードを保有するものとして登録された参加者が本サービスを利用したものとみ
なします。
２ アカウント又はパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の
責任は参加者が負うものとし、大阪府は一切の責任を負いません。
３ 参加者は、アカウント又はパスワードが盗用され、又は第三者に使用されていることが
判明した場合には、直ちにその旨を大阪府に通知するとともに、大阪府からの指示に従
うものとします。
４ １人が複数のアカウントを使用すること、又は複数人が１人としてアカウントを使用
することを禁止します。
第５条（本サービスの利用）
１ アスマイルアプリ又はＷＥＢページ上から申し込み手続きの完了、若しくは専用申込
書による申し込み手続きの完了時に、参加者と大阪府との間で、本規約の諸規定に従っ
たサービス利用契約が成立し、参加者は本サービスを利用することができるようにな
ります。未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人は、親権者等の法定代理人、成
年後見人、保佐人又は補助人（以下、
「法定代理人等」という。）の同意を得た上で申し込
み手続きを行い、法定代理人等の同意のもと本サービスを利用しなければならないも
のとします。
２ 参加者は、本規約に定める目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲内で、大阪府の
定める方法に従い、本サービスを利用することができます。
３ アスマイルアプリは、
本サービスに対応した端末でのみ利用することができます。
また、
参加者が私的に使用する目的でのみ利用することができ、
販売、
配布又は開発等の私的使
用以外の目的で使用してはならないものとします。
４ 参加者は、アスマイルアプリを、大阪府が提供する状態でのみ利用するものとし、アス
マイルアプリの複製、修正、変更、改変又は翻案を行ってはならないものとします。
５ 本サービスの提供を受けるために必要なコンピューター、ソフトウェアその他の機器、
通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、参加者の費用と責任において行うも
のとします。
６ 本サービスの全部又は一部について、年齢、本人確認の有無、基本登録情報の有無、アカ
ウント登録の有無、その他、大阪府が必要と判断する条件を満たした参加者に限り利用
できるものとし、参加者はこれに同意するものとします。
７ 本アプリのダウンロード及び本サービスの利用にかかる通信費用は、利用者が負担す
るものとします（本アプリのバージョンアップや正常に動作しないことにより再設定
などで追加的に発生する通信料を含みます。）。
８ 大阪府暴力団排除条例（平成22年11月４日大阪府条例第58号）第２条第２号から第４
号に規定する暴力団員、暴力団員等、及び暴力団密接関係者は、本サービスを利用する
ことができません。
第６条（外部連携サービス等の提供）
１ 本サービスの利用にあたり、参加者が、外部連携サービス等を利用する場合には、本規
約及び個別利用規約のほか、当該サービスの定める利用規約その他の条件に従うもの
とします。
２ 大阪府は、外部連携サービス等の内容が参加者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、参加者による当該サービスの利用が参
加者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること及び不具合が生じな
いことについて、何ら保証するものではありません。
第７条（禁止行為）
参加者は、本サービス（外部連携サービス等を含みます。以下本条において同様です。）の利
用にあたり、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりま
せん。
(1) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行
為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為
(2) 大阪府又は他の参加者その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(3) 公序良俗に反し、
又は善良な風俗を害するおそれのある行為
(4) 大阪府又は他の参加者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その
他の権利又は利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(5) 本サービスを通じ、以下に該当し、又は該当すると大阪府が判断した情報を大阪府又は
他の参加者その他の第三者に送信する行為
①過度に暴力的又は残虐な表現を含む情報
②コンピューター・ウィルスその他の有害なプログラムを含む情報
③過度にわいせつな表現を含む情報
④差別を助長する表現を含む情報
⑤自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報
⑥薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
⑦反社会的な表現を含む情報
⑧ジャンクメール、スパムメール、チェーンメール等の第三者への拡散を求める情報
⑨違法な勧誘、宣伝等を含む情報
⑩他人に不快感を与える表現を含む情報
⑪面識のない異性との出会いを目的とした情報
⑫上記に類する情報
(6) リバースエンジニアリング
(7) 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
(8) 本サービスに接続しているシステム全般に権限なく不正にアクセスし、又は大阪府設
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備に蓄積された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為、その他大阪府に損害
を与える行為
(9) 故意に虚偽のデータ等を公開し、又は投稿する行為
(10) 他の参加者の情報の収集を目的とする行為
(11) 大阪府又は他の参加者その他の第三者に成りすます行為
(12) 他の参加者のアカウント又はパスワードを利用する行為
(13) 大阪府が事前に許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
(14) 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。以下同様です。）への利益供与行為
(15) 面識のない異性との出会いを目的とした行為
(16) 本規約及び個別利用規約並びに本サービスの趣旨・目的に反する行為
(17) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
(18) その他、大阪府が不適切と判断する行為
第８条（参加者による本サービスの利用終了）
１ 参加者は、大阪府所定の方法により、アカウント登録の抹消の手続きを行うことで、
いつでも本サービスの利用を終了することができます。アカウント登録の抹消の手
続きを行った場合、手続き完了の時点から本サービスを利用することができなくな
ります。参加者は、誤ってアカウント登録の抹消の手続きを行った場合であっても、
アカウント、基本登録情報、個人の健康に関する情報等、端末情報等、その他本サービ
スに蓄積した情報の復旧はできないことにつき予め承諾するものとします。
２ 参加者は、本サービス利用終了後も、大阪府及びその他の第三者に対するサービス利
用契約上の一切の義務及び債務（損害賠償を含みますが、これに限りません。）を免れ
るものではありません。
３ 大阪府は、参加者が本サービスの利用を終了した後も、当該参加者が大阪府に提供し
た情報を保有・利用することができるものとします。
４ 参加者が本サービスの利用を終了した場合、大阪府は、あらかじめ通知することなく
当該参加者のアカウント登録を削除することができるものとします。
５ 大阪府は、最終のアクセスから１年間以上経過している場合、本サービスの利用を終
了したとみなして、あらかじめ通知することなく、アカウント登録を削除することが
できるものとします。
６ 本サービスの利用終了後、再度本サービスの利用を希望する際は、再度アスマイルア
プリのダウンロードを行う必要があります。参加者は、再ダウンロードの際に前のデ
ータが引き継がれないことを予め承諾するものとします。
第９条（規約違反の場合の措置等）
１ 大阪府は、参加者が次の各号の一に該当し、又は該当するおそれがあると大阪府が判
断した場合には、当該参加者の基本登録情報、個人の健康に関する情報等、端末情報
等、参加者コンテンツの削除、本サービスの利用の一時停止若しくは制限、又はアカ
ウント登録を削除することができるものとします。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 大阪府に提供された基本登録情報の全部又は一部につき虚偽の事実があるこ
とが判明した場合
(3) 参加者が死亡した場合
(4) 大阪府からの問合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
(5) 本サービスの利用に際して、過去に本サービス利用停止又はアカウント削除等
の措置を受けたことがあり、又は現在受けている場合
(6) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理
人、後見人､保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
(7) 反社会的勢力等である、
又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、
運営
若しくは経営に協力又は関与する等、
反社会的勢力等との何らかの交流又は関与を
行っている場合
(8) 本サービスの運営・保守管理上必要である場合
(9) その他前各号に類する事由がある場合
第10条（本サービスの変更、追加、廃止及び中断等）
１ 大阪府は、参加者に事前の通知をすることなく、本サービスの内容の全部又は一部を
変更、削除又は追加することができるものとします。
２ 大阪府は、大阪府の判断により本サービスの全部又は一部の提供・運営を終了するこ
とができるものとします。大阪府は、大阪府の判断により本サービスの全部又は一部
の提供・運営を終了する場合、大阪府が適当と判断する方法で参加者にその旨通知い
たします。ただし、緊急の場合は参加者への通知を行わない場合があります。
３ 大阪府は、次の各号の事由が生じた場合には、参加者に事前に通知することなく、本
サービスの一部又は全部を一時的に中断することができるものとします。
(1) 本サービス用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理
を行う場合
(2) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(3) 参加者のセキュリティを確保する必要が生じた場合
(4) 電気通信事業者の役務が提供されない場合
(5) 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
(6) 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により
本サービスの提供が困難な場合
(7) 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
(8) その他前各号に準じ大阪府が必要と判断した場合
４ 大阪府は、本条に基づき大阪府が行った措置により参加者に生じた損害について一
切の責任を負いません。
第11条（権利の帰属）
１ アスマイルアプリ及び本サービスにおいて大阪府が提供するコンテンツ又は第三者
コンテンツ等の情報等に関する一切の知的財産権は、大阪府又は大阪府にライセン
スを許諾している者に帰属し、本規約に基づく本サービスのいかなる使用許諾も、大
阪府又は大阪府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。
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参加者は、大阪府の許諾を得ることなく、大阪府が提供する情報等の翻案、編集及び
改変等を行い、これを第三者に使用させ又は公開することはできず、いかなる理由に
よっても大阪府又は大阪府にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害する
おそれのある行為（逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含み
ますが、これに限定されません。）をしてはなりません。
本サービス上、商標、ロゴ及びサービスマーク等（以下「商標等」といいます。）が表示
される場合がありますが、大阪府は、参加者その他の第三者に対し何ら商標等を譲渡
し、又はその使用を許諾するものではありません。
参加者は、参加者コンテンツについて、自らが投稿その他の方法によりコンテンツを
送信することについての適法な権利を有していること、及び参加者コンテンツが第
三者の権利を侵害していないことについて、大阪府に対し表明し、保証するものとし
ます。
参加者は、参加者コンテンツについて、大阪府に対し、世界的、非独占的、無償、サブライ
センス可能かつ譲渡可能な使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示及び実行に関する
ライセンスを付与します。かかる大阪府のライセンスは、当該参加者による本サービス
の利用が停止し又はそのアカウントが削除された後も、有効に存続するものとします。
参加者は、大阪府及び大阪府から権利を承継し又は許諾された者に対して著作者人
格権を行使しないことに同意するものとします。
参加者は、自己の責任において参加者コンテンツのバックアップを行い、大阪府は参
加者コンテンツのバックアップを行う義務を負わないものとします。
大阪府は、参加者コンテンツに関し、法令又は本規約に違反し、若しくは違反するお
それがあると認めた場合、あらかじめ参加者に通知することなく、参加者コンテンツ
の削除その他の方法により、本サービスの利用を制限することができるものとします。

