
「RESTORNA のオンラインサービス及び動画配信サービス」受講規約 

 

第１条（総則) 

1. 本規約は、株式会社イディアコーポレーション（以下「当社」といいます。）が提供する

「RESTORNA のオンラインサービス及び動画配信サービス」（以下「本サービス」とい

います。）の利用条件を定めたものです。本サービスに関連して当社が提供するウェブ

サイトの閲覧者（本サービスの提供を受ける者となろうとする者（オンライン会員に該

当する者を除きます。）を含みます。以下「閲覧者」といいます。）、本サービスの提供を

受けるため、オンライン会員として登録した者（以下「オンライン会員」といいます。）

及び本サービスの提供を受ける者（以下「利用者」といい、閲覧者及びオンライン会員

とを合わせて「利用者等」といいます。）は、本規約に同意のうえ、本サービスに関連し

て当社が提供するウェブサイトを閲覧又は本サービスを利用するものとします。 

2. 閲覧者が本サービスに関連して当社が提供するウェブサイトを閲覧した場合、閲覧者が

本サービスの提供を受けるためオンライン会員に登録した場合又は利用者が本サービ

スを利用した場合には、本規約に同意したものとみなします。 

3. 当社は、以下の場合に、当社の裁量により本規約を変更することができます。 

  （１）本規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。 

（２）本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容

の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであると

き。 

4. 前項の場合、変更後の本規約及び効力発生日は、当社が適当と判断する方法で通知する

ものとし、効力発生日以降の利用者等がウェブサイトを閲覧し又は本サービスを利用し

た場合、当該利用者等が変更後の本規約の内容について承諾したものとみなします。 

 

第 2 条（サービス内容） 

本サービスは、下記の提供サービス及び関連サービスを含むものとし、原則として当社の開

設する本サービスについてのウェブサイト、Web 会議システム「Zoom」、動画共有サービ

ス「YouTube」を通じて提供されるものとします。 

（１）オンラインでのトレーニングレッスン（以下「オンラインレッスン」といいます。）

の提供 

（２）オンラインレッスンの予約やキャンセル、オンラインレッスンへのアクセス等を

可能とするウェブサイトの提供 

 

第 3 条（Zoom 等の利用） 

Web 会議システム「Zoom」又は動画共有サービス「YouTube」のインターネットサービス



を利用する場合、利用者等は、自己の責任において、本サービスの提供を受ける前に Zoom

又は YouTube（以下「Zoom 等」といいます。）の利用環境の充足を確認し、正常に本サー

ビスの諸機能を利用できることを確認するものとします。 

  （１）本サービスの利用環境 

利用者等は事前に自己の責任と費用において Zoom 等が利用可能な機器（パソコ

ン・web カメラ等）を用意し、Zoom 等の機能等についての確認・接続テストを

行うものとします。また、Zoom 等が提示する各規約、ガイドラインを遵守し、

正常にレッスンが受講可能な環境を整えるものとします。なお、当社は Zoom 等

が提供するサービスに関する質問、問い合わせ等についてはお答えできません。 

（２）利用環境の不具合について 

利用者の利用環境に起因し、レッスンの実施が不能となった場合、当社はその責

任を負わないものとします。レッスン開始後に発生した Zoom 等そのものの機能

の不具合について、当社はその責任を負わないものとします。 

  （３）免責事項 

当社は、本サービス利用時にコンピューターウイルス感染等によって発生したコ

ンピューター・回線・ソフトウェア等の損害と、 また本サービスに使用するソフ

ト、配信ファイルにより、オンラインレッスン中、オンラインレッスン外の使用

で発生したいかなる損害も賠償する義務を負わないものとします。 

 

