
D-SCHOOL オンライン個別指導コース利用規約 

 

本規約は、エデュケーショナル・デザイン株式会社（以下「当社」といいます）が提供 

する「D-SCHOOL オンライン個別指導コース」のご利用にあたり、生徒及び保護者の皆 

様に遵守していただかなければならない事項及び当社と生徒及び保護者の皆様との間の権 

利義務関係が定められていますので、必ずお読みください。 

 

 

第 1 条（用語の定義について） 

1. 「本サービス」とは、当社が提供する「D-SCHOOL オンライン個別指導コース」（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。 

2. 「生徒」とは、本規約にご同意の上、当社の指定する方法でご入会いただき、本サービ 

スを利用する受講生をいいます。 

3. 「保護者」とは、未成年である生徒の保護者にあたり、支払能力を持ち、当社と入会契 

約を締結する方をいいます。 

4. 「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。 

 

 

第 2 条（サービスの内容） 

1. 本サービスは、小学 3 年生～中学 3 年生を対象にインターネット通信を利用して、当

社のトレーニングを受けた講師陣と生徒が 1 対 1 でプログラミングに関する個別指導を行

う教育サービスです。 

2. 本サービスは、当社が提供するマイクラッチコース、ゲーム制作コースの動画・テキス 

トを利用し、初月は生徒に各コースのミッション 1 を受講いただいた上、次月以降、生徒

に一つのコースを選択していただき、当該コースを用いて個別指導を行います（本サービス

の利用料と別に各コースの利用料を支払っていただく必要はありません）。 

  



第 3 条（入会金・受講料・利用時間等） 

1. 入会金：10,000 円（税込） 

2. 受講料：月額 14,850 円（税込） 

3. 利用可能時間：1 回 60 分・月 2 回 

4. 当社は、一定期間を限り、上記料金等の一部を免除し、またはその支払を猶予するキャ 

ンペーン（以下「割引キャンペーン」といいます）を実施することがあります。 

5. 割引キャンペーンの対象になった本サービスについては、別途当社の定める条件に基づ 

き、本条の規定とは異なる内容になることがあります 

 

 

第 4 条（支払方法） 

1. 受講生およびその保護者は、エデュケーショナル・デザインに対して、自身が申し込み 

をしたプランごとに定める受講料（以下「受講料」といいます。）を支払わなければな 

りません。 

 

2. 前項の受講料の支払いは、クレジットカード決済にて行われるものとします。 受講生 

およびその保護者は、本サービスの利用に際して、保護者名義のクレジットカードを指 

定しなければなりません。 

 

3. 受講料の支払いは、１か月ごとに前項のクレジットカードからの決済によって行われま 

す。なお、同決済日は毎月 25 日となります。 

※初月の授業料についてはお申込み受領後即時決済となります。 

 

4. エデュケーショナル・デザインは、受講料の日割り計算を一切行わないものとします。 

 

5. エデュケーショナル・デザインは、支払期日までに受講料の支払いを行わない受講生又 

は受講料の支払いに際してエデュケーショナル・デザインからの指示に従わない受講生 

に対して、受講の停止、強制退会処分等を行うことができるものとします。 

 

 

第 5 条（その他の費用） 

学習に必要となるＰＣ、周辺機器（WEB カメラ・マイクを含む）、ソフトウェア（Mojang 

社が提供する「Minecraft」を含む）、電気通信回線の通信料金等（インターネット接続料金 

を含む）は保護者負担となります。 



 

第 6 条（入会申込） 

1. 本サービスの入会希望者は、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）を当社の申込みページを通じて提供することで、入会 

を申し込むことができます。 

2. 当社は、当社の基準に従って、前項に従った入会申込の可否を判断し、当社が入会を認 

める場合にはその旨を保護者のメールアドレスに通知します。 

3. 前項に定める入会許可の通知の送信時に、本サービス利用契約が当社と保護者の間に成 

立します。 

4. 当社は、入会希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、入会申込を拒 

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）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) その他、登録を適当でないと当社が判断した場合 

5.生徒及び保護者は、本サービスを利用した時点で、本規約に規定する全ての内容につい 

て同意したものとみなします。 

 

 

第 7 条（登録事項の変更） 

生徒及び保護者は、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 8 条（パスワード及びユーザーID の管理） 