第12条（参加者に関する情報の収集、解析及び取扱い）
１ 大阪府による基本登録情報、個人の健康に関する情報等、端末情報等その他参加者に関
する情報の取扱いについては、別途定めるおおさか健活マイレージ「アスマイル」サー
ビス及び関連ソフトウェアの利用に関するプライバシーポリシー（以下この項におい
て「プライバシーポリシー」といいます。）によるものとし、参加者は、プライバシーポリ
シーに従って大阪府が当該情報を取り扱うことについて同意するものとします。
２ 大阪府は、参加者が大阪府に提供した基本登録情報、個人の健康に関する情報等、端末
情報等及びその他の情報並びにデータ等を、本サービスの提供及び運用、サービス内容
の改良及び向上並びに大阪府又は参加市町村の施策等への活用等の目的のために利用
し、若しくは個人を特定できない形での統計的な情報として公開することができるも
のとし、参加者はこれに同意するものとします。
３ 大阪府は、本サービスの利用状況を把握するため、Identiﬁcation for Advertisers（以
下「IDFA」といいます。）、Cookie又は以下の情報収集モジュールを利用して、本サービ
スの利用情報（端末情報等及びアプリ起動ログ、ブラウザ閲覧ログを含みますが、これ
らに限られません。）を収集します（なお、IDFA又はCookie及び解析ツール等数種を併
用する場合、及び解析ツール等がIDFA又はCookieを使用する場合があります。）。IDF
A及びこれら情報収集モジュールについては、各提供者の利用規約及びプライバシー
ポリシー等をご参照ください。大阪府は、IDFA、Cookie、及び情報収集モジュール利用
により生じた損害について責任を負いかねます。
情報収集モジュールの名称／提供者
(1) 情報収集モジュールの名称
① Google Analytics
(2) 情報収集モジュールの提供者
① Google, Inc.
４
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大阪府は、参加者が外部連携サービス等の利用を希望するときは、参加者から収集し
た基本登録情報、個人の健康に関する情報等、端末情報等、その他当該参加者に関する
情報を、当該外部連携サービス等の利用に必要な範囲において、外部連携サービス等を
行う事業者に提供したうえで外部連携サービス等の提供をします。
前項の他、大阪府は、第２項に定める目的及び提携パートナーによる提携サービスの提
供を目的として、本サービスを通じて収集・解析した情報に関する統計資料を提携パー
トナーその他の第三者に提供することがあり、参加者はこれに同意するものとします。

第13条（損害賠償）
１ 参加者は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して大阪府に
損害を与えた場合、大阪府に対しその全ての損害（弁護士等専門家費用及び大阪府の
人件費相当額を含みます。）を賠償しなければなりません。
２ 参加者による本サービスの利用に関連して、大阪府が他の参加者その他の第三者か
ら権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、当該参加者は、当該請求
に基づき大阪府が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額及び当該請求に係る紛
争等の解決のために大阪府が負担した金額（弁護士等専門家費用及び大阪府の人件
費相当額を含みます。）を賠償しなければなりません。
３ 大阪府は、本サービスに関連して参加者が被った損害について、一切賠償の責任を負
いません。なお、消費者契約法の適用その他の理由により、本項その他大阪府の損害
賠償責任を免責する規定にかかわらず大阪府が参加者に対して損害賠償責任を負う
場合においても、大阪府の賠償責任の範囲は、大阪府の責に帰すべき事由により現実
に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとします。
第14条（保証の否認及び免責）
１ 大阪府は、本サービス、本サービスを通じて提供される参加者コンテンツ、第三者コ
ンテンツ、及び外部連携サービス等から得られる情報、及びその他本サービスにより
参加者が取得し得る一切の情報が、参加者の特定の目的に適合すること、期待する機
能・商品的価値・正確性・有用性・完全性を有すること、本サービスの利用が参加者に
適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じない
ことについて、何ら保証するものではありません。
２ 大阪府は、本サービスを通じて提供される参加者コンテンツ及び第三者コンテンツ
が適法に利用可能であること、YouTube、Twitter、Facebook、及びその他大阪府以
外が提供するサービス等の利用規約等を遵守していること、第三者の権利を侵害し
ないこと等について、如何なる保証も行うものではありません。
３ 大阪府は、アスマイルアプリが全ての端末に対応していることを保証するものでは
なく、また、仮に本サービスの利用開始時に対応していた場合でも、本サービスの利
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用に供する端末のOSのバージョンアップ等に伴い本サービスの動作に不具合が生
じる可能性があることにつき、参加者はあらかじめ了承するものとします。大阪府は、
かかる不具合が生じた場合に大阪府が行うプログラムの修正等により当該不具合が
完全に解消されることを保証するものではありません。
参加者は、AppStore、GooglePlay等のアプリストアの利用規約の変更等に伴い、ア
スマイルアプリ及び本サービスの一部又は全部の利用が制限される可能性があるこ
とをあらかじめ了承するものとします。
大阪府は、コンテンツの認識の精度及びGPSの精度につき検証を重ねておりますが、
参加者が本サービスを使用する環境や通信状況の変化その他の外部的事情により、
精度が低下する場合があることにつき、参加者はあらかじめ了承するものとします。
大阪府は、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、本サービスを通
じて参加者が発信した情報の削除又は消失、アカウント登録の削除又は消失、機器の
故障又は損傷、参加者コンテンツ又は第三者コンテンツ等の情報に起因する損害そ
の他事由の如何を問わず、本サービスに起因又は関連して生じた損害につき、賠償す
る責任を一切負わないものとします。
大阪府は、基本登録情報、個人の健康に関する情報等及び端末情報等を、実績がある
と大阪府が判断したクラウド環境のもとで、安全性の高いネットワーク上に保存い
たします。ただし、大阪府は、これらの完全な安全性、信頼性等を保証するものではな
く、保存された基本登録情報、個人の健康に関する情報等及び端末情報等その他の消
失に起因して生じた損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
大阪府は、原則として、参加者間の通信や活動に関与しません。万一参加者間で紛争
や問題が生じた場合、参加者は、直ちにその旨を大阪府に通知するとともに、自己の
責任と費用においてこれを解決するものとし、大阪府はこれに一切関与せず、何ら責
任を負わないものとします。
本サービスに関し、参加者と外部連携サービス等の事業者、その他の第三者との間で
紛争が生じた場合、参加者は、直ちにその旨を大阪府に通知するとともに、自己の責
任と費用においてこれを解決するものとし、大阪府はこれに一切関与せず、何ら責任
を負わないものとします。