第 4 条（オンライン会員登録） 

1. 以下の事項に同意する場合、当社が定める所定の手続きに従って登録申し込みを行うこ

とにより、オンライン会員となることができるものとします。 

（１） 本サービスの利用料金を本規約第７条に定める決済方法により支払うこと。 

（２） 会員が未成年の場合、オンライン会員登録前に親権者等法定代理人の同意を得

ること。 

（３） 当社がオンライン会員に対して本サービスに関する電子メールによる通知、広

告、アンケート等を実施すること。 

（４） 暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含む）、

暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、その他これらに準じる方でな

いこと、及びこれらの方と関わりのないこと。 

2. オンライン会員の登録は、当社の電子メールまたは書類による承諾の通知をもって、完

了するものとします。 

3. オンライン会員登録後に以下の事由が判明した場合は、当社は会員登録を取り消すこと

ができます。 

（１） 登録の際に記入した事項に虚偽があった場合又は本規約第５条の届出変更を行

わなかった時 



（２） オンライン会員が過去に本規約違反等により、登録を取り消されている場合 

（３） オンライン会員が当社のサービスの代金支払いを適時に行わなかった場合（過

去にこのような行為があった場合を含みます。） 

（４） 本規約第 14 条第１項各号又は第 15 条第１項各号に該当する場合 

（５） その他、当社が不適当と判断する相当の理由がある場合 

4. オンライン会員となった後、本規約第 7 条に定める月額利用料金の初回の支払が、当社

により当社のシステム上で確認された日（以下「利用開始日」といいます。） 

 

第５条（登録事項の変更） 

1. オンライン会員は登録手続きの際に当社に届け出た内容に変更があった場合又は当社

が登録事項に関する当社が定めた所定の方法を変更した場合には、当社宛に必要な事項

全部について速やかに変更事項を届け出るものとします。 

2. オンライン会員が前項の届け出を行わなかったため、当社からの連絡がとれなくなった

ことにより生じた不利益、その他負担について当社は責任を負わないものとします。 

 

第６条（個人情報等の取り扱い） 

1. 「個人情報」とは、オンライン会員に関する情報であって、メールアドレス、氏名、そ

の他の記述等により特定のオンライン会員を識別することができるもの（他の情報と容

易に照合することができ、それにより特定のオンライン会員を識別することができるも

のを含みます。）をいいます。 

2. 当社は、個人情報を、下記のとおり、厳正な管理の下でお取り扱いいたします。 

（１）当社における個人情報の利用目的 

当社で保有する個人情報の利用目的は次のとおりです。 

・ インターネット・電話を通じた情報の提供等、オンライン会員のサポート 

・ オンライン会員が本人であることの確認 

・ 本サイト上での情報提供サービスの提供 

・ 当社からお客様に対する、当社のサービスの利用等に関するご案内等の連絡 

・ お問い合わせや苦情等への対応 

・ 広告、アンケート調査及び分析 

・ その他、当社の業務に付随する業務 

  （２）第三者への個人情報の提供について 

     ・ 当社は、個人情報は、個人情報保護法第 23 条 1 項又は第 4 項による場合及

び本サービスにおける個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内において、

オンライン会員の個人情報の取扱いの全部又は一部を委託するとき以外は、

同意を得ることなく第三者へ提供いたしません。 

  （３）個人情報の預託について 



当社が、お預かりしている個人情報を、利用目的の達成に必要な範囲内において、

個人情報の取り扱いの全部、または一部を当該業務委託先に預託することがあり

ます。この場合、委託先と個人情報に関する秘密保持等を含む契約を締結し、個

人情報の取り扱いが適切なものとなるよう管理いたします。 

3. 当社は、本サービスの適正な運営を目的とし、利用者等による本サービス内の発言、会

話、問い合わせ内容、書き込み情報を録音及び記録し、必要と判断した場合には画像又

は映像を収集し、保管します。これらの情報は、当社が本サービスの適正な運営をする

上でやむを得ないと判断した場合のみ、必要最小限度の範囲で利用することがあります。

利用者等は、当社がこれらの情報を保管し、利用することに、予め同意するものとしま

す。 

 

第７条（月額利用料金） 

1. オンライン会員は、毎月、別途定める月額利用料金を支払うことにより、本サービスを

利用することができるものとします。なお、オンライン会員は、月額利用料金に係る消

費税及びその他、付加される税を負担するものとします。 

2. オンライン会員は、利用停止の申し出を行わない限り、毎月、１日に月額利用料金が課

金されます。 

3. 初月は、月額利用料金により、利用開始日から当月末日まで利用できるものとし、以降、

月額利用料金により、毎月１日から同月末日までの１か月間利用できるものとします。 

4. 利用者は、本サービスにおける利用料金を、以下のいずれかの方法にて支払うものとし

ます。 

（１） 電子マネー 

（２） 銀行振り込みまたは口座振替 

（３） クレジットカード 

（４） 店頭での現金支払 

5. 当社は、当社に対して支払われた月額利用料金について、理由を問わず返金いたしませ

ん。但し、当社の責めに帰すべき事由により本サービスを提供しなかった場合にはこの

限りではありません。 

 

