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利用規約 

 

本利用規約（以下「本規約」）は、音楽トレーニングプログラム Playinstall（以下「本サー

ビス」)の利用に関する条件を定めています。 

本サービスのご利用に際しては、本規約が適用されます。 

本サービスにお申し込みいただく際には、事前に本規約の内容をご理解いただいた上で、本

規約に同意していただく必要があります。 

本サービスにお申し込みいただいた時点で、お申込者は本規約を理解し、同意されたものと

させていただきますので、お申し込み前に必ずお読みください。 

 

第 1 条 （定義） 

1. 本規約において、以下の各号の用語は、各号に定めた意味を有するものとします。 

(1) 「ユーザー」 

本規約を承認の上、本サービス提供者とサービス利用契約を締結した者をいいま

す。 

(2) 「サービス利用契約」 

ユーザーが本サービスを利用するに際し、ユーザーと本サービス提供者との間に

発生する本サービスの利用に関する契約関係をいいます。契約内容は、ユーザーが

申し込みを行い本サービス提供者が承諾した内容、並びに本規約及び個別利用規

約等の内容に従うものとします。 

(3) 「個別利用規約」 

本サービスに関して本サービスが配布、配信又は本ウェブサイトに掲載する文書

をいいます。 

(4) 「登録希望者」 

本サービスの利用を希望する者をいいます。 

(5) 「利用登録」 

第 3 条に定める方法に従って、登録希望者が行う本サービスの利用登録をいいま

す。 

(6) 「登録情報」 

登録希望者及びユーザーが利用登録時に登録した本サービス提供者が定める情報、

本サービス利用中に本サービス提供者が必要と判断し、登録を求めた情報及びこ

れらの情報についてユーザー自身が追加、変更を行った場合の当該情報をいいま

す。 

(7) 「指定メールアドレス」 

ユーザーの登録情報に記載されたユーザー自身の電子メールアドレスをいいます。 
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(8) 「本コンテンツ」 

ユーザー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) 「アカウント」 

パスワードと組み合わせて、ユーザー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。 

(10) 「パスワード」 

アカウントと組み合わせて、ユーザー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。 

(11) 「本ウェブサイト」 

本サービスに関して本サービス提供者が運営するウェブサイトをいいます。 

(12) 「プラン」 

登録希望者が選択可能な本サービスの内容種別（無料体験プランを含みます。）を

いいます。 

(13) 「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。 

(14) 「外部サービス」 

本サービス又は本ウェブサイトの提供に際して何らかの形で関連付けられた（紹

介や推奨等を含みます。）その他のウェブサイト、サービス、教材等（提携サービ

スを含みます。）をいいます。 

(15) 「提携サービス」 

外部サービスのうち、本サービス提供者と提携しているものをいいます。 

 

第 2 条 （総則・適用範囲） 

1. 本規約は、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、本サービス提供者及びユーザーに対して適用され

ます。 

 

3. 本サービス提供者が個別利用規約を本ウェブサイト上に掲載、又は電子メールの送信

等により発信する場合、それらは本規約の一部を構成するものとし、当該個別利用規約

が本規約に抵触する場合には、当該個別利用規約が優先されるものとします。 
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4. ユーザーが外部サービスを利用する際には、各外部サービスが定める利用規約等に従

うものとします。 

 

第 3 条 （申し込み・登録） 

1. ユーザー登録希望者は、本規約及び個別利用規約を遵守することに同意し、かつ本サー

ビス提供者の定める方法で登録情報を本サービス提供者に対し提供するとともに、利

用を希望するプランを選択し、申し込みを行うことにより、本サービス提供者に対し、

利用登録及び選択したプランに関する本サービスの利用の申し込みをするものとしま

す。 

 

