テックパークオンライン利用規約
この規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社グルーヴノーツ （以下「当社」と
いいます。）が提供するオンライン教育コンテンツ提供サービス「テックパークオンライ
ン」の利用に関し、当社とユーザー（第1条第1項に定義します。）の間の権利義務の関係
を定めます。本規約は、ユーザーが「テックパークオンライン」を利用するにあたり、当社
が本件ウェブサイトに掲載する契約条件と併せて、当社とユーザーの間の契約の内容となり
ます。
第１条（定義）
本規約において、次の各項に定める語の意義は、それぞれ各項に定めるとおりとします。
１ ユーザー
当社と本件コンテンツ利用契約（第５項に定義します。）を締結した者または当社と本件コ
ンテンツ利用契約の締結を検討している者をいいます。
２ 本件サービス
当社が提供するオンライン教育コンテンツ提供サービス「テックパークオンライン」をいい
ます。
３ 本件ウェブサイト
当社がテックパークオンラインに関する情報を提供するため一般に公開するウェブサイトを
いいます。
４ 本件コンテンツ
当社が本件サービスにおいて提供するコンテンツをいいます。
５ 本件コンテンツ利用契約
本規約に基づき当社とユーザーの間で成立する契約をいいます。
６ コンテンツ別契約条件
本件コンテンツごとに定める本件コンテンツ利用契約の内容となる契約条件（本件コンテン
ツの内容、価格、提供スケジュール、当社が本件コンテンツの提供のために利用する第三者
のプラットフォームその他の事項を含みますが、これらに限られません。）をいいます。
７ 本件サービス利用料
ユーザーが本件サービスの利用の対価として当社に対して支払う金銭をいいます。
第２条（本規約の適用）
本規約は、ユーザーが本件サービスを利用することに関して当社と締結するいっさいの契約
に適用され、当社とユーザーの間の合意の内容となります。
第３条（本件サービス）
１ 当社は、本件サービスとして、ユーザーに対し、オンラインで行う教育コンテンツ（以
下「本件コンテンツ」といいます。）を提供します。
２ ユーザーは、本件コンテンツの利用の対価として、当社に対し、本件サービス利用料を
支払います。
第４条（コンテンツ別契約条件）
１ 当社は、コンテンツ別契約条件を、本件コンテンツの購入の申込みを行うことのできる
本件ウェブサイト上のウェブページに掲載します。

２ 当社とユーザーの間で本件コンテンツ利用契約が成立したときは、その目的たる本件コ
ンテンツに関するコンテンツ別契約条件は、本規約と併せて、本件コンテンツ利用契約の内
容となるものとします。
第５条（本件コンテンツ利用契約の成立）
１ 当社は、本件ウェブサイトに、ユーザーが利用できる本件コンテンツを掲載します。
２ ユーザーは、本件コンテンツの利用を希望するときは、本件ウェブサイトを通じて、当
社の定める方法により本件コンテンツの利用の申込みを行うものとします。
３ ユーザーは、本規約に同意しなければ、前項の申込みを行うことはできません。ユー
ザーが前項の申込みを行ったときは、ユーザーが本規約に同意したものとみなします。
４ 当社は、第２項の申込みを受領したときは、ユーザーに対し、すみやかに申込みの承諾
または拒絶を通知します。
５ 当社が前項に基づき承諾の通知をしたときは、その通知がユーザーに到達した時点を
もって、当社とユーザーの間に、本規約およびコンテンツ別契約条件を内容とする本件コン
テンツ利用契約が成立するものとします。
６ 当社は、ユーザーからの申込みを承諾する義務を負いません。当社は、当社の裁量によ
り、ユーザーからの申込みを拒絶することができるものとします。
第６条（本件コンテンツを利用できない者）
１ 次の各号に掲げる者は、本件コンテンツの利用を申し込むことができません。
(1) 未成年
(2) 法人
(3) 第２３条第１項第１号に定める反社会的勢力に該当する者、および反社会的勢力に該当
しなくなってから5年を経過しない者