第８条（契約の解除等に関する特約） 

前条の月額利用料金の支払については、特定商取引法第１５条の３第１項本文に定める売

買契約の申し込みの撤回又はその売買契約の解除をできないものとします。 

 

第９条（レッスン） 

1. 個別の本サービスの提供日時及びレッスンの実施時間は、レッスン毎に定めるものとし

ます。また、当社は、会員へ事前の通知を行うことなく、本サービスの提供日時及びレ



ッスンの実施時間を変更できるものとします。但し、利用者等が予約済みのレッスンに

ついては、本条第 7 項の通りとします。 

2. 利用者等が、レッスン開始予定時刻から 10 分が経過するまでに、レッスンを開始する

ことができない場合、当社は、利用者等がレッスンを欠席したものとみなし、当該レッ

スンを終了することができるものとします。 

3. 利用者等の利用端末のシステム不具合や会員のネットワーク環境に伴う切断、若しくは

本規約第14条第1項各号に該当する行為によりレッスンの進行が妨げられる場合には、

レッスンの途中であっても、当社又はレッスンを担当するインストラクター（以下「担

当インストラクター」といいます。）が、当該利用者等による当該レッスンの受講を中

止できるものとします。 

4. 当社は、利用者等がレッスンの無断欠席を繰り返し行った場合、利用者等に対して、警

告、改善指示等を行うことができるものとします。 

5. 当社は、理由の如何にかかわらず、本条第 3 項のレッスンの中止、利用者等の都合によ

るレッスンの欠席による補填、補償等は一切行わず、利用者等は支払義務を免れるもの

ではありません。 

6. 担当インストラクターの責に帰すべき事由によりレッスン時間が 5 分以上短縮された

場合、当社はレッスンを補填します。なお、帰責事由の有無については当社の合理的な

判断に基づくものとします。 

7. 担当インストラクターは、やむを得ない事情により欠席する場合があり、その場合、当

社はレッスン開始の 1 時間前までに休講連絡、又は代行のインストラクターがレッスン

を行う旨を RESTORNA 公式ホームページ上または SNS の公式アカウントを通じ公表

し、または当該レッスンを予約した利用者及びオンライン会員に対して電子メールで通

知いたします。代行のインストラクターのレッスンを受けたくない場合は、レッスン開

始の 10 分前までにキャンセルを行えばレッスン数としてカウントされません。 

8. レッスン開始前 1 時間を過ぎたタイミングで、レッスンの担当インストラクターがやむ

を得ない事情により指導出来ない状態になった場合は、予約中の利用者及びオンライン

会員は全員キャンセル扱いとなります。 

 

第 10 条（レッスンの予約及びキャンセル） 

1. レッスンの予約は、当社が別途定める方法により申し込むものとし、当社の電子メール

またはＳＮＳの公式アカウントによる予約受付の通知をもって、予約が完了するものと

します。 

2. 利用者等は、レッスン開始時刻の 20 分前までに本サービスのウェブページ（以下「当

ウェブ」といいます。）上で当社が別途定める手続きを行うことにより、予約を完了し

たレッスンの受講をキャンセルすることができます。但し、パーソナルレッスンのキャ

ンセル手続きについては、レッスン前日の 21 時までに行わなければならないものとし



ます。 

3. 利用者等は、レッスンの予約を翌々月の末日まで行うことができるものとします。 

 

第 11 条（レッスンの評価・コメント） 

1. 利用者等は、本サービスの表示に従い受講したレッスンに対しての評価及びコメント

（以下「評価等」といいます。）の投稿を行うことができます。 

2. 利用者等は、評価等の投稿を行った場合、これを修正又は消去することができません。 

3. 当社は、利用者等が投稿した評価等の一部を当ウェブ上に表示することができます。な

お、当社は、評価等を当ウェブ上に表示しなかった場合であっても、その理由を開示す

る義務を負いません。 

4. 当社は、利用者等が投稿した評価等を当ウェブ上に表示した後であっても、当該評価等

の内容が不適当であると判断した場合、いつでも予告なく当該評価等を削除することが

できます。この場合、当社は、削除の理由を開示する義務を負いません。 

5. 当社は、利用者等が投稿したコメントを当社のウェブサイト（当ウェブに限りません。）、

各種 SNS 等に掲載する等、当社及び本サービスの宣伝・広告のために当社の裁量に基

づき何ら制限なく利用することができ、利用者等はこれを承諾します。 

 