2. 登録希望者は、本サービスの利用の申し込みに当たり、事前に以下の各号の全ての事由

を確認しておかなければならないものとします。 

(1) 通信環境が本サービスの利用に支障がないこと 

(2) 本サービスの利用に必要となるパソコン又はモバイル端末（加えて、必要に応じて

ウェブカメラ及びマイク）を準備すること 

(3) 外部サービス「Skype」をダウンロード、インストールし、アカウントを作成の上、

本サービスを受講する目的で登録し、機能等について確認すること 

(4) 本サービスのレッスン・トレーニングの実施が可能な場所を確保可能であること 

(5) 登録希望者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかである場

合、親権者等法定代理人、後見人､保佐人又は補助人の同意を得ること 

(6) 本サービス提供者は、ユーザーに対して本サービスに関する通知、広告、アンケー

ト等を、電子メールを送信する方法によって実施することができること 

(7) 本サービス提供者及びトレーナーは、応対の品質向上等のため、ユーザーの問い合

わせ内容等を記録、録音、録画、保管することができるということ 

(8) 本サービス提供者及びトレーナーは、本サービスの品質向上等のため、ユーザーの

レッスン、質問メッセージ等を記録、録音、録画、保管することができるというこ

と 

 

3. 本サービス提供者は、登録希望者の利用登録及び本サービスの利用の申し込みに対す

る承諾の可否を判断し、承諾する場合にはその旨を登録希望者に電子メールを送信す

る方法により通知します。これにより利用登録が完了し、本サービスの利用の申し込み

について承諾をしたものとします。 

 

4. 前項に定める利用登録の完了時に、ユーザーと本サービス提供者との間で、本規約及び

個別利用規約の諸規定に従ったサービス利用契約が成立するものとします。なお、本サ

ービス提供者が同意した場合又は無料プランを除き、本サービス提供者の定める利用
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料金の支払いが確認できた後に、ユーザーは本サービスを本サービス提供者の定める

方法に従って利用することができるようになります。 

 

5. 本サービス提供者は、第 1 項に基づき利用登録を申請した登録希望者が、以下の各号

のいずれかの事由に該当する場合は、当該登録希望者の利用登録を拒否することがで

き、また、利用登録が既に完了した場合でも、当該利用登録を取り消すことができます。 

(1) 提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合 

(2) 第 2 項各号に定めた事由を遵守しない場合 

(3) 過去にアカウント削除等の本サービス利用停止措置を受けたことがある又は現在

受けている場合 

(4) 過去に本サービスに関する代金の支払いを怠っていた場合 

(5) 指定した銀行口座、クレジットカード又はその他決済サービスが存在しない又は利

用停止中である場合 

(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を得ていない場合 

(7) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、

政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力、その他これらに準ず

るもの（以下「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、経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らか

の交流若しくは関与を行っていると本サービス提供者が判断した場合 

(8) その他、本サービス提供者が利用登録を適当でないと判断した場合 

 

6. ユーザーは、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。本サービス提供者は、ユーザー自身が登録した登録情報を前提として、本サー

ビスを提供いたします。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

ユーザーに生じた損害について、本サービス提供者は一切責任を負いません。なお、ユ

ーザーは、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起因して生じる全

ての損害等を賠償する義務を負うものとし、いかなる場合も本サービス提供者を免責

するものとします。 

 

第 4 条 （電子メールを送信する方法による通知） 

1. 電子メールを送信する方法によって行われる通知は、指定メールアドレス宛への発信

をもって完了したものとみなします。 

 

2. ユーザーは、指定メールアドレスに関する各種設定等を変更し、本サービス提供者から

の電子メールの受信を許可しなければなりません。 
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3. 指定メールアドレスに不備、誤記があったこと又はユーザーが受信設定の変更を怠っ

たことに起因して本サービス提供者からの電子メールがユーザーの元に届かなかった

場合、当該電子メールは通常到達すべき時に到達したとみなされるものとし、当該不到

達に対して、本サービス提供者は一切責任を負わないものとします。なお、ユーザーは、

当該不到達に起因して生じる全ての損害等につき、いかなる場合も本サービス提供者

を免責するものとします。 

 