1.生徒及び保護者は、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ま

す。 



2.当社は、生徒又は保護者によるパスワード又はユーザーID の管理不十分、使用上の過

誤、第三者の使用、その他生徒又は保護者の責めに帰すべき事由によって生じた損害に関す

る責任を負いません。 

 

 

第 9 条（日程変更） 

1. 生徒又は保護者が本サービスの受講日の変更を希望する場合、受講日の前日から起算し

て 3 営業日前の 23 時 59 分までに、担当講師または当社へメールなどによりご連絡をいた

だくことで授業日を振り替えることができます。 

それ以降の日程変更につきまして は、キャンセル料として本サービス 1 回あたりの金額の

半額を請求いたします。 

（例） 

月曜日が受講日の場合（月額 14850 円・ 月 2 回） 

・前週の水曜日 23:59 まで：キャンセル料なし 

・それ以降 ：キャンセル料として 3,700 円 

2.当社の講師がやむをえない事由により本サービスの受講日の変更を希望する場合、受講日

を保護者とご相談の上変更させていただきます。 

 

 

第 10 条（遅刻） 

1. 生徒が本サービスの予定開始時間に遅刻した場合、予定終了時間の繰り下げは行わず、 

本サービスは予定時間に終了するものとします。 

2.当社の講師がやむをえない事由により本サービスの予定開始時間に遅刻した場合、当社は 

予定終了時間を繰り下げて本サービスを実施させていただきます。なお、予定終了時間の繰 

り下げが困難である場合には、受講日を保護者とご相談の上変更させていただきます。 

3.第１項及び第２項の定めにかかわらず、生徒又は当社の電気通信回線の通信障害により、 

生徒又は当社の講師が本サービスの予定開始時間に遅刻した場合、当社は予定終了時間を 

繰り下げて本サービスを実施させていただきます。なお、予定終了時間の繰り下げが困難で 

ある場合には、受講日を保護者とご相談の上変更させていただきます。 

 

 

第 11 条（契約期間） 

契約期間は原則として 1 か月間とし、契約者又は当社から申し出がない限り、中学 3 年生 

の 3 月まで 1 か月単位の自動更新となります。 

 



第 12 条（休会） 

1. 受講生は休会希望月の前月末日までにメールの方法により休会を申し出ることにより、 

休会することができます。 

2. 休会期間中、受講料金は発生いたしません。 

3. 休会日は休会希望月の月初とし、日割計算による支払済料金の返還はいたしません。 

4. 休会期間は最大 12 ヶ月とし、12 ヶ月以内に複会（受講を再開）を申し出ない場合は、 

自動的に退会となります。 

 

 

第 13 条（複会） 

1. 受講生は、複会希望月の前月末日までにメールの方法により複会を申し出ることによ

り、複会することができます。 

2. 複会日は複会希望月の月初とし、日割計算による月額料金の割引は行いません。 

3. 複会時、定員オーバー等の理由により、希望日時の授業を受講することができない可能 

性があります。 

 

 

第 14 条（退会） 

1. 保護者が退会を希望するときは、退会希望月の前月末日までに、当社の指定する方法に 

よって、当社のサイトを通じて退会手続を行うことができます。 

2. 退会日は退会希望月の月末とし、日割計算による支払済利用料の返還はいたしません。 

3. 第 1 項及び前項の規定にかかわらず、保護者が初月に退会を希望するときは、初月末日 

を退会日とし、支払済の入会金と初月利用料を返金いたします。 

 

 

第 15 条（利用停止） 

1. 当社は、生徒又は保護者が、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、生徒又は保護者の本サービス利用を停止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) 生徒又は保護者が当社と競合するサービスを提供していると当社が判断した場合 

(4) 手段の如何を問わず、本サービスの提供を妨害した場合 

(5) 6 ヶ月以上本サービスの利用がなく、当社からの連絡に対して応答がない場合 

(6) 第 6 条第 4 項各号に該当する場合 



(7) 第 11 条各号に該当する行為 

(8) その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合 

2. 前項の利用停止の場合、保護者は、支払済利用料の払い戻しを受けることはできませ

ん。 

 

 

第 16 条（申込内容の変更） 

1.お申込み内容の変更を希望するときは、当社の指定する方法によって、当社のサイトを通 

じて変更を行うことができます。 

2. 前項に基づきお申込み内容の変更を申請した場合、当社から当該申出を了承する旨の通 

知をすることにより、お申込み内容の変更が認められ、別途当社が指定する日から適用され 

ます。 

 