(4) その他本サービスを利用することが適切でないと当社が当社の裁量によって判断した者
２ 当社は、本件コンテンツ利用契約の成立後に、ユーザーが前項各号に該当したときまた
は前項各号に該当することが判明したときは、何らの催告を要することなく、本件コンテン
ツ利用契約を解除することができるものとします。
第７条（本件サービス利用料の支払い）
１ ユーザーは、本件コンテンツ利用契約の定めに基づき、当社に対し、本件サービス利用
料およびこれに対する消費税相当額の合計額を支払うものとします。
２ 本件サービス利用料の金額は、コンテンツ別契約条件として本件コンテンツ利用契約に
おいて定めます。
３ 本件サービス利用料の支払期限は、本件コンテンツ利用契約が成立した時から当該本件
コンテンツ利用契約の目的である本件コンテンツの提供が開始される時までの期間において
当社が定めるものとします。
４ 本件コンテンツの支払の方法は、当社が定め、本件コンテンツ利用契約の締結の成立
後、すみやかにユーザーに通知します。
５ 前二項について当社が定めないときは、ユーザーは、当社に対し、本件サービス利用料
およびこれに対する消費税相当額の合計額を、本件コンテンツの提供が開始される日の前日
までに、当社の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとします。
６ 支払いにかかる費用は、ユーザーの負担とします。
７ ユーザーが本条の規定に基づき本件サービス利用料を支払わないときは、当社は、何ら
の催告をすることなく、本件コンテンツ利用契約を解除することができるものとします。

第８条（本件コンテンツの提供）
１ 当社は、本件コンテンツ利用契約に基づき、ユーザーに対し、オンラインの方法によっ
て本件コンテンツを提供します。
２ 本件コンテンツの視聴または利用の方法は、当社が定めます。
３ 当社は、ユーザーに対して本件コンテンツを提供するために、第三者が提供するプラッ
トフォームを利用することがあります。当社は、第三者が提供するプラットフォームを利用
するときは、あらかじめユーザーに対してその旨を通知します。
４ 当社がユーザーに対する本件コンテンツの提供のために第三者が提供するプラット
フォームを利用する場合において、ユーザーが当該プラットフォームを利用するために当該
第三者の定める規約に同意しまたはその他の合意を締結する必要があるときは、ユーザー
は、当該第三者の定める規約に同意しまたはその他の合意を締結するものとします。ユー
ザーがこれを行わないときは、当社は、ユーザーに対して本件コンテンツを提供する義務を
負わないものとします。
５ 前項の場合においては、当社は、何らの催告を要することなく、ユーザーとの本件コン
テンツ利用契約を解除することができるものとします。
第９条（ユーザーが準備する事項等）
１ ユーザーは、本サービスを利用するために必要となる次の各号に掲げる事項または物
を、自己の費用および責任において調達し使用するものとします。
(1) パソコンその他のハードウェア
(2) オペレーティングシステムまたはウェブブラウザその他のソフトウェア
(3) インターネット回線その他の電気通信回線
(4) 当社が本件コンテンツの提供のために利用する第三者が提供するプラットフォームのア
カウントまたは利用権限
(5) その他本件サービスを利用するためにユーザーにおいて調達すべき機器その他の物また
は事項
２ 当社は、前項各号に掲げる事項または物の不具合または不充足によってユーザーが本
サービスを利用できなかったときは、ユーザーに対し、何らの責任も負わないものとしま
す。
第１０条（本件コンテンツの不提供）
１ 当社が本サービスの利用に供するコンピュータ、ソフトウェアおよび第三者が提供する
プラットフォームの動作不良または不具合によって当社がコンテンツ別契約条件に定めるス
ケジュールのとおりに本件コンテンツを提供できなかったとき（ただし、本件コンテンツの