第 5 条 （アカウント及びパスワードの管理） 

1. ユーザーは、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、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買、質権の設定、担保

に供すること等をしてはならないものとします。本サービス提供者は、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ユーザー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

責任はユーザーが負うものとし、本サービス提供者は一切の責任を負いません。 

 

3. ユーザーは、アカウント又はパスワードを失念した場合又は盗用される等により第三

者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を本サービス提供者に通

知するとともに、本サービス提供者からの指示に従うものとします。なお、当該ユーザ

ーは、当該通知等を遅滞した又は怠ったことにより生じる全ての損害等を賠償する義

務を負うものとします。 

 

第 6 条 （本サービスの利用） 

1. ユーザーは、有効に利用登録されている期間内に限り、本規約及び個別利用規約の目的

の範囲内かつそれらに違反しない範囲内で、本サービス提供者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。 

 

2. 第 3 条第 2 項第 1 号乃至第 4 号に定める本サービスの提供を受けるために必要な環境

や機器等の準備及び維持は、ユーザーの費用と責任において行うものとします。 

 

3. 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、登録情報の有無、その他

本サービス提供者が必要と判断する条件を満たしたユーザーに限り利用できる場合が

あるものとします。 
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第 7 条 （オンライン教材の利用） 

1. ユーザーは、利用登録の完了後、オンライン教材について、本サービス提供者が定めた

一部を利用可能とします。 

2. ユーザーが選択した有料プランの利用料金の支払いについて、本サービス提供者によ

る確認が完了した時点から、当該プランに応じて定められた受講期間の満了日までの

間、毎日 24 時間（メンテナンス時間又は本サービス提供者による別段の定めがある場

合を除きます。）全てのオンライン教材を利用可能とします。 

 

第 8 条 （トレーナーによるオンラインレッスンの利用） 

1. トレーナーによるオンラインレッスンは、ユーザーが選択したプランに応じて本サー

ビス提供者が定めた受講可能回数分、受講することができます。 

 

2. オンラインレッスン実施日程は、ユーザーと本サービス提供者又はトレーナーが協議

の上決定するものとします。 

 

3. オンラインレッスン実施日程決定後のキャンセルは、オンラインレッスン開始予定時

刻の 24 時間前までに、本サービス提供者の定める方法によりユーザーがキャンセルの

申し出を行った場合に限り認められるものとし、その後のキャンセルについては受講

したもの（受講可能回数の消費）とみなされることします。なお、それによってユーザ

ーに生じる損害等に関し本サービス提供者は一切の責任を負わず、利用料金の返金も

行わないものとします。 

 

4. ユーザーがオンラインレッスンの開始予定時刻から 10 分経過後、本サービス提供者又

は当該オンラインレッスンを担当するトレーナーからの連絡に応答しない場合、本サ

ービス提供者はユーザーがオンラインレッスンを欠席したものとみなし、当該オンラ

インレッスンを終了することができるものとします。なお、それによってユーザーに生

じる損害等に関し本サービス提供者は一切の責任を負わず、利用料金の返金も行わな

いものとします。 

 

5. ユーザーがオンラインレッスン開始予定時刻までにトレーナーに通知することなく無

断欠席することが合計 3 回発生した場合、本サービスの運営を妨害したものとし、ユ

ーザーはその後のオンラインレッスンを受ける権利を失うものとします。なお、それに

よってユーザーに生じる損害等に関し本サービス提供者は一切の責任を負わず、利用

料金の返金も行わないものとします。 

 

6. ユーザーは担当トレーナーの指名及び変更は原則行えないものとします。ただし、本サ
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ービス提供者が当該担当トレーナーの変更の必要があると認めた場合は、この限りで

はありません。 

 