第15条（有効期間）
サービス利用契約は、本サービスの提供期間中、アスマイルアプリ又はＷＥＢページ上か
ら申し込み手続きの完了、若しくは専用申込書による申し込み手続きの完了時から当該
参加者が本サービスの利用を終了した日、大阪府が本規約に基づき当該参加者のアカウ
ント登録を削除した日、又は大阪府が本サービスの提供を停止した日のいずれか早い日
までの間、大阪府と参加者との間で有効に存続するものとします。
第16条（規約改訂）
大阪府は、本規約及び本サービスに関する個別利用規約の内容を変更又は追加できるも
のとします。大阪府は、本規約又は個別利用規約を変更した場合には、次条に定める方法
により、参加者に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、参加者が本
サービスを利用した場合又は大阪府の定める期間内に利用終了の手続をとらなかった場
合には、参加者は、本規約及び本サービスに関する個別利用規約の変更に同意したものと
みなします。
第17条（連絡・通知）
１ 本規約の変更に関する通知その他本サービスに関する大阪府から参加者への連絡は、
大阪府ウェブサイト内の適宜の場所への掲示、電子メールの送信、又はプッシュ通知、
その他大阪府が適当と判断する方法により行うものとします。
２ 本サービスに関する問い合わせ、その他参加者から大阪府に対する連絡又は通知は、
専用窓口への架電、大阪府ウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせ
フォームへの送信、その他大阪府が指定する方法により行うものとします。
第18条（本規約上の地位の譲渡等）
参加者は、大阪府の書面による事前の承諾なく、サービス利用契約上の地位又は本規約に
基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は担保の目的に供することはでき
ません。
第19条（分離可能性）
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された
場合であっても、本規約の残りの規定、及びその一部が無効又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し、大阪府及び参加者は、当該無効若しくは
執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、当該
無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確
保できるように努めるものとします。
第20条（存続規定）
第8条第2項から第6項、第10条第2項及び第3項、第11条から第14条、第18条から第22
条の規定は、本サービスの利用の終了後も有効に存続するものとします。
第21条（準拠法及び合意管轄）
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し、又は関連する一切の紛争については、大
阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条（協議解決）
大阪府及び参加者は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合に
は、互いに信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとします。
附則
本規約は、2019年1月21日より施行します。
附則
本規約は、2019年10月28日より施行します。

附則
本規約は、2020年4月1日より施行します。
附則
本規約は、2021年12月16日より施行します。
附則
本規約は、2022年4月1日より施行します。
（別紙）
おおさか健活マイレージ「アスマイル」サービス及び関連ソフトウェアの利用に関するプ
ライバシーポリシー
第１条（定義）
１ おおさか健活マイレージ「アスマイル」サービス及び関連ソフトウェアの利用に関す
るプライバシーポリシー（以下「本ポリシー」といいます。）において使用する用語は、
本ポリシーで定めるもののほか、おおさか健活マイレージ「アスマイル」サービス及
び関連ソフトウェア利用規約において使用する用語の例によります。
２ 参加者情報等とは、おおさか健活マイレージ「アスマイル」サービス及び関連ソフト
ウェア利用規約第１条第５号及び第６号に規定する情報をいいます。
第２条（参加者情報等の取扱）
１ 大阪府は、参加者情報等を収集した場合、
「 個人情報の保護に関する法律（平成十五年
法律第五十七号）」、
「 大阪府個人情報保護条例（平成八年条例第二号）」のほか、参加市
町村が定める個人情報保護に関する条例等に則り、適切に取り扱うものとします。
２ 参加者情報等は、すべて大阪府に帰属し、大阪府の監督のもと、大阪府が業務を委託
した事業者（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西）が管理します。また、委託した事
業者との間で秘密保持契約等を締結し、必要な措置を講じます。
３ 大阪府が収集した参加者情報等は、以下の目的の範囲内で適正に取り扱います。
(1) 参加者の参加資格の確認
(2) 参加者への案内・通知、各種情報、アンケート等の送付
(3) 参加者に対するポイントの付与
(4) 参加者が保有するポイントの交換
(5) 参加者への特典の発送
(6) 参加者からの問い合わせの対応、確認、及び記録
(7) 本サービスの効果分析・評価及び保健事業実施のための市町村への提供
(8) その他本サービスの管理・運用のために必要な事項
４ 大阪府及び大阪府が業務を委託した事業者は、本サービスで収集した参加者情報等
を以下の業務を実施するために利用いたします。
(1) 本サービスに関する参加資格確認、通知、連絡、アンケート調査、お問い合わせ
への対応、歩数計の配送、メールマガジンの送信及び特典の発送
(2) グラフ表示、集計、及びポイント算出
(3) 歩数計に関するお問い合わせや故障対応を目的とした、発売元（オムロン株式
会社）への提供
(4) 本サービスの管理・運用のために必要な、提携パートナーによるサービス提供
５ 大阪府は、本事業の目的を達成するために、本サービスで収集した参加者情報等を、参
加市町村及び大阪府国民健康保険団体連合会が保有する情報と照合したのち、個人を
特定できない状態に加工した上で、施策立案、統計・分析等に利用することがあります。
６ 大阪府は、本サービスで収集した参加者情報等を、あらかじめ参加者本人の同意があ
る場合又は法令に基づく場合を除き、第３項から第５項までの目的及び用途以外に
使用することはありません。
７ 大阪府は、提携パートナー及びその他の第三者との間で、個人を特定しない範囲の参
加者情報等を、第３項の目的の達成のために必要な範囲内において、相互に提供する
ことがあります。なお、大阪府から第三者へ提供される参加者情報等の項目は、住所、
生年月日、性別、身長、体重、位置情報、その他利用目的を達成するために必要な範囲
内の情報となります。また、第三者への提供の手段又は方法は、書面又は電子的若し
くは電磁的方法によるものとします。
８ 大阪府は、参加者から第三者への提供の停止等の申出があった場合、第三者への提供
の停止等適切な措置を講じます。詳しくは、第１０条をご確認ください。
９ 大阪府は、参加者が大阪府や提携パートナー以外のサービス提供者のサービスと参
加者情報等の連携を希望した場合、事前に当該外部連携サービスに提供する目的、提
供の手段または方法、提供する個人情報の項目及び当該外部連携サービス等の名称、
ならびに当該外部連携サービス等の参加者情報等の利用目的を明示し、参加者から
同意を取得した上で、当該外部連携サービス等に対し、参加者情報等を提供すること
があります。
10 大阪府は、
外部連携サービス等又は第８条に定める提携パートナーが提供するサービス
を通じて収集した個人情報の全部または一部を、
外部連携サービス等又は提携パートナ
ーから提供を受ける場合があり、
この場合、
大阪府は、
当該情報を本サービスの提供のた
めに利用するとともに、参加者から同意を取得した上で、他の外部連携サービス等又は
提携パートナーに提供する場合があります。
11 本サービス対応機器には、機器の参加者を複数設定できるものがあり、この場合、
参加者が当該機器を本サービスに登録(以下「機器登録」といいます。)する場合は、
本サービス対応機器上のいずれの参加者であるか特定する必要があります。参加者
が機器登録をした後、他の参加者が同一の本サービス対応機器を機器登録する際に、
参加者が既に当該参加者として機器登録していることを開示するとともに、後の設
定を優先するものとします。また、本サービス対応機器は提携パートナーの提供す
るサービスにも対応している場合がありますが、上記仕様については提携パートナ
ーのサービスにおいても同様です。
第３条（参加者情報等の収集）
１ 参加者には、本サービスの利用に必要な個人情報を提供していただきます。また、国民
健康保険被保険者については、参加市町村から本サービスの利用に必要な個人情報を
収集します。なお、本サービスの利用に必要な個人情報は別紙のとおりです。また、収集
にあたり、必要な情報を参加市町村に提供します。
5