第 12 条（無料体験レッスン） 

1. オンライン会員は、オンライン会員登録が完了した日より当社が別途定める期間または

回数分の無料体験レッスンを受講することができます（以下、本サービスには、無料体

験レッスンの提供を含めるものとします。）。 

2. 当社は、無料体験レッスンを受講する目的等のために、複数回にわたりアカウントが登

録された場合その他不適切な目的でアカウントが作成されたと当社が判断した場合に

は、当該アカウント（不適切な目的で複数のアカウントが判明した場合は全部のアカウ

ントとします。）に対し無料体験レッスンの提供を行わないものとし、当社の判断で当

該アカウントを停止することがあります。 

 

第 13 条（オンライン会員ＩＤ及びパスワード管理） 

1. オンライン会員は、オンライン会員登録時に使用した ID 及びパスワード若しくはオン

ライン会員登録後会員自身により変更したパスワードを、本サービスでの会員 ID およ

びパスワード（以下、「ID 等」といいます）として責任持って管理するものとします。 

2. 登録された ID 等の管理とその使用に関しての責任は、全てオンライン会員本人が負う

ものとします。オンライン会員は、自己の ID 等によりなされた、本サービス上におけ

る一切の行為およびその結果について当該行為を会員自身が行なったか否かまたは会

員自身の過失の有無を問わず、自らその責任を負うものとします。 

3. オンライン会員は、ID 等の譲渡、売買、貸与等の行為を一切行なわないものとします。 



4. オンライン会員は、ID 等の盗難もしくは失念があった場合、または ID 等が第三者に使

用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨を届け出るとともに、当社から

の指示に従うものとします。 

5. 当社は、ID 等の使用上の過失および第三者の利用に伴う損害について、当社の故意ま

たは重大な過失による場合を除き、一切責任を負わないものとします。また、オンライ

ン会員が、第三者の ID 等を不正に利用したことにより、当該第三者または当社に損害

を与えた場合、会員は当該不正使用によって生じた損害を当該第三者または当社に賠償

するものとします。 

 