第 9 条 （トレーナーへの質問メッセージサービスの利用） 

1. トレーナーへの質問メッセージサービスは、ユーザーが選択したプランに応じて本サ

ービス提供者が定めた期間/回数分（メンテナンス時間又は本サービス提供者による別

段の定めがある場合を除きます。）利用可能とします。 

 

2. トレーナーへの質問メッセージの内容は、本サービスの内容に関する事項のみとしま

す。本サービスの内容との関連性が低い又は悪意があると本サービス提供者が判断す

る質問等（外部サービスに関する質問も含みます。）のメッセージについては、トレー

ナーは一切返信又は回答の義務を負わないこととします。また、そのようなメッセージ

が多数送信された場合、本サービスの運営を妨害したものとし、ユーザーはその後の質

問メッセージサービスを利用する権利を失うものとします。なお、それによってユーザ

ーに生じる損害等に関し本サービス提供者は一切の責任を負わず、利用料金の返金も

行わないものとします。 

 

3. トレーナーへの質問メッセージの内容が、本コンテンツによって容易に理解すること

が可能、又は過去にトレーナーに適切な回答を既に得られている事項と本サービス提

供者又はトレーナーが判断する場合、当該質問メッセージに対するトレーナーからの

返信又は回答の優先順位はその他の質問メッセージ（他のユーザーのものも含みます。）

に劣後することとします。 

 

第 10 条 （利用料金・支払方法） 

1. 本サービスにおいて、ユーザーは、利用料金を支払うことにより、本サービスの有料プ

ランを利用することができます。有料プランの利用料金及びその支払方法は、本ウェブ

サイト上に表示するものとします。 

 

2. 前項に定める利用料金の支払いについて、ユーザーは以下の各号に定める方法を選択

することができるものとします。 

(1) 銀行振込一括払い（振込期限については、ユーザーが希望する受講開始日の 5 営業

日前までとし、登録完了時に本サービス提供者より通知いたします。振込手数料は

ユーザーの負担とします。） 

(2) その他本サービス提供者が定める方法 

 

3. 本サービス提供者は、本条で定める利用料金について、第 11 条に定める本サービス利
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用開始前の返金特約に該当する場合を除き、理由の如何を問わず、既に支払われた利用

料金の返還を行わないものとします。 

 

4. 本サービスのプラン変更、追加受講等の処理及び手続に関しては、別途本サービス提供

者が定める方法により、本サービス若しくは本ウェブサイト上に表示する、又は電子メ

ールを送信する方法により通知するものとします。 

 

5. 本条に定める利用料金を本サービス提供者が受領した場合における、本サービス提供

者からユーザーに対する通知については、電子メールを送信する方法により行うもの

とし、ユーザーはその方法による旨を承諾するものとします。 

 

6. 本条に定める利用料金の支払いが遅滞した場合、ユーザーは当該利用料金の金額に対

し、支払期限の翌日から支払い完了日までの日数に応じて年 14.6％の割合で計算され

た遅延損害金を本サービス提供者へ支払うものとします。支払方法は本サービス提供

者が定める方法によるものとします。（銀行振込の場合の振込手数料はユーザーの負担

とします。） 

 

第 11 条（本サービス利用開始前の返金特約） 

1. ユーザーが利用料金の支払い後、本サービス利用開始前にサービス利用契約の解約を

希望した場合、ユーザーは解約手続きをし、本サービス提供者は、支払済みの利用料金

から返金手数料 3,000 円を差し引いた金額をユーザーに返金するものとします。 

 

第 12 条（禁止行為） 

1. ユーザーは、本サービスの利用にあたり、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) 本サービス提供者、トレーナー又は他のユーザー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) 本サービスの運用を妨げる行為 

(5) 本サービス提供者、トレーナー又は他のユーザー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 

(6) 本サービス提供者、トレーナー又は他のユーザーに違法行為を勧誘又は助長する行

為 
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(7) 本サービス提供者、トレーナー又は他のユーザーが経済的・精神的損害、不利益を