２

３
４

本サービス（提携パートナーによる提携サービスを含みます。以下、本条において同様
とします。）の提供に際して、大阪府は、参加者のアクセス状況や本サービスの利用状況
に関する情報を収集します。この情報には、以下の情報の全部又は一部が含まれます。
(1) 端末情報
（「IMEI」、
「MEID」、
「ESN」
その他の端末識別番号等）
(2) アクセスログ情報
(3) Cookie
（クッキー）
(4) 位置情報
(5) 通信機器に付属するセンサー情報
(6) 各種健康機器から送信されるバイタルデータ等の情報
(7) 各サービスの利用に伴い投稿その他の方法により参加者が発信する情報
(8) 各サービスのご利用履歴
(9) クーポン、
ポイント等のサービスに関する情報
(10) アンケート調査・モニター調査等に関する情報
(11) その他申込み受付履歴、ご意見・ご要望・お問い合わせ等の内容等、本サービスの
提供に付随して大阪府が収集した情報
大阪府は、偽りその他不正の手段によらず、適正に参加者情報等を収集します。
大阪府は、参加者が本サービスを利用することによる収集以外の方法で参加者情報等
を収集する場合には、その利用目的を事前に通知又は公表します。

第４条（安全管理）
１ 大阪府は、参加者情報等の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の参加者情報等の安全管理
のために必要かつ適切な措置を講じます。
２ 大阪府は、参加者情報等の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合は、当該第三
者との間で本ポリシーに準じる内容の秘密保持契約等をあらかじめ締結するととも
に、当該第三者において参加者情報等の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督
を行います。
第５条（メールアドレスの取扱い）
１ 大阪府は、
本サービスの利用を通じて収集した参加者のメールアドレスについて、
紛失、
盗難、
破壊、
改ざん、
漏洩、
外部からの不正なアクセスを未然に防ぐために、
個人情報に関
する法令及びその他の規範を遵守し、
その保護に万全を尽くします。
２ 大阪府では、参加者のメールアドレスの保護の為、大阪府職員、及び本サービスの全部
又は一部を委託又は再委託した第三者の中で限られた権限者以外は、参加者のメール
アドレスにアクセスできない措置をとります。
第６条（Cookieの利用）
１ 大阪府は、本サービスの提供に際し、
「 Cookie（クッキー）」と呼ばれる技術及びこれ
に類する技術を使用します。
２ Cookieとは、ウェブサーバが参加者のコンピューターを識別する業界標準の技術で
す。Cookieは、参加者のコンピューターを識別することはできますが、参加者個人を
識別することはできません。なお、ブラウザによっては、その設定を変更してCookie
の機能を無効にすることはできますが、その結果ウェブページ上のサービスの全部又
は一部が利用できなくなることがあります。

の他の法令により、大阪府が開示等の義務を負わない場合はこの限りではありません。
大阪府は、参加者から、参加者の個人情報があらかじめ公表された利用目的の範囲を超
えて取り扱われているという理由、又は偽りその他不正の手段により収集されたもの
であるという理由等により、大阪府個人情報保護条例第３１条の定めに基づきその利
用停止又は消去（以下「利用停止等」といいます。）を求められた場合において、その請求
に理由があることが判明したときは、本人からの請求であることを確認の上で、遅滞な
く個人情報の利用停止等を行い、その旨を本人に通知します。ただし、大阪府個人情報
保護条例その他の法令により、大阪府が利用停止等の義務を負わない場合はこの限り
ではありません。

第１１条（お問い合わせ）
大阪府の参加者情報等の取扱いに関するご意見、ご質問、苦情のお申出その他参加者情報等
の取扱いに関する事項は、下記までお問い合わせください。
おおさか健活マイレージ アスマイル事務局
TEL. 06-6131-5804 受付時間／9:00〜17:00
（土日祝 及び 12/29〜1/3除く）
FAX. 06-6452-5266
E-mail ：info@asmile.pref.osaka.jp
（ご回答にお時間をいただく場合もございますのでご了承ください。）
第１２条（免責）
次に掲げる場合には、大阪府は一切の責任を負いません。
(1) 参加者本人が本サービスの機能又は別の手段を用いて第三者に参加者情報等を明ら
かにした場合
(2) 参加者が自ら本サービス上に入力した情報等により、個人を識別しうる状態に至った
場合
第１３条（本ポリシーの変更）
大阪府は、参加者情報等の取扱いに関する運用状況を適宜見直し、継続的な改善に努めるも
のとし、必要に応じて、本ポリシーを参加者の事前の了承を得ることなく変更することがあ
ります。変更後の本ポリシーについては、大阪府が別途定める場合を除いて、大阪府ウェブ
サイトでの公示後、すぐに効力が発生するものとします。但し、法令上参加者の同意が必要
となるような内容の変更を行うときは、大阪府が定める方法で参加者の同意を取得します。
第１４条（その他の注意事項）
１ 大阪府が提供するサービスは、大阪府が管理するサービス以外のサービスへのリンク
を含む場合があり、これら外部サービスにおける内容や参加者情報等の保護について
は、大阪府は一切責任を負いません。
２

大阪府が運営するWebサイト及び対象アプリを通じて、参加者本人より個人情報など
の機密性の高い情報をご提供いただく際には、通信途上における第三者の盗聴等を防
止する目的で、SSL(Secure Sockets Layer)による暗号化技術を使用いたします。た
だし、参加者のコンピューター環境により、これらの技術をご利用いただけない場合が
あります。

第７条（情報収集モジュール）
本サービスには、参加者情報等を解析するため、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、大阪府は、以下の情報収集モジュール提供者への参加者情報等の提供
を行います。これら情報収集モジュールは、Cookieを利用し、個人を特定する情報を含むこ
となく、参加者情報等を収集し、収集された情報は第２号記載の情報収集モジュール提供者
のプライバシーポリシーその他の規定に基づき管理されます（詳細については、各情報収集
モジュール提供者のプライバシーポリシー等をご参照ください。）。
(1) 情報収集モジュールの名称
① Google Analytics
(2) 情報収集モジュールの提供者
① Google, Inc.

附則
本ポリシーは、2019年1月21日より施行します。

第８条 (参加者情報等の共同利用について)
１ 大阪府が参加者本人からの申込みや登録等で収集した参加者情報等は、本条の要領に
て、以下に定める提携パートナー間で共同利用させていただくことがあります。
(1) 株式会社NTTドコモ
(2) サンスター株式会社
(3) イオンリテール株式会社
(4) 凸版印刷株式会社
２ 参加者情報等の共同利用対象項目は大阪府個人情報保護条例第２条第１号及び第２号
に定められている範囲内の情報とします。
３ 共同利用の目的は第２条第３項に定める利用目的の通りとします。
４ 本規約に定める参加者情報等についての共同利用の責任者は、大阪府です。

附則
本ポリシーは、2022年4月1日より施行します。

第９条（参加者情報等の開示・共有）
大阪府は、参加者情報等のうち、個人情報については、大阪府個人情報保護条例その他の法
令に基づき開示が認められる場合を除くほか、参加者の承諾がない限り、第三者に開示又は
共有することはありません。ただし、以下の場合は例外とします。
(1) 大阪府が、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又は一部
を第三者に委託する場合
(2) 第２条第９項及び前２条の定めに従って、外部連携サービス等、情報収集モジュール
提供者、
及び提携パートナーへ個人情報が提供される場合
(3) 法令に基づき、
裁判所、
警察等の公的機関に開示を求められた場合
第１０条（参加者情報等の開示・訂正等）
１ 参加者から提供された個人情報について、参加者が書面による開示、訂正、追加、削除を
要望する場合は、本人確認（代理人による申請の場合、適正な代理人であることの確認）
のために必要な書類を同封のうえ、郵送によりご請求ください。
２ 大阪府は、参加者から前項の方式による個人情報の開示等のお申出があり、本人確認が
できた場合、合理的な範囲で開示等をいたします。ただし、大阪府個人情報保護条例そ
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３

附則
本ポリシーは、2019年10月28日より施行します。
附則
本ポリシーは、2020年4月1日より施行します。
附則
本ポリシーは、2021年12月16日より施行します。