 

第 17 条（禁止事項） 

生徒及び保護者は、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又は 

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 

(6) 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 

(7) 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為 

(8) 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 

(9) 第三者に成りすます行為 

(10) 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 

(11) 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 

(12) 本サービスの他の利用者の情報の収集 

(13) 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 

(14) 反社会的勢力等への利益供与 



(15) 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 

(16) 前各号の行為を試みること 

(17) その他、当社が不適切と判断する行為 

 

 

第 18 条（本サービスの停止等） 

1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、生徒及び保護者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 

2. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき生徒又は保護者に生じた損害について 

一切の責任を負いません。 

 

 

第 19 条（権利帰属） 

1. 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います。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。 

2. 生徒は、本サービスから得た音声データ、画像、映像等の著作物を生徒の私的使用に限 

り、使用できるものとし、著作権者の許可なく、全部または一部を使用（複製、頒布、譲

渡、貸与、転載、公衆送信等を含みますがこれに限られません）することはできません。 

 

 

第 20 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. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき生徒又は保護者に生じた損害について 

一切の責任を負いません。 

 



 

第 21 条（保証の否認及び免責） 

1. 当社は、本サービスが生徒又は保護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、生徒又は保護者による本サービスの利用が生徒又 

は保護者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。また、当社は、本サービスの修正または改良義務を負わないものとします。 

2. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、生徒 

又は保護者が本サービスに送信した情報の削除または消失、生徒又は保護者の登録の抹消、 

本サービスの利用による登録データの消失または機器の故障もしくは損傷、その他本サー 

ビスに関して生徒又は保護者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとし 

ます。何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は付随的損害、間接損

害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わない

ものとします。 

 

 

第 22 条（利用者情報の取扱い） 

1. 当社は、本サービスを介して取得した生徒及び保護者の個人情報を次の各号の利用目的 

の範囲内で利用いたします。 

(1) 本サービスに関するご連絡・ご要望への対応など 

(2) 当社主催の催し物、商品、サービス（オンラインコース、教室案内、各種キャンペーン 

等）に関する情報提供 

2. 当社は、保護者の同意を得ることなく個人情報を第三者に開示又は提供いたしません。 

ただし、法令に反しない範囲内において、以下の場合に限り同意を得ずに個人情報を提供す 

る場合があります。 

(1) 当社及び提携事業者が個人情報を前項の利用目的のために使用するとき 

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得るこ 

とが困難であるとき 

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本 

人の同意を得ることが困難であるとき 

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又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あって、本人の同意を得ることにより当該事務の 

遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

(5) 合併その他の事由により他の事業者が本サービスを承継する場合で、本規約の利用目的 



等の範囲内で個人情報を取り扱うとき 

(6) 情報の開示が、法令の遵守、利用規約とその他の合意の援用、適用、あるいは当社、生 

徒、保護者又は第三者の権利、財産、安全の保護のために適切であると判断したとき 

3. 当社は、生徒又は保護者から個人情報の開示、訂正、削除、追加、利用停止の要求を受 

けた場合、当社が定める手段によって本人確認をした上で、合理的な期間及び範囲内で対応 

します。 

4. 当社は、生徒又は保護者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、生徒及び 

保護者はこれに異議を唱えないものとします。 

 

 

第 23 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、または保護者に通知します。但し、法令上保護者の同意が必要となるよ 

うな内容の変更の場合は、当社所定の方法で保護者の同意を得るものとします。 

 

 

第 24 条（連絡・通知） 

1. 本サービスに関する問い合わせその他生徒又は保護者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生徒又は保護者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、保護者は当該連絡または通知を受領したものとみなします。 

 

 

第 25 条（サービス利用契約上の地位の譲渡等） 

1. 生徒及び保護者は、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生徒及び保護者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、保護者は、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 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、訴額 

に応じ静岡地方裁判所又は静岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

  



会社名：エデュケーショナル・デザイン株式会社 

代表者名：脇田 真太郎 

住所：〒424-0817 静岡県静岡市清水区銀座 

14-28 電話番号：054‐361-4320 

 

2021年 04月 04日 改定 

2022年 03月 01日 改定 

 