被る行為 

(8) 本サービス提供者、トレーナー又は他のユーザーに対して宗教、政治結社、マルチ

商法等を勧誘する行為 

(9) 本サービス提供者、トレーナーや又は他のユーザーに対する嫌がらせ、不良行為、

その他本サービスの進行を妨げる等の一切のハラスメント行為 

(10) 電子メールの送受信を含め、オンライン、オフラインを問わず、ユーザー本人又は

その代理人がトレーナーと個人的に接触しようとする行為 

(11) トレーナー又は他のユーザーに対して何らかのサービス・企業での勤務を勧誘す

る行為 

(12) 本サービス提供者、トレーナー又は他のユーザーの雇用条件、住所等、本サービス

提供者が開示していない機密情報を詮索する一切の行為 

(13) 本サービスを利用する権利を第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買、

質権の設定又は担保に供する行為 

(14) 本サービスの利用料金の支払いを遅延又は怠る行為 

(15) リバースエンジニアリング行為 

(16) 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 

(17) 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本サー

ビス提供者が持つ設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

その他本サービス提供者に損害を与える行為 

(18) 故意に虚偽のデータ等を公開し又は投稿する行為 

(19) 本サービス提供者、トレーナー又は他のユーザーの情報の収集を目的とする行為 

(20) 本サービス提供者、トレーナー又は他のユーザーその他の第三者に成りすます行

為 

(21) 他のユーザーのアカウント又はパスワードを利用する行為 

(22) 一つのアカウントを複数のユーザーで利用する行為 

(23) 複数のアカウントを登録する行為 

(24) 本サービス提供者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 

(25) 反社会的勢力等への利益供与行為 

(26) 面識のない異性との出会いを目的とした行為 

(27) 本規約若しくは個別利用規約又は本サービスの趣旨・目的に反する行為 

(28) 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 

(29) その他、本サービス提供者が不適切と判断する行為 

 

2. ユーザーは、前項に違反する行為に起因して本サービス提供者又は第三者に損害が生
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じた場合、全ての法的責任を負うものとし、いかなる場合も本サービス提供者を免責す

るものとします。 

 

第 13 条 （ユーザーの退会） 

1. ユーザーは、本サービス提供者が定める方法により本サービスを退会することができ

ます。本サービスを退会したユーザーは、退会の時点から本サービスを利用することが

できなくなるものとします。 

 

2. 退会時に本サービス提供者に対する債務が残存している場合には、ユーザーは、当該債

務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに本サービス提供者に対して全ての

債務を支払わなければなりません。 

 

3. ユーザーは、本サービス退会後も、本サービス提供者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。 

 

4. 本サービス提供者は、ユーザーが本サービスを退会した後も、当該ユーザーが本サービ

ス提供者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。 

 

5. ユーザーが本サービスを退会した場合、本サービス提供者はその裁量により、当該ユー

ザーのアカウントを削除することができるものとします。 

 

6. 退会後、再度本サービスの利用登録を希望する際は、再度利用登録の手続を行う必要が

あります。その際、退会前のデータは原則引き継がれないこととします。 

 

第 14 条 （規約違反の場合の措置等） 

1. 本サービス提供者は、ユーザーが次の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれが

あると本サービス提供者が判断した場合には、その裁量により、当該ユーザーの本サー

ビスの利用の一時停止若しくは制限、又はアカウントの削除をすることができるもの

とします。 

(1) 本規約又は個別利用規約のいずれかの条項に違反した場合 

(2) 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) ユーザーが死亡し又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合 

(4) 本サービス提供者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 

(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
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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) ユーザーからの利用料金が支払停止若しくは支払不能となり、又はユーザーの破産

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 

(8) 反社会的勢力等であるか、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、経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関

与を行っていると本サービス提供者が判断した場合 

(9) 本サービスの運営・保守管理上必要であると本サービス提供者が判断した場合 

(10) その他前各号に準ずる事由があると本サービス提供者が判断した場合 

 