第 14 条（禁止行為） 

1. 本サービスの利用にあたって、以下の行為を行なってはならないものとします。  

（１） 他の会員、第三者もしくは当社の著作権又はその他の権利を侵害する行為、及

び侵害するおそれのある行為。 

（２） 他の会員、第三者もしくは当社の財産又はプライバシーを侵害する行為、及び

侵害するおそれのある行為。 

（３） 上記（１）（２）の他、他の会員、第三者もしくは当社（担当インストラクター）

に不利益又は経済的、精神的損害を与える行為、及び与えるおそれのある行為。 

（４） オンライン会員としての権利、立場を、他の会員、第三者等に譲渡、承継また

は行使させる等の行為。 

（５） 他の会員、第三者もしくは当社並びに担当インストラクターを誹謗中傷する行

為。 

（６） 不正に他の会員、第三者、担当インストラクター又は当社の保有している情報

等を収集、開示する行為。 

（７） 暴言、脅迫、差別行為等の公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為、

もしくは公序良俗に反する情報を他の会員又は第三者に提供する行為。 

（８） 犯罪的行為、又は犯罪的行為に結び付く行為、もしくはそのおそれのある行為。 

（９） 担当インストラクターへの嫌がらせや、不良行為などレッスン等の進行を妨げ

る等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、利用者等本人

又はその代理人がインストラクターと個人的に接触しようとする行為 

（11） 担当インストラクターに当社の競合たりうるサービス・企業等へ勧誘する行為 

（12） レッスン中に飲酒・喫煙する行為、又は泥酔状態でレッスンを受講する行為 

（13） 過度に肌の露出をする行為、肌の露出を伴うコスチュームや下着姿等、担当イ

ンストラクターに対して不安又は負担を与える行為 

（14） 本サービスの他の利用者等、担当インストラクターに違法行為を勧誘又は助長

する行為 



（15） 本サービスを営業行為、営利目及びその準備に利用する行為 

（16） 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為。 

（17） 性風俗、宗教、政治、マルチ商法等に関する活動。 

（18） レッスンの内容、画像、動画若しくは音声を当社に無断で公開する行為又はそ

のおそれのある行為 

（19） 本サービスを他の会員、又は会員以外の第三者に利用させるなどの行為。 

（20） ユーザＩＤ及びパスワードを不正に使用する行為。 

（21） コンピュータウィルス等の有害なプログラムを本サービスを通じて、又は本サ

ービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。 

（22） 複数のアカウントを作成する行為 

(23)  レッスン予約のキャンセル又は予約したレッスンの不受講を繰り返す行為 

(24)  担当インストラクターから公開前のスケジュールを聞きだす行為、又は担当イ

ンストラクターと直接スケジュールの調整を行う行為 

(25)  レッスンの内容と関係のないコメント又は本項各号に違反する内容のコメント

を投稿する行為 

(26)  1 人又は複数の担当インストラクターのレッスンに対して繰り返し低い評価を

投稿する行為 

（27） その他、法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。 

（28） その他、本サービスの運用を妨げる等、当社が不適切と判断する行為。 

2. 前項の禁止行為に該当するか否かの判断は、当社の裁量によりなされるものであり、当

社は説明責任を負わないものとします。 

3. 当社は、前項の判断に起因して利用者等が損害又は不利益等を被った場合、当社に重大

な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。 

4. 第 1 項に該当する利用者等の行為によって当社及び第三者（クレジットカード会社等を

含む）に損害が生じた場合、当該利用者等は、オンライン会員資格喪失後も、すべての

法的責任を負うものとし、当社に迷惑をかけないものとします。 

 

第 15 条 （本サービスの中止・中断・停止・登録取消等） 

1. 利用者等が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、事前に通知するこ

となく本サービスの全部又は一部の利用を停止、中止、中断し、オンライン会員登録の

取り消し処分等、本サービス利用契約の全部又は一部を解除できるものとします。  

（１） 本規約に違反した場合又は違反するおそれがある場合 

（２） 本サービスの運営を妨害し又は当社の名誉信用を毀損した場合 

（３） 利用者等が、当社又は担当インストラクターからの指示に従わなかった場合 

（４） 本サービスの利用において統計的平均的な利用を大幅に超えた利用を行ない、本

サービスの運用及び制度の維持に支障を来たすと判断した場合 



（５） その他、当社が不適当と判断する相当の理由がある場合 

2. 前項により本サービスの利用が停止、中止、中断され又は本サービス利用契約が解除さ

れた場合でも、利用者等は、本サービスの利用により発生した支払義務等の本規約上の

履行責任を免れないものとします。 

3. 当社は、第 1 項に定める事由を理由とした処分により、利用者等に損害又は不利益等が

発生した場合であっても、一切の責任を負うものではありません。 

 

第 16 条 （退会） 

1. オンライン会員は、当社が別途定める手段にて退会の申請を行うことができるものとし

ます。不備なく退会申請が行われた場合、退会手続きの完了した日の属する月の翌月末

日（利用者の場合、利用期間の最終日の属する月の翌月末日）をもって退会とします。

なお、当社が退会申請を確認し、手続きを完了した旨を電子メール等で送信した時点で

退会手続きの完了とします。 

2. オンライン会員は、退会の時点をもって、本サービスに関する一切の権利を失うものと

し、当社に対して如何なる請求も行うことができないものとします。当社は、オンライ

ン会員が退会後も、当社の業務のために会員の登録情報を利用できるものとします。 

3. オンライン会員は、本サービスに関する自身の行為等に起因して当社又は第三者に損害

が生じた場合、退会が完了した後であっても、全ての法的責任を負うものとします。 

 

 

 

第 17 条 （当社による通知） 

1. 当社は、本サービスに関し通知する場合、登録済みの電子メールアドレス（以下「指定

メールアドレス」といいます。）宛に行うものとし、当該通知を送信完了した時点をも

って、当該通知が到達したものとみなします。 

2. 当社は、本サービスに関し通知する場合、利用者又はオンライン会員の登録している電

子メールアドレス（以下「指定メールアドレス」といいます。）宛に行うものとし、当該

通知を送信完了した時点をもって、当該通知が宛先の利用者又はオンライン会員に到達

したものとみなします。 

3. オンライン会員は、常に指定メールアドレス情報を当社からの電子メールが受信できる

状態に保つものとします。 

4. 指定メールアドレス情報に変更等があった場合には、利用者又はオンライン会員は速や

かに当該変更を登録するものとし、当該変更を登録しなかったことにより利用者又は

オンライン会員が損害又は不利益等を被ったとしても、当社は一切の責任を負いませ

ん。 

 



