ＥＮＡＧＥＥＤデジタル版教材 利用規約

この利用規約 （以下、「本規約」といいます。） は、株式会社エナジード （以下、「当社」と
いいます。） が端末機器上で提供するデジタル版教材に関するサービス （以下、「本サービス」
といいます。） の利用条件を定めるものです。契約者には、本規約に基づいて、本サービスをご利
用いただきます。本サービスのご利用をお申し込みいただいた時点で、本規約の内容に承諾したも
のとし、第４条第１項の定めに従って、本規約に基づくサービス利用契約 （以下、「本サービス利
用契約」といいます。） が成立したものとみなします。
第１条（規約の適用）
本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社と契約者との間の権利義務関
係を定めることを目的とし、契約者と当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用さ
れるものとします。本規約は、全ての契約者に適用されます。本規約に承諾いただけない場合、本
サービスを利用することはできません。
第２条（定義）
1. 「本サービス」 とは、端末機器上で当社が提供する「ＥＮＡＧＥＥＤ デジタル版教材」と
いう名称のサービス （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. 「契約者」 とは、サービス利用規約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける法人、機
関等を意味します。
3. 「利用ユーザー」 とは、本サービスを利用するユーザーとして契約者が設定した契約者に
所属する教職員及び生徒を意味します。利用ユーザー数は、利用申込書に記載されるとおり
とします。
第３条（利用料金）

契約者は、本サービスを利用するにあたり、利用申込書に記載される料金を、当社が指定する方法
により支払うものとします。当社は利用申込書に記載された支払方法を尊重するが、当社が指定す
る支払方法はこれに拘束されないものとします。

第４条（本サービスの提供）
1. 申込者は、本規約の内容を承諾の上、当社が定める方法により、本サービス利用の申し込み
を行うものとします。本サービス利用契約は、当社が当社所定の手続きによって申し込みを
承諾したときに成立します。本規約は、本サービス利用契約の一部を構成します。
2. 当社は、前項の規定に関わらず、次の場合には、申込者による申し込みを承諾しない、ある
いは承諾を留保することがあります。
①
申込者が実在しない場合
②
当社所定の利用申込書に虚偽の記載または記入漏れがある場合
③
申込者が過去に本サービスの代金支払いを遅延し、または不正に免れようとしたこと
がある場合
④
不適切又は不正な目的（利用ユーザーとして申告があった者以外の者に利用させるこ
とや、当社のノウハウの商業利用を含むが、これに限られない。）に基づき本サービ
スを利用するおそれがあると当社が判断する場合
⑤
申込者またはその代表者、役員において、反社会的勢力（暴力団、暴力団員等をい
う。）に該当するときまたはそのおそれがあるとき
⑥
その他当社が不適当と判断する相当の理由がある場合