2. ユーザーは、アカウント削除後も、本サービス提供者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（損害賠償債務を含みますが、これに限りませ

ん。）を免れるものではありません。 

 

3. 本サービス提供者は、本条に基づき本サービス提供者が行った行為によりユーザーに

生じた損害について一切の責任を負わず、ユーザーのアカウント削除後も、当該ユーザ

ーが本サービス提供者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。 

 

第 15 条 （本サービスの変更、追加、廃止及び中断等） 

1. 本サービス提供者は、ユーザーに事前の通知をすることなく、本サービスの内容の全部

又は一部を変更又は追加することができるものとします。 

 

2. 本サービス提供者は、本サービス提供者の判断により、本サービスの全部又は一部の提

供・運営を廃止することができるものとし、その際には、本サービス提供者が適当と判

断する方法でユーザーに通知いたします。ただし、緊急の場合はユーザーへの通知を行

わない場合があります。 

 

3. 本サービス提供者は、以下各号の事由が生じた場合には、ユーザーに事前の通知をする

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) 本サービスで使用される本ウェブサイト、本コンテンツ、ハードウェア、ソフトウ

ェア、通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合 

(2) 本サービスで使用される本ウェブサイト、本コンテンツ、外部サービス、ハードウ

ェア、ソフトウェア、通信機器設備等の障害が生じた場合 

(3) 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 
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(4) ユーザーのセキュリティを確保する必要が生じた場合 

(5) 電気通信事業者の役務が提供されない場合 

(6) 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難となった場合 

(7) 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となった場合 

(8) 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの提供が困難となった場合 

(9) その他前各号に準じ本サービス提供者が必要と判断した場合 

 

4. 本サービス提供者は、本条に基づき本サービス提供者が行った行為に起因又は関連し

てユーザーに生じた損害につき、一切の責任を負いません。 

 

第 16 条 （権利の帰属） 

1. 本サービス、本ウェブサイト及び本サービスにおける本コンテンツに関する一切の知

的財産権は、本サービス提供者又は本サービス提供者にライセンスを許諾している者

に帰属します。ユーザーは、本サービス提供者の許諾を得ることなく、これらの一部又

は全部を許可なく複製、上演、公衆送信（自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を

含みます。）、譲渡、貸与、改変、翻訳、改変、出版、転送、転載、配布、営利目的での

利用、その他当該知的財産権を侵害するおそれのある行為等の本サービス利用の目的

を超えた行為を行ってはならないものとします。 

 

2. ユーザーが前項に違反した場合、本サービス提供者はユーザーに対して法令に基づく

各処置（警告、告訴、損害賠償請求、差止請求、名誉回復措置等請求等）を行うことが

できるものとします。 

 

第 17 条 （ユーザーに関する情報の収集、解析及び取扱い） 

1. 本サービス提供者による登録情報等のユーザーに関する情報の取扱いについては、別

途定める個人情報保護方針によるものとします。 

 

2. 本サービス提供者は、ユーザーが本サービス提供者に提供した登録情報、その他の情報

及びデータ等を、本サービス提供者の裁量で、本サービスの提供及び運用、本サービス

の内容改良等の目的のために利用し、又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ます。 

 

3. 本サービス提供者は、ユーザーが提携サービスの利用を希望するときは、ユーザーから

収集した登録情報及びその他当該ユーザーに関する情報を、当該提携サービスの利用

に必要な範囲において、提携サービス提供者に提供することがあります。 
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4. 前項の他、本サービス提供者は、第 2 項に定める目的及び提携サービス提供者による

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

計資料を提携サービス提供者その他の第三者に提供することがあります。 

 