第 18 条 （本サービスの変更・中断・終了） 

1. 当社は、事前に当ウェブ上での掲示又は指定メールアドレス宛へ通知をすることにより、

以下の場合に、又は当社の裁量により本サービスの内容を変更、又は本サービスの提供

を中断若しくは終了できるものとします。但し、緊急やむを得ない場合には、予告なし

に本サービスを中断することができるものとします。 

（１） 本サービスのシステムの保守を定期的に又は緊急に行なう場合。 

（２） 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非

常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。 

（３） 本サービスを提供するシステムに故障等が生じた場合。 

（４） その他、当社が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。 

（５） サービスの提供が技術的に困難または不可能となった場合。 

2. 当社は、本サービスの変更、中断又は終了により、利用者等又は第三者が被った如何な

る不利益、損害についても責任を負わないものとします。 

 

第 19 条 （損害賠償等） 

1. 利用者等は、本サービスの利用と本サービスを利用してなされた行為及びその結果につ

いて一切の責任を負うものとします。 

2. 利用者等は、本サービスの利用により当社、当社スタッフ、インストラクター、他の利

用者等又は第三者に対し損害を与えた場合（利用者又はオンライン会員が本規約上の義

務を履行しないことにより当社、当社スタッフ、インストラクター、他の利用者等又は

第三者が損害を被った場合を含みます。）、自己の責任と費用をもってかかる損害を賠償

するものとします。 

3. 当社が利用者等に対して賠償責任を負う場合、当社の賠償額は、いかなる場合でも、当

該利用者等が商品又は役務を購入した代金額（月額利用料金を支払った場合は、１か月

分とする。）を上限とするものとし、当社はそれ以外にいかなる賠償責任も負担しない

ものとします。 

 

第 20 条 （著作権等） 

1. 会員は、当社から本サービスを通じて提供される画面、音声キャプチャ、録画を含む情

報又はファイルの全てにつき、本サービスで提供される方法のみで使用できるものとし、

それ以外の方法（複製、頒布、譲渡、自動公衆送信等を含みますが、これに限られませ

ん。）では、一切使用することはできないものとします。 

2. 会員は、当社から本サービスを通じて提供される画面、音声キャプチャ、録画を含む情

報又はファイルの全てにつき、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第

三者をして使用、公開等の行為（複製、頒布、譲渡、自動公衆送信等を含みますが、こ

れに限られません。）又はそれらを容易にする行為をさせることはできないものとしま



す。 

3. 本サービスに関する映像、画像、及びそれに付随する技術、並びに、音声、テキスト、

商標、ロゴマーク等についての商標権、著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条で定める

権利を含みますがこれに限りません。）、所有権その他の権利（以下「著作権等」といい

ます）は、全て当社又は権利者に帰属します。 

 

第 21 条 （免責事項） 

当社は、以下の各号の内容、本サービスの内容、及び会員が本サービスを通じて得る情報等

について、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わず、利用者等は、

当社がいかなる賠償責任も負わないことに予め同意します。 

（１） 希望する特定の時間帯のレッスンが予約できること。 

（２） 希望する特定のインストラクター又は種類のレッスンが予約できること。 

（３） 本サービスの提供に関して当社が提示する推奨環境にて問題なくサービスの提

供が行われること。 

（４） 本サービス又は本サービスに関連して利用されるソフト並びにファイル等の安

全性 

（５） 当ウェブで提供するあらゆる情報、リンク先等の完全性、正確性、最新性、安全

性等 

（６） 当ウェブから、又は当ウェブへリンクしている当社以外の第三者が運営するウェ

ブサイトの内容やその利用等に関する正確性、安全性等 

 

第 22 条 （準拠法及び専属的合意管轄裁判所） 

本規約は、日本国法に準拠して解釈されるものとします。また、当社及び利用者は、本サー

ビス若しくは本規約に起因又は関連して当社と利用者の間で生じた紛争の解決について、

横浜地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とすることに予め合意するものとします。 

 