3. 前項に従い、当社が申込者による申し込みを承諾せず、あるいは承諾を留保する場合は、そ
の旨を契約者に通知します。ただし、当社は、承諾をしなかったことあるいは承諾を留保し
たことによる責任は負いません。
第５条（本サービスの開始日）
本サービスの開始日は、本サービス開設通知書若しくはインターネットメール及びＷＥＢ上での通
知に記載される日とします。但し、本サービスの開始日は、本サービス利用契約の契約期間開始日
又は同日から相当期間内に設定されるものとします。
第６条（契約期間）
1.
本サービス利用契約の契約期間は、利用申込書の記載のとおりとします。契約期間中に本
サービスの利用を中止し、又は、本サービス利用契約を解約した場合でも、契約者は、契
約期間中の利用料金を全額支払う義務を負い、また、当社は、契約者が支払った利用料金
の払い戻しは行いません。
2.
契約者は、前項に定める契約期間に限り、当社から発行されたユーザーＩＤおよびパスワ
ードを入力して本サービスにログインできるものとし、契約期間満了後３ヶ月が経過した
場合には、当該契約者のアカウント情報は削除されるものとします。
第７条（ユーザーＩＤ及びパスワードの管理）
1. 契約者は、当社から発行されたユーザーＩＤおよびパスワード管理について一切の責任を負
うものとします。
2. 契約者は、利用ユーザー以外の第三者によりユーザーＩＤが不正に利用されたことが発覚し
た場合には、直ちに当社に報告するものとします。
3. 契約者は、その故意又は過失を問わず、当社から発行されたユーザーＩＤおよびパスワード
を利用ユーザー以外の第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更等をしてはならない
ものとします。
第８条（ユーザーＩＤの追加・削除）
1. 契約者には、利用申込書記載の利用ユーザー数に応じたユーザーＩＤが付与されるものとし
ます。
2. 契約者は、当社が定める方法によって申し込むことにより、利用ユーザーを追加することが
できます。その場合における申し込み手続き等については、第４条を準用します。
3. 当社が前項の申込みを承諾したときは、契約者は、追加後の利用ユーザー数に基づく利用料
金を当社が指定する方法により支払うものとします。
第９条（情報の取扱い等）
1. 契約者は、契約者及び利用ユーザー（両者を合わせて、以下「契約者ら」といいます。）が
本サービスの利用に関連して入力、提供または伝送する個人情報その他一切の情報等（経
歴、学習歴、本サービスを利用した課題の回答内容等を含むがこれに限らない。以下「利用
者情報」といいます。）に関する一切の責任を負うものとします。
2. 契約者は、利用者情報については、自らバックアップを取るものとし、当社は情報等の滅失
等について一切の責任を負わないものとします。
3.
当社は、本サービスを提供するための設備等の故障等により、利用者情報その他の契約
者が利用する情報が滅失した場合においても、当該情報を復元する義務を負いません。

4.

5.
6.
7.
8.
9.

当社は、契約者らの端末・通信機器の障害、誤操作等による情報の滅失からの復旧を目
的として、利用者情報を保存するための機能を提供します。ただし、すべての情報が当
該機能によって保存、復元されることを保証するものではありません。なお、当該機能
による情報の復元は有償とします。
本サービスを通じて当社が取得したすべての情報は、当社に帰属します。但し、利用者
情報の著作権については、第１２条第２項の定めるところによります。
契約者は、当該ＩＤおよびパスワードなどが第三者によって不正に使用されたことが判
明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
当社は利用者情報につき、何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
契約者は、利用者情報に関する紛争、または自ら使用するドメイン名に関する紛争等に
ついて自らの責任と負担において解決するものとし、当社は当該紛争について一切の責
任を負わないものとします。
裁判官の発する令状により、利用者情報を開示するよう求められた場合、当社は契約者
らの承諾なく当該情報の全部または一部を開示いたします。

第１０条（禁止事項）
1. 契約者ら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または該当す
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、当社の役職員、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、信用、その他の権利のまたは利益を侵害する行為
(5) 当社が本サービスに基づき提供する教材等を複製する行為、並びに、複製した教材等を他人
に販売・贈与・交換する等、他人に譲渡する行為及び他人に貸与する行為（有償・無償を問
わない）
(6) 当社が本サービスに基づき提供する教材等を複製・抜粋して類似の教材等を作成する行為
(7) 当社が本サービスに基づき提供する教材等を第三者に開示する行為
(8) 当社が本サービスに基づき提供する教材等を、契約者が運営する教育施設における事業の実
施以外の目的で利用する行為
(9) 一つのユーザーアカウントを複数人で共有して利用する行為
(10)
本サービスを利用ユーザー以外の第三者に対して利用させる行為
(11)
利用申込書記載の利用ユーザー数を超えて本サービスを利用する行為
(12)
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
(13)
本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
(14)
当社のネットワークまたはシステム等に不正にアクセスし、または不正なアクセスを
試みる行為
(15)
第三者に成りすます行為
(16)
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
(17)
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
(18)
本サービスの他の利用者の情報の収集
(19)
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
(20)
当社ウェブサイト上で掲載する本サービス利用に関するルールに抵触する行為

(21)
反社会的勢力等への利益供与
(22)
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
(23)
その他、当社が不適切と判断する行為
2. 当社は、契約者らが前項各号に違反したときは、契約者に対して、その損害賠償として金