第 18 条 （秘密保持） 

1. 本規約において「秘密情報」とは、本サービスに関連して、ユーザーが、本サービス提

供者より書面、電磁的方法、口頭、その他記録媒体等により提供若しくは開示されたか、

又は知り得た、本サービス提供者の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関

する全ての情報を意味します。ただし、以下の各号のいずれかに該当するものは、秘密

情報に該当しないものとします。 

(1) 本サービス提供者から提供若しくは開示され又は知得する前に既に保有していた

もの 

(2) 本サービス提供者からの提供若しくは開示又は知得の前後を問わず、ユーザーの責

めに帰せざる事由により公知となったもの 

(3) 秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に取得したもの 

(4) 秘密情報によることなく単独で開発したもの 

 

2. ユーザーは、秘密情報を本サービスの利用目的外で使用してはならず、本サービス提供

者の事前の書面又は電磁的方法による承諾なしに、第三者に対し秘密情報を提供、開示

又は漏洩してはならないものとします。 

 

3. 前項の定めに関わらず、ユーザーは、法令等に基づき、又は公的機関による命令、要求

又は要請があった場合、秘密情報を開示することができます。その場合、速やかにその

旨を本サービス提供者に通知しなければなりません。 

 

4. ユーザーは、秘密情報を複製、複写、翻案等する場合には、事前に本サービス提供者の

書面又は電磁的方法による承諾を得るものとし、複製物等の管理については第 2 項に

準じて厳重に行うものとします。 

 

5. ユーザーは、本サービス提供者から求められた場合はいつでも、遅滞なく、本サービス

提供者の指示に従い、秘密情報及び秘密情報を記載又は包含した書面、電磁的記録及び

その他の記録媒体並びにその全ての複製物等を返却又は廃棄しなければなりません。 

 

第 19 条 （損害賠償） 

1. ユーザーは、本規約又は個別利用規約に違反することにより本サービス提供者に生じ
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た直接的又は間接的な損害又は損失（弁護士等の専門家費用及び本サービス提供者の

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. 本サービス提供者の責に帰すべき事由に基づくユーザーに対する損害賠償の限度額は、

いかなる場合も、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、かつ本サー

ビス提供者が当該ユーザーより受領した本サービスの利用料金を上限とします。 

 

第 20 条 （保証の否認及び免責事項） 

1. 本サービス提供者は、本サービス、本ウェブサイト、本コンテンツ、外部サービス等か

ら得られる情報その他本サービスによりユーザーが取得し得る一切の情報が、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・完全性

を有することについて、何ら保証するものではありません。 

 

2. 本サービス提供者は、本サービス、本ウェブサイト、本コンテンツ、外部サービス等の

利用が、ユーザー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、及びユ

ーザーにとって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。 

 

3. 本サービス提供者は、ユーザーが本サービスの利用に際し、以下の各号のようなユーザ

ーの満足な利用ができなくなるような事由が生じないこと（以下の状況を含みますが、

これらに限られません。）について、何ら保証するものではありません。 

(1) ユーザーが希望する特定の時間帯にオンライン教材が利用できないこと 

(2) ユーザーが希望する特定の時間帯にオンラインレッスンが予約又は利用できない

こと。また、関連して、ユーザーが希望する特定の時間帯と、トレーナーのオンラ

インレッスンの実施が可能な時間帯が合わず、オンラインレッスンの実施回数が、

受講できる回数分に満たないこと 

(3) ユーザーが希望する特定の時間帯にトレーナーへの質問メッセージサービスが利

用できないこと（質問の送信及びトレーナーからの回答の受信を含みます。） 

(4) 急激なユーザー数の増加等により、提供オンラインレッスン数が不足すること 

(5) 急激なユーザー数の増加等により、トレーナーへの質問メッセージサービスにおけ

るトレーナーによる回答に要する時間が増加すること 

(6) 第 15 条に定める事由により、オンラインレッスンを中断すること 

(7) 第三者によるユーザーへのメッセージ、データへの不正アクセス、不正な改変、そ

の他の行為が発生すること 

 

4. 本サービス提供者は、本サービスが全ての端末、OS、ブラウザ等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、
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その後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り