（別紙）
No 種別
1 基本登録情報

項目名

備考

No 種別

収縮期血圧

生年月日

拡張期血圧

性別

中性脂肪

住所

HDL

電話番号

LDL

電子メールアドレス

GOT

画像データ（免許証等本人確認書類)

GPT

加入医療保険者属性

γ-GT

被保険者証データ（保険者番号・記号・番号） 国民健康保険被保険者のみ
国民健康保険被保険者のみ

HbA1ｃ

郵便番号

国民健康保険被保険者のみ

尿糖

資格喪失日

国民健康保険被保険者のみ

尿蛋白

資格喪失事由

国民健康保険被保険者のみ

ヘマトクリット値
血色素量

体重

赤血球数

ＢＭＩ

心電図有無

血圧・収縮期（最高）

眼底検査（分類）

血圧・拡張期（最低）

メタボリックシンドローム判定

脈拍

特定保健指導レベル

体脂肪率

服薬

骨格筋率

既往歴

基礎代謝

自覚症状

内臓脂肪レベル

他覚症状

体年齢

喫煙

歩数

飲酒

歯磨き

保健指導希望

朝食

生活習慣改善

睡眠

詳細健診有無区分

健康宣言

受診勧奨判定区分

健康宣言達成状況

国報告対象年度

国民健康保険被保険者のみ

イベント参加記録

国報告対象区分

国民健康保険被保険者のみ

歯磨き記録

服薬再確認

国民健康保険被保険者のみ

健康コンテンツ閲覧状況

実施保険者番号

国民健康保険被保険者のみ

がん検診受診日

採血時間（食後）

がん検診受診場所

non-HDL

骨粗鬆症検診受診日

血清クレアチニン

骨粗鬆症検診受診場所

情報提供方法

歯科健診受診日

初回面接実施

歯科健診受診場所

支援相当該当区分

肝炎ウイルス検査受診日

eGFR

肝炎ウイルス検査受診場所

血清尿酸

体温

国民健康保険被保険者のみ

医師の判断
4 特定保健指導

体調
メモ

特定保健指導の実施有無
保健指導実施日

運動
3 特定健康診査・事業所健診・

備考

空腹時血糖

資格有無

2 個人の健康に関する情報 身長
（3〜6を除く）

項目名

氏名

保健指導区分
5 後発医薬品差額通知

保険者番号

国民健康保険被保険者のみ

人間ドック・後期高齢者健康

処理年月

国民健康保険被保険者のみ

診査・若年健診・学校健康診断、

調剤年月

国民健康保険被保険者のみ

その他の健診結果

レセプト全国共通キー

国民健康保険被保険者のみ

医薬品名称

国民健康保険被保険者のみ

保険者番号

年度
受診券整理番号

国民健康保険被保険者のみ

患者負担額

国民健康保険被保険者のみ

データ管理番号

国民健康保険被保険者のみ

最低減少額

国民健康保険被保険者のみ

医療機関名(漢字)

国民健康保険被保険者のみ

薬局名(漢字)

国民健康保険被保険者のみ

保険者番号

国民健康保険被保険者のみ

健診実施年月日

診療年月

国民健康保険被保険者のみ

健診受診場所

レセプト全国共通キー

国民健康保険被保険者のみ

医療機関名（漢字）

国民健康保険被保険者のみ

身長

入外区分

国民健康保険被保険者のみ

体重

保険̲診療実日数

国民健康保険被保険者のみ

BMI

費用額

国民健康保険被保険者のみ

内臓脂肪面積

患者負担額

国民健康保険被保険者のみ

腹囲

減額区分

国民健康保険被保険者のみ

年齢
課税区分

国民健康保険被保険者のみ

資格証明区分

国民健康保険被保険者のみ

健診機関コード

国民健康保険被保険者のみ

6 医療費通知
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個人情報の取扱いについて

・歩幅
3.当社は、以下の目的で個人情報を取扱います。

この「個人情報の取扱いについて」は、株式会社NTTドコモ（以下「当社」といいます。）が定め
る
「アスマイルプラスサービス利用規約」
（以下
「アスマイルプラス利用規約」
といいます。
）
に
おける個人情報の取扱いに関してご確認いただきたい事項をまとめたものです。
アスマイルプラスサービスを利用するための参加者登録にあたり、以下の各事項について、
アスマイルプラス利用規約における該当条項を記載しておりますので、ご確認いただき、承
諾の上お申込みください。
お客様がアスマイルプラス利用規約を承諾されない場合、
または参加者登録に必要な情報を
ご提供いただけない場合には、
アスマイルプラスサービスの利用を申込むことはできません。

(1) 前項第1号①の情報
(ア)アスマイルプラスサービスに関する参加者資格確認
(イ)アスマイルプラスサービスの提供、
運用、管理
(ウ)アスマイルプラスサービスに関するお問合せ対応
(エ)アスマイルプラスサービスに関する参加者への通知・連絡
(オ)メールマガジンの配信
(カ)アスマイルプラスサービスに関するアンケート依頼
(キ)アスマイルプラスサービスの利用状況の分析

●個人情報の利用目的について
アスマイルプラス利用規約第3条 (個人情報の取扱い）第3項をご確認ください。
●個人情報の提供について
アスマイルプラス利用規約第3条 (個人情報の取扱い）第4項をご確認ください。
●個人情報の開示などのお問い合わせと手続について
アスマイルプラス利用規約第3条 (個人情報の取扱い）第７項をご確認ください。
●個人情報の取扱いの委託について
アスマイルプラス利用規約第3条 (個人情報の取扱い）第６項をご確認ください。
●Cookie等を使用した履歴情報の取得について
アスマイルプラス利用規約第18条 (履歴情報の取得と利用）をご確認ください。

(ク)アスマイルプラスサービスの改善
(ケ)アンケート依頼
(コ)キャンペーン案内･抽選･賞品発送
(サ)医療･ヘルスケア事業における商品･サービスの開発･改善
(シ)医療･ヘルスケア事業における商品･サービスの案内
なお、前記(ケ)から(シ)までについては、第三者の商品・サービスに関するものも含むもの
とし、当社の商品・サービスに限られません。
4.当社は、サービス契約者当社間契約の履行のため、以下の方法および範囲で本システムを
通じて個人情報を第三者に提供します。
(1) パソコン・スマートフォン等による参加者登録申込に伴う事務局への提供

アスマイルプラスサービス利用規約
この利用規約
（以下
「本規約」
といいます。
）
は、
株式会社NTTドコモ
（以下
「当社」
といいます。
）
が参加者
（第1条で定義します。
）
に
「おおさか健活マイレージ アスマイルプラスサービス
（以
下
「アスマイルプラスサービス」
といいます。
）
を提供する際の条件を定めたものです。
参加者は、
予め本規約に同意した上で、
アスマイルプラスサービスを利用するものとします。
なお、
本規約は、
第2条に基づき改訂することがあります。
アスマイルプラスサービスを利用する際は、
最新の本規約を参照してください。

この規約において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによります。
アスマイルプラスサービスを利用する全ての個人をいいます。

(2) 大阪府委託先事業者 「大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備等事業」の委託先
事業者である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西をいいます。
(3) 事務局
レージ

大阪府および大阪府委託先事業者による事業体制である「おおさか健活マイ
アスマイル事務局」をいいます。

(4) アスマイル 「大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備等事業」において、大阪府
が、大阪府民向けに提供する「おおさか健活マイレージ アスマイル」サービスをいいま
す。
(5) アスマイル他サービス 大阪府が構築・運用する「大阪府健康づくり支援プラット
フォーム」およびそのプラットフォーム上で提供されるアスマイルその他のサービス
（プラットフォームを通じて連携するサービスを含みます。）を総称したものをいいま
す。なお、アスマイルプラスサービスは、アスマイル他サービスの一部を構成します。
(6) アスマイルプラスサービス アスマイル他サービスの１つであり、歩数計で計測した歩
数をアスマイルと連携する機能を有するほか、アスマイルプラスサービスのホームペー
ジ（以下「本ホームページ」といいます。）において歩数ランキングや歩数グラフを確認す
る機能を有します。ただし、これらの機能は第8条にもとづき変更されることがありま
す。
(7) 本システム