500 万円（但し、同金額以上の損害が生じた場合には、当該損害額）を請求することがで
きるものとします。

第１１条（利用方法等）
1. 本サービスは、ＰＣ、タブレット等端末機器を利用して当社のコンテンツを用いて授業を実
施することを目的として提供されるものです。契約者らは、本サービスを利用するために必
要な通信機器、通信回線その他全ての機器設備及び電気通信サービスを、自己の費用および
責任を持って用意し、設置します。
2. 契約者による本サービスの利用は、端末機器から当社指定のＵＲＬへ接続することにより行
うものとし、端末機器用のアプリケーションを除き、本サービスを構成するソフトウェア自
体をダウンロードしたり、コピーしたりする等の方法により本サービスを構成するソフトウ
ェアを入手することはできません。
3. 契約者は利用ユーザーに対しても本規約の内容を遵守させ、善良なる管理者の注意と義務を
もってこれを管理するものとします。利用ユーザーによる本規約に違反した本サービスの利
用その他不適切な行為により生じた紛争ないし損害等については、契約者が責任を負うもの
とします。
4. 契約者は、利用ユーザーによる、他人のプライバシー等を侵害する情報、他人の名誉、信用
を毀損し、または誹謗中傷する情報、性別、民族、人種等による差別を助長する情報、およ
びそのおそれのある情報を配信しないよう管理します。
第１２条（知的財産権）
1. 本サービスの実施環境を構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続、文
書、図面、ドキュメント、商標、商号等に関する所有権、著作権をはじめとするその他一切
の知的財産権 （以下「知的財産権等」といいます。） は、全て当社またはそのライセンサ
ーに帰属します。契約者は、本サービス利用契約に基づいて、本サービスを利用することが
できますが、提供される本サービスに関する知的財産権等を取得するものではありません。
2. 前項にかかわらず、利用者情報の著作権は、契約者らに属するものとします。但し、当社
は、本サービスの有用性の向上、改善、メンテナンス等本サービスの提供に必要な限度で、
利用者情報の全部又は一部を閲覧し、データ解析のために使用することができ、その限度で
契約者らは、これを許諾し、また、著作者人格権を行使しないものとします。また、利用者
情報に基づき、当社が個人を特定できない形での統計的な情報等に加工した情報、データ等
の権利は、当社に属するものとします。
第１３条（契約の解除）

1. 当社は、契約者らが、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、利用者情報を削除しもしくは当該契約者らについて本サービスの利用を一
時的に停止し、または契約者としての登録を抹消、もしくは本サービス利用契約を解除する
ことができます。
(1) 本規約に定める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) 契約者が当社に対する支払いを期日までに行わなかったとき

(4) 本サービスの提供に著しい支障を及ぼすと認められる事情が生じたとき
(5) 契約者らが第三者に対して迷惑行為を行ったとき、若しくは第三者から当社に対して契約者
らによる迷惑行為に関する抗議があったとき

(6) 契約者が支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社
更生手続開始、特別清算開始も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

(7) 当社からの問いあ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
(8) 第４条第２項各号に該当する場合
(9) その他、当社が本サービスの利用、契約者としての登録、または本サービス利用契約の継続
を適当でないと判断した場合

2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、契約者は、当社に対して負っている債務の一切
について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければな
りません。

3. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者らに生じた損害について一切の責任を
負いません。

第１４条（損害賠償）
当社は、契約者らが本規約に定めるいずれかの条項に違反し損害を被ったときは、契約者に対し
て、その損害賠償を請求することができるものとします。なお、契約者らが第１０条第１項に違反
した場合には、同条第２項によるものとし、その他、本規約で別段の定めがある場合には当該条項
によるものとします。
第１５条（本サービスの内容の変更、終了、停止、中断等）
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。当社が本サービスの提供を終了する場合、当社は契約者に事前に通知するものとしま
す。
2. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、契約者ら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
本サービスのメンテナンス等のため当社が停止または中断を必要と判断した場合
②
本サービスを提供するための設備等が故障等した場合
③
地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などにより本サービスの提供ができなく
なった場合
④
上記各号のほか、当社が停止または中断を必要と判断した場合
3. 当社は、前二項に基づき当社が行った措置により契約者らに生じた損害について一切の責任
を負いません。
第１６条（保証の否認及び免責）

1. 当社は、本サービスが契約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、契約者による本サービスの利用が契約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、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. 当社は、当社が本サービスを提供することを目的に利用する第三者が提供するサービスに起