ます。本サービス提供者は、かかる不具合が生じた場合に本サービス、本ウェブサイト、

本コンテンツ等の修正等により当該不具合が解消されることについて、何ら保証する

ものではありません。 

 

5. 外部サービスの各種変更、不具合、トラブル等やその他の理由に伴い、本サービス提供

者により本サービスの一部又は全部の提供が利用制限、中断、停止、終了又は変更され

る可能性がありますが、本サービス提供者は何ら責任を負わないものとします。 

 

6. 本サービス提供者は、登録情報等のユーザーに関する情報を、実績があると本サービス

提供者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。しかしながら、本サービス提供者は、これらの完全な安全性、信頼性等を保証す

るものではありません。また、当該情報が本サービス提供者により削除又は消失されな

いことについて、何ら保証するものではありません。 

 

7. 本サービス提供者は、原則として、ユーザー間の通信や活動に関与しません。万一ユー

ザー間で紛争や問題が生じた場合、ユーザーは、直ちにその旨を本サービス提供者に通

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、本サービス提供

者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。 

 

8. 本サービスに関し、ユーザーと第三者との間で紛争が生じた場合、ユーザーは、直ちに

その旨を本サービス提供者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、本サービス提供者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。 

 

9. ユーザーの過失によるパスワード等の紛失又は使用不能により本サービスが利用でき

なかったことにつき、本サービス提供者は何ら責任を負わないものとします。 

 

10. 本サービス提供者は、本条に定めた事項に起因又は関連してユーザーに生じた損害に

つき、一切の責任を負いません。 

 

第 21 条 （サービス利用契約の有効期間） 

1. サービス利用契約は、サービス利用契約成立後、退会日までの間、本サービス提供者と

ユーザーとの間で有効に存続するものとします。 

 

 



16 

 

第 22 条 （規約の変更） 

1. 本サービス提供者は、本規約及び個別利用規約の内容を変更できるものとします。本サ

ービス提供者は、本規約又は個別利用規約を変更した場合には、本ウェブサイト上への

掲載、電子メールの送信又はその他本サービス提供者が適当と判断する方法によりユ

ーザーに当該変更について通知するものとし、当該変更の通知後、ユーザーが本サービ

スを利用した場合又は本サービス提供者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、ユーザーは、当該変更に同意したものとみなします。 

 

第 23 条 （本規約上の地位の譲渡等） 

1. ユーザーは、本サービス提供者の書面又は電磁的方法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又は個別利用規約に基づく権利義務の全部又は一部を、

第三者に譲渡（合併、会社分割等による承継も含みます。）し又は担保の目的に供する

ことはできません。 

 

2. 本サービス提供者が本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合（合併、会社分割等

による承継も含みます。）には、当該譲渡に伴いサービス利用契約上の地位、権利及び

義務並びに登録情報その他のユーザーに関する情報を当該譲渡の譲受人に譲渡できる

ものとします。 

 

第 24 条 （分離可能性） 

1. 本規約又は個別利用規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法

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、本規約又は個別利用規約

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ます。本サービス提供者及びユーザーは、当該無効又は執行不

能の条項又は部分について、適法とし執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、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 25 条 （存続規定） 

1. 第 12 条、第 14 条、第 18 条乃至第 20 条、第 23 条乃至第 27 条の規定は、サービス利

用契約の終了後も有効に存続するものとします。 

 

第 26 条 （準拠法及び合意管轄） 

1. 本規約及び個別利用規約は日本法に準拠するものとします。本規約又は個別利用規約

に起因し又は関連して本サービス提供者とユーザーの間で生じた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。 
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第 27 条 （協議解決） 

1. 本サービス提供者及びユーザーは、本規約若しくは個別利用規約に定めのない事項又

は本規約若しくは個別利用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 

2016 年 10 月 15 日 制定・施行 

2017 年 2 月 20 日 改定 