①提供されるデータの項目
・ログインID
・性別
・生年月日
・メールアドレス
・ニックネーム
・身長

第1条（定義）
(1) 参加者

当社は、パソコン・スマートフォン等による参加者登録申込に伴い、①記載のデータ
を事務局に提供し、事務局は②記載の目的でこれを利用します。

アスマイルプラスサービスで利用されるシステムをいいます。

(8) サービス契約者当社間契約
関連する契約をいいます。

大阪府委託先事業者と当社との間の本サービスの提供に

(9) サービス関係者 当社、
事務局ならびにそれらの役員および従業員を含み、
また、
これらに
限られないアスマイルプラスサービスの運営側の全ての法人および自然人をいいます。

・体重
・歩幅
②事務局の利用目的
・アスマイル他サービスの提供、運用、管理
・アスマイル他サービスに関するお問合せ対応
・アスマイル他サービスに関するアンケート依頼
・アスマイル他サービスの利用状況の分析
・アスマイル他サービスの改善
・アスマイル他サービスの効果分析・評価および保健事業実施を目的とした市町村へ
の提供
・大阪府民の効果的な健康づくりおよび医療費の適正化を目的としたデータ分析
(2) アスマイルプラスサービスの利用に伴う事務局への提供
当社は、アスマイルプラスサービスの利用に伴い、①記載のデータを事務局に提供
し、事務局は②記載の目的でこれを利用します。
①提供されるデータの項目
・歩数
・消費カロリー
・歩行時間
・歩行距離
②事務局の利用目的
・アスマイル他サービスの提供、運用、管理
・アスマイル他サービスに関するお問合せ対応
・アスマイル他サービスに関するアンケート依頼

第２条（ご利用条件）
当社は、
参加者に同意を得る場合のほか、
次の各号にいずれかに該当する場合は、
本規約を改
訂できるものとします。
これにより本規約を改定する場合、
本ホームページの規約の掲示を行
うことにより、
改訂日より発効するものとします。
改訂した規約を本ホームページに掲示した
旨は、
本ホームページの
「お知らせ」
に掲示して参加者に通知します。
① 本規約の改訂が、参加者の一般の利益に適合するとき
② 本規約の改訂が、本規約に基づく本契約の目的に反せず、かつ、改訂の必要性、改訂後の内
容の相当性、改訂の内容その他の改訂に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第3条（個人情報の取扱い）

・アスマイル他サービスの改善
・アスマイル他サービスの効果分析・評価および保健事業実施を目的とした市町村へ
の提供
・大阪府民の効果的な健康づくりおよび医療費の適正化を目的としたデータ分析
(3)プロフィール情報の更新に伴う事務局への提供
当社は、プロフィール情報の更新に伴い、①記載のデータを事務局に提供し、事務局
は②記載の目的でこれを利用します。
①提供されるデータの項目

1.当社は、アスマイルプラスサービスに関する個人情報を、本規約および当社のプライバ
シーポリシーに則り、適切に取扱うものとします。

・メールアドレス

2.当社は、アスマイルプラスサービスの提供等にあたり、個人情報を参加者本人に代わって
事務局から取得します。

・身長

(1) 参加者本人に代わって事務局から取得する情報
①申込書の郵送による参加者登録申込に伴い提供される情報

・ニックネーム
・体重
・歩幅
②事務局の利用目的

・ログインID

・アスマイル他サービスの提供、運用、管理

・生年月日

・アスマイル他サービスに関するお問合せ対応

・性別

・アスマイル他サービスに関するアンケート依頼

・ニックネーム

・アスマイル他サービスの利用状況の分析

・メールアドレス

・アスマイル他サービスの改善

・身長

・アスマイル他サービスの効果分析・評価および保健事業実施を目的とした市町村へ
の提供

・体重
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・アスマイル他サービスの利用状況の分析

・大阪府民の効果的な健康づくりおよび医療費の適正化を目的としたデータ分析
5. 参加者の個人情報は、参加者が退会し、当社が利用する必要がなくなったときは、遅滞な
く消去します。
6. 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で、取得した個人情報の取扱いの全部または一部
を委託します。委託にあたっては、十分な個人情報の保護水準を満たしている者を選定
し、委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。
７. 参加者は、個人情報の取扱いや開示などに関しては当社のプライバシーポリシーに記載
している相談窓口まで問合せることとします。
第4条（著作権、財産権その他の権利）
1. アスマイルプラスサービスまたは本システムに含まれるコンテンツ、プログラムおよび
個々の情報、商標、画像、デザイン等に関する著作権、商標権その他の知的財産権およびそ
の他の権利は、全て当社または正当な権利者に帰属しています。
2. 参加者は、アスマイルプラスサービスまたは本システムの著作権等を侵害することはで
きません。従って、当社は、本規約に従ってのみ、参加者の使用を許諾いたします。また、ア
スマイルプラスサービスまたは本システムの全部または一部を修正、改造し、これらに基
づいて二次的著作物を創作することはできません。
3. 本規約に定めのない事項については、著作権法その他の知的財産保護に関するものを含
む法令が適用されます。
4. 違反行為については、その違反行為をサービス関係者が差し止める権利を有し、加えて当
該違反行為によって得た利益相当額または著作権法その他の知的財産保護に関する法律
上認められる損害賠償額のいずれか高額のものをサービス関係者の損害賠償額として請
求できるものとします。
5. 参加者がアスマイルプラスサービスを利用して提供した情報等（以下｢参加者提供情報
等｣といいます。）に係る著作権については､当該参加者および当該参加者に利用の許諾
を与えた権利者に留保されるものとします。ただし、参加者は、サービス関係者の事前の
書面による同意なくして著作者人格権を行使してはならず、また、第三者から許諾を得
る際には、本項および次項の規定に第三者が同意することを内容とする許諾を取らなけ
ればならないものとします。
6. サービス関係者は、アスマイルプラスサービスの運営の目的の範囲内で参加者提供情報
等を複製することができるものとし、また、アスマイルプラスサービスの仕様上、第三者
に対して表示されることが想定されているものについてはその公衆送信（自動公衆送信
を含みます。）、公表等を行うことができるものとします。なお、アスマイルプラスサービ
スの仕様上、画像の拡大・縮小、サムネイル化、トリミング等を自動的に行うことがあり、
サービス関係者は必要な翻案等を行うことができるものとします。
第5条
（禁止事項）
1. 参加者は､アスマイルプラスサービスの利用（参加者提供情報等の提供を含みます。）にあ
たり､次の各号のいずれかに該当する事項（以下｢禁止事項｣といいます。）を行ってはなら
ないものとします｡参加者が禁止事項を行ったことに起因してサービス関係者が損害を
被ったときは､サービス関係者は参加者にその賠償を求めることができるものとします｡
(1) 当社または第三者（他の参加者を含みます｡以下同じ）の知的財産権等その他の権利・
利益を侵害する行為
(2) ウィルス･プログラム､その他の有害プログラム等を送信または掲載する行為
(3) 当社または第三者の機器､設備等もしくはアスマイルプラスサービス設備の利用ま
たは運営に支障を及ぼす行為､その他アスマイルプラスサービスの正常な運営を妨
げ､または支障を及ぼす行為
(4) 本規約､または法令もしくは公序良俗に違反する行為
(5) 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為
(6) 犯罪行為または犯罪行為に結びつく行為もしくはこれを助長する行為
(8) 宗教活動、政治活動等参加者の健康増進以外の目的でアスマイルプラスサービスを
利用する行為
(9) その他､上記各号の行為に準ずる行為または該当するおそれのある行為
2. 前項の禁止事項を行ったことによって生じた紛争については､全て参加者の責任と費用
により解決するものとし､サービス関係者は責任を負わないものとします｡
第6条
（免責事項）
1. アスマイルプラスサービスは、参加者自身の責任において利用していただきます。また、
以下の各号に掲げる事項に予め了承をするものとします。
(1) サービス関係者は、参加者提供情報等によって参加者に生じた損害や参加者等同士
のトラブル等について、補償および関与をいたしません。
(2) サービス関係者は、アスマイルプラスサービスまたはアスマイルプラスサービスか
らリンクされたサービス関係者の管理下にない第三者が運営するWebサイトに関し
て、保証しません。
(3) サービス関係者は、参加者がアスマイルプラスサービスを使用できなかったことに
より生じた損害について、責任を負いません。
(4) サービス関係者は、参加者がアスマイルプラスサービスの利用中に生じた事故、怪
我、疾病、障害等について、責任を負いません。
(5) サービス関係者は、参加者のログインIDによる認証があった場合は、それを参加者に
よる認証とみなします。参加者は、アスマイルプラスサービスに関するIDおよびパス
ワードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 前項及び本規約における、サービス関係者の責任を免責する規定は、サービス関係者が民
法上責任を負うべき場合は、通常生ずべき損害（逸失利益等を除くものとします）の範囲
で責任を負うものと読み替えるものとします。