因する本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能、変更等により、利用者情報が滅失
し、これにより契約者らが損害を被った場合でも、一切の責任を負わないものとします。万

が一、当社が責任を負う場合であっても、当社は、契約者らが被った損害につき、過去３ヶ
月間に契約者が当社に支払った対価の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、ま
た、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。 当社の責めに帰すべき事由によらず、利用者情報
が外部に漏えいした場合には、当社は一切責任を負いません。

3. 本サービスまたは当社ウェブサイトに関連して契約者らと他の契約者らまたは第三者との間
において生じた取引、連絡、紛争等については、当社は一切責任を負いません。

4. 本サービス利用において計測するウェブサイトの動作の遅延や他プログラムとの衝突による
エラーが発生したとしても、当社は一切責任を負いません。動作確認を行った上でご利用下
さい。

第１７条（通信事業者及び接続業者）
契約者は、本サービスを利用するために任意の通信事業者ならびにインターネット接続業者と契約
するものとし、当社は、通信事業者もしくは接続業者の責めに帰すべき事由で本サービスの提供が
妨げられたとしても、一切その責任を負いません。
第１８条（機密情報保持）
契約者は、本サービスに関連して当社が契約者に対して開示する情報の一切を機密情報として取扱
い、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者へ開示又は提供してはならないものと
します。
第１９条（利用者情報の取扱い）
1. 当社による利用者情報の取扱いについては、本規約及び当社が別途定めるプライバシーポリ
シーに従うものとし、契約者は、当社が本規約及び当該プライバシーポリシーに従って契約
者の利用者情報を取扱うことについて同意するものとします。
2. 当社は、利用者情報を、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
用及び公開または第三者へ提供することができるものとし、契約者らはこれに異議を述べな
いものとします。
3. 当社は、利用者情報を当社が別途定めるプライバシーポリシー記載の目的以外には利用しま
せん。
4. 当社は、利用者情報に基づき、契約者らに対し、当社が契約者らに有用と認める情報や機能
等を提供することがあります。
5. 当社は、利用者情報を、秘密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、次項に基づく契約者
らの選択に基づく場合を除き、第三者に開示または漏洩しないものとします。
6. 契約者らは、当社が設定した限度で、利用者情報を、契約者、利用者ユーザー、第三者のど
の範囲に開示、公開するかを選択することができるものとします。なお、利用者情報を開
示、公開したことにより生じた契約者ら間及び第三者とのトラブル、紛争等の一切の結果に
ついては、契約者らが一切の責任を負うものとします。
7. 第５項にかかわらず、大学・法人その他の第三者の委託を受け、または当社が独自に、利用
者情報を閲覧または使用して、契約者らに対し、本サービスを通じて、大学・法人または当
社が企画する各種イベント、説明会その他の情報を提供することがあります。
第２０条（本規約の変更）
1. 当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本規約を随時変更できるものとします

2. 当社は、前項の変更を行う場合には、１４日以上の予告期間をおいて、変更後の利用規約の

内容を契約者に通知または本サービス上に表示するものとします。ただし、変更が軽微で契
約者に特に不利益にならないと当社が判断した場合は、通知しないものとします。
3. 契約者が本規約の変更に同意できないときは、第１７条の規定にかかわらず、前項の予告期
間中に当社に通知することによって本サービス利用契約を解除することができます。なお、
本規約の変更後、契約者が本サービスを使用した場合には、本規約の変更に承諾したものと
みなします。
第２１条（本サービス利用契約上の地位の譲渡等）
1. 契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本サービス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. 当社が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本サービス
利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに契約者の登録事項その他の顧客情報
（利用者情報を含むがこれに限らない。）を、当該他社に対して譲渡することができるもの
とし、契約者は、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２２条（分離可能性）
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不
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一部が無効また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するものとします。
第２３条（準拠法及び管轄裁判所）
1. 本規約及び本サービス利用契約の準拠法は日本法とします。なお、本サービスにおいて物品
の売買が発生する場合であっても、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用を排除す
ることに合意します。
2. 本規約または本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、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。
以上
2020 年 4 月 1 日制定
2021 年 7 月 12 日改定