2. 参加者は、本規約に基づいてアスマイルプラスサービスを利用できますが、参加者がアス
マイルプラスサービスの取扱いについて、著作権法その他の法令または本規約の内容に
違反したときは、当社は事前に参加者に通知することなく、その利用を禁止することがで
きるものとします。
3. 本規約が失効した後も、第1条、第3条第8項、第4条から本条まで、第8条第3項、第11条第
2項、第13条、第14条第5項、第15条から第17条まで、第19条から第21条までの定めは、
なお有効に存続するものとします。
第8条（アスマイルプラスサービスの運営中止・変更・追加）
1. 当社は、1か月以上前の通知によりアスマイルプラスサービスの全部または一部を終了
することができます。
2. アスマイルプラスサービスは、当社が参加者の健康増進という目的に適する仕様とし、ま
たは経済性、効率性といった観点から、当社の自由な裁量によりその仕様が定められ、ま
た変更されるものであることから、当社は、特段の通知・承諾なく、アスマイルプラスサー
ビスの全部または一部の内容もしくは仕様の変更または追加を行うことができます。
3. 前各項の内容はアスマイルプラスサービスの内容をなすものであり、参加者または第三
者に不利益または損害が生じても、当社は責任を負わないものとします。
第9条
（参加者登録・変更・抹消・退会）
1. 参加者の資格条件
参加者になることを希望する者は、アスマイルプラスサービスに参加者登録を行うもの
とします。
2. 参加者の登録
(1) アスマイルプラスサービスヘ参加者登録を申し込む際には、本規約を熟読し、同意の
上、所定の申込書に記入し郵送する方法にて参加者登録を申し込むこととします。
(2) 1人が複数の参加者登録を行うことまたは複数人が１人として参加者登録を行うこ
とを禁止します。
(3) 参加者登録時に歩数を計測する手段として、
歩数計を使用します。
(4) サービス関係者はその自由裁量で参加登録を承認しまたは拒絶することができま
す。
3. 参加者情報の変更届出
(1) 参加者は、メールアドレス等の登録内容その他当社への届出内容に変更があった場
合には、速やかに所定の方法（プロフィール画面・電話連絡等）で変更の届出をするも
のとします。届出がなされるまでは、サービス関係者は変更前の内容を信頼して通知
等を行うことができるものとします。
(2) サービス関係者は、前号の手続を行ったことまたはこれを懈怠したことにより参加
者に発生した損害、不利益等について、賠償する義務を負わないものとします。
4. 参加者資格の抹消等
(1) 参加者がアスマイルプラスサービスの参加者の資格を失った場合、本規約に違反し
た場合、参加者登録時の記載事項に虚偽があった場合またはその可能性があると当社
が判断した場合、その他参加者として不適切と判断した場合には、当社は参加者に事
前に通知することなく、その裁量により、当該参加者のアスマイルプラスサービスの
利用を一時的に停止し、または参加者登録を抹消することができるものとします。
(2) サービス関係者は、前号により参加者に発生した損害、不利益等について、賠償する
義務を負わないものとします。
5. 参加者の退会
参加者は、アスマイルプラスサービスからの退会を希望する場合、所定の退会手続き（本
ホームページ）で届け出をするものとします。
第10条（歩数計の配付・管理）
1. 歩数計は事務局から配付します。参加者は事務局が指定する者が個別に定める費用を負
担していただく必要があります。
2. 事務局から配付された歩数計を第三者への貸与、譲渡、販売、質入れその他の担保利用す
ることを禁止します。
3. 事務局から配付した歩数計が故障・破損した場合、速やかに事務局にご連絡ください。故
意・過失による故障でない場合、サービス関係者が指定する保証期間内においては、サー
ビス関係者側にて対応します。
4. 事務局から配付した歩数計を紛失した場合、サービス関係者による再配付は行いません。
アスマイルプラスサービスの利用継続を希望される場合、まずは、事務局にご連絡くださ
い。
5. 水没、落下による破損など、故意・過失による故障の場合は、自己負担で歩数計を購入して
いただくこととなります。
第11条（歩数等の計測・閲覧）
1. 歩数計の計測データは、ローソン等の店頭に設置されたマルチメディア端末「Loppi」
（以
下「Loppi端末」といいます。）に歩数計をかざすことで、ランキングなどが本ホームペー
ジから閲覧できます。
2. 歩数計の計測データは本体内に42日間保存されます。保存期間を経過したデータは順次
消去されますので、保存期間を経過する前にタブレット端末またはLoppi端末にかざし
てデータ送信を行ってください。消去された計測データに対するお問合せにはお答えい
たしかねます。
第12条（メールマガジン）

3. 前項及び本規約における、サービス関係者の責任を免責し、または責任を制限する規定
は、サービス関係者に故意または重過失があったときについては、その規定を適用しない
ものとします。

1. 当社がメールマガジンを発行する場合は、参加者に対して、メールマガジン（メールマガ
ジン関連の情報、告知、運営上の事務連絡に関連する電子メールを含みます。）を配信でき
るものとします。メールマガジンにはアスマイルプラスサービスに関する情報を掲載し
ます。

第7条（有効期限）

2. 参加者は随時、登録内容の変更やメールマガジン配信の停止を希望する場合、速やかに所
定の設定変更・配信中止の手続きを行います。

1. 本規約は、
アスマイルプラスサービスの運営が終了するまで有効です。
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第13条（参加者提供情報等）

第19条（本規約の適用）

1. サービス関係者は､参加者による参加者提供情報等が真実であること､第三者の名誉を毀
損しないこと､第三者のプライバシーを侵害しないこと､公序良俗に反しないこと､犯罪
を助長しないこと､著作権･肖像権その他の第三者の権利を侵害しないこと､法令に違反
しないこと等について保証しません｡

本規約は、アスマイルプラスサービスにのみ適用されます。本規約はアスマイルプラスサー
ビスのログイン後に本ホームページにて公開します。アスマイルプラスサービスからリン
クするサービス関係者の管理下にない第三者が運営するWebサイトにおける情報の取扱い
については、サービス関係者は責任を負いかねます。

2. サービス関係者は､参加者提供情報等が消失したことにより､参加者が損害を被った場合
でも､責任を負いません｡

第20条（反社会的勢力の排除）

3. サービス関係者は､参加者提供情報等を､アスマイルプラスサービスの提供のために閲覧
することができるものとします｡

1. 参加者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該
当しないことを表明し、保証するものとします。

4. 参加者は､アスマイルプラスサービスを非商業的な目的に限り利用することができるも
のとし､営利目的のために利用してはならないものとします｡サービス関係者は､参加者
提供情報等に営利目的の情報等が含まれていることを認知した場合､当該参加者提供情
報等を提供した参加者に対して何らの通知等をすることなく､前項に定める措置を講じ
ることができるものとします｡サービス関係者は､当該措置を講じたこと､または講じな
かったことにより､参加者または第三者が損害を被った場合でも､責任を負いません｡

(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準
構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等そ
の他これらに準じる者（以下総称して「暴力団員等」といいます。）であること

第14条（クーポン）
1. 参加者は、取得したクーポンを第三者に譲渡または担保提供したり、参加者間でクーポン
を共有したりすることはできません。

(3)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認められる関係を有すること
(4)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 参加者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行
わないことを保証するものとします。

2. 参加者が、クーポンごとに定められる有効期間内に当該クーポンを利用しない場合、当該
クーポンは自動的に消滅します。

(1)暴力的な要求行為

3. 当社は、参加者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、参加者に事前に通知す
ることなく、
参加者が保有するクーポンの一部または全部を取消すことができます。

(3)取引に関して、
脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(1) クーポンを参加者に付与した後に、参加者が当該クーポンについて付与条件を充足
していないことが明らかとなった場合
(2) 参加者に本規約違反、
違法行為または不正行為があった場合
(3) その他、
当社が参加者に付与されたクーポンを取消すことが適当と判断した場合
4. 参加者は、
いかなる場合でもクーポンを換金することはできません。

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の
業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第21条（一般事項）

5. サービス関係者は、消滅したクーポンについて、再発行、損害賠償、その他名目および方法
を問わず、責任を負いません。

本規約は日本法の適用を受け、日本法に基づき解釈されるものとします。また、本規約に関
わる紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は、大阪地方裁判所または東京地方裁判所とし
ます。

第15条（地図情報）

附則

本サービス内の地図情報に誤字・脱字、地形・道路の位置ずれ、家・敷地の大きさの誤り等、表
記上・内容上の誤りにより、何等かのトラブルや損害が発生した場合であっても、サービス
関係者は責任を負わないものとします。

本規約は平成31年１月21日から実施します。

第16条（サービスの中断）

本規約は、令和４年4月1日から施行します。

1. 当社は、本システムの保守・点検を行う際、事前に参加者に通知した上で、一時的にアスマ
イルプラスサービスの全部または一部を中断、または休止することができるものとしま
す。なお、当該中断または休止に起因して、参加者が被った損害につき、サービス関係者
は、責任も負わないものとします。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、参加者に事前の通知をすることなく、一
時的にアスマイルプラスサービスの全部または一部を中断し、または休止することがで
きるものとし、その場合には前項なお書きを準用します。
(1) 本システムの保守・点検を緊急に行う必要が生じた場合
(2) 次条に定める不可抗力の事由により、アスマイルプラスサービスの提供が困難と
なった場合
(3) 運用上または技術上やむを得ずアスマイルプラスサービスの中断が必要であると当
社が判断した場合
(4) 本システムに発生した障害等により、アスマイルプラスサービスの提供が不可能と
なった場合
(5) 運用上または技術上、アスマイルプラスサービスの全部または一部の提供を中断す
る必要がある場合
(6) サービス契約者当社間契約の規定による提供の中断、
停止等の場合
(7) その他当社が合理的に必要と認める場合
第17条
（不可抗力）
サービス関係者は、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令・規則の制定・改廃その他の自己の合理
的支配を超えた不可抗力により、本規約に定められた義務の履行を妨げられた場合には、当
該不履行、履行遅延に基づく責任につき免除されます。
第18条（履歴情報の取得と利用）
1. 当社は、参加者のアクセス履歴、本ホームページ内の操作履歴、検索情報、IPアドレス、日
付、参照/終了ページなどアスマイルプラスサービスの利用状況や通信に関する情報（以
下「履歴情報」といいます。）を、Cookie(注1)やWebビーコン(注2)、Referer情報(注3)等
を使用して収集する場合があります。参加者がブラウザ上でCookie等を無効化した場
合、アスマイルプラスサービスの利用が制限されることがあります。なお、履歴情報の送
出はパケット通信により行うものとし、この場合パケット通信料がかかります。
2. 当社はサービスの改善等を目的とした利用状況の分析のためにGoogleアナリティクス
（グーグル株式会社）を使用しています。Googleアナリティクスを用いて記録された情報
は､個人を特定できる情報を含むものではありません。Googleアナリティクスの詳細に
つきましては、グーグル株式会社のホームページをご参照ください。
(注1)ブラウザがWebサイトをアクセスした際にWebサーバから送られ、以降のアクセス時
にブラウザからサーバに送信される識別情報をいいます。
(注2)Webサイトのページ中に含まれる、ページがアクセスされたことを記録するための小
さな画像ファイルをいいます。
(注3)ブラウザが送信する、会員が直前に閲覧していたWebサイトのURLに関する情報をい
います。
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(2)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を
もって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

本規約は、令和２年４月１日から施行します。
本規約は、令和4年２月28日から施行します。

11

市町村の保有する個人情報の大阪府への提供同意

同

意

書

おおさか健活マイレージ「アスマイル」の参加にあたり、私の国民健康保険被保険者資格情報、特定健康診査、特定保健指導、
医療費通知、ジェネリック差額通知に関する情報（以下「被保険者情報」）につき、下記の事項に同意します。なお、被保険者情
報は別紙のとおりです。

記
大阪府が、私の加入する医療保険者（市町村国民健康保険）に対して、被保険者情報の提供を受けるために被保険者番号等の
情報を通知し、通知を受けた医療保険者（市町村国民健康保険）が、大阪府に対して必要な被保険者情報の提供を行うこと。

（別紙）
No
1

2

種別

項目名

国民健康保険被保険者同意者資格突合情報

資格有無

喫煙

郵便番号

飲酒

資格喪失日

保健指導希望

資格喪失事由

生活習慣改善

保険者番号

詳細健診有無区分

年度

受診勧奨判定区分

受診券整理番号

国報告対象年度

データ管理番号

国報告対象区分

年齢

服薬再確認

課税区分

実施保険者番号

資格証明区分

採血時間（食後）

健診機関コード

non-HDL

健診実施年月日

血清クレアチニン

身長

eGFR

体重

随時血糖

BMI

情報提供方法

内臓脂肪面積

初回面接実施

腹囲

支援相当該当区分

収縮期血圧

血清尿酸

特定健康診査

No

種別

拡張期血圧
中性脂肪

医師の判断
3

特定保健指導

HDL

特定保健指導の実施有無
保健指導実施日

LDL
GOT

項目名

保健指導区分
4

医療費通知

保険者番号

GPT

診療年月

γ-GT

レセプト全国共通キー

空腹時血糖

医療機関名（漢字）

HbA1ｃ

入外区分

尿糖

保険̲診療実日数

尿蛋白

費用額

ヘマトクリット値

患者負担額

血色素量
赤血球数

減額区分
5

後発医薬品差額通知

保険者番号

心電図有無

処理年月

眼底検査（分類）

調剤年月

メタボリックシンドローム判定

レセプト全国共通キー

特定保健指導レベル

医薬品名称

服薬

患者負担額

既往歴

最低減少額

自覚症状

医療機関名(漢字)

他覚症状

薬局名(漢字)
12

歩数計購入にかかる特定商取引に関する法律に基づく表示
１．販売事業者の名称 ： 株式会社NTTドコモ
２．販売責任者 ： 田中 義章
３．住所 ： 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
４．お問合せ先 ： 06-6131-5804 [おおさか健活マイレージ アスマイル事務局]
営業時間 9:00〜17:00（土日祝 及び 12/29〜1/3除く）
５．販売価格 ： 2,750円（代金引換手数料込、税込）
＊送料は[おおさか健活マイレージ アスマイル事務局]の負担となります。
６．商品の引渡時期 ： 参加申込書到着後、4週間以内
＊ただし、欠品などの場合、それ以上かかる場合がございます。
７．発送の制限 ： 商品のお届けは原則として、大阪府内に限らせていただきます。
８．お支払方法： 現金での代金引換のみとさせていただきます。
＊商品をお届けに上がった宅配事業者に、商品代金をお支払いただく方法です。
＊代金引換はご請求先と商品お届け先が同一であることが必要です。

９．返品・交換について：
お買い上げ商品の返品・交換につきましては、商品に欠陥がない場合であっても、
商品到着日より14日以内にお申し出ください。商品の保証規定に基づき無償修
理または交換の対象となるケースもございますので、まずはお問合せ先 [おおさ
か健活マイレージ アスマイル事務局] へご一報ください。
ただし、以下の場合の返品・交換はお受けできません。
●開封・開梱をされた商品
●名入れなど加工済の商品
●お客様が汚損・破損された商品
＊お客様都合での返品・交換の場合、送料・振込手数料はお客様にご負担いただきます。

おおさか健活マイレージ アスマイル事務局
お問い合わせ 受付時間／9:00〜17:00
（土日祝 及び 12/29〜1/3除く）

06-6131- 5804

詳細はホームページをご覧ください。

おおさかアスマイル

検索
＊2022年4月現在