一部のみが提供できなかった場合であって、本件コンテンツのうち提供できた部分のみに
よって本件コンテンツの提供の目的を達することができた場合を除きます。）は、当社は、
その提供できなかったコンテンツを、別の日時または方法によって再提供するものとしま
す。
２ 前項の場合において、当社がコンテンツを再提供することができない場合であって、
ユーザーの責めに帰すべき事由によらずユーザーが本件コンテンツの利用の目的を達成でき
ないときは、ユーザーは、将来に向かって、その本件コンテンツにかかる本件コンテンツ利
用契約を将来に向かって解約し、かつ、当社に対し、本件サービス利用料のうちその解約に
よって利用しないこととなった本件コンテンツの割合に応じた金額の返還を求め、またはそ
の支払を拒絶することができるものとします。

３ 前二項の規定は、第１項の場合における当社のユーザーに対する責任のすべてを定めた
ものとします。
第１１条（中途解約）
本件コンテンツ利用契約が成立したときは、ユーザーは、法令に定める要件を満たす場合を
除き、本件コンテンツ利用契約を解約することはできません。
第１２条（ユーザーの作成した著作物等）
１ ユーザーが本件サービスの利用中にオンラインで作成した文章、画像またはその他の著
作物（オンラインで作成したものを含み、以下「著作物等」といいます。）に関する著作権
は、その作成の時点において、その一切（著作権法第２７条および第２８条に定める権利を
含みます。）が当社に譲渡されるものとします。
２ 当社は、前項に基づき当社にその著作権が帰属した著作物等について、自らその作成を
したユーザーに対し、その利用を許諾します。
３ ユーザーは、第１項の適用を受ける著作物等について、当社および当社が指定する者に
対して、著作者人格権その他の権利の行使を行わないものとします。
４ 当社は、ユーザーが本件サービスの利用に関連して作成した一切の著作物等について
の、確実性、正確性、安全性、有用性、第三者権利侵害の有無および特定目的への適合性、
その他一切の事項について、何らの保証もしません。
第１３条（本件サービスの知的財産権）
１ 本件コンテンツおよび本件サービスを構成する文章、画像、プログラムその他一切の著
作物に関する著作権その他の知的財産権、肖像権およびパブリシティ権その他の権利（以下
「当社等権利」といいます。）は、当社またはそれらの権利を有する第三者に帰属します。
２ ユーザーは、当社が明示的に許諾する場合を除き、当社の承諾を得ることなく、当社等
権利を使用することはできません。
第１４条（ダウンロード、録画、撮影等の禁止）
ユーザーは、当社が明示的に許可する場合を除き、本件サービスで提供されるいかなるコン
テンツおよび著作物（本件コンテンツおよび本件コンテンツの中で使用されるコンテンツま
たは著作物を含みます。）についても、ダウンロード、録画、録音、撮影およびその他の複
製ならびに改変をしてはならないものとします。
第１５条（禁止事項）
１ ユーザーは、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) 本規約または本件コンテンツ利用契約の定めに違反すること
(2) 本件サービスを利用して犯罪行為を行いまたはその準備行為を行うこと
(3) 本件サービスを利用して法令または公序良俗に違反しまたは違反する可能性がある行為
をすること
(4) 差別的な目的で本件サービスを利用すること
(5) 本件サービスにおいて使用されもしくは記載されている当社の商標、製品の表示、著作
権の表示、注意喚起の文言または制限事項の表示等を削除しまたは改変すること
(6) 本件サービスにおいて利用されている著作物の複製、公衆送信、展示、譲渡、貸与、翻
訳、翻案および二次著作物の作成ならびにかかる著作物についてその他の利用または使用を
すること

(7) 本件サービスに関する知的財産権およびノウハウその他の知的財産に関する権利または
利益（営業秘密を含みます。）を侵害すること
(8) 第三者に対し、本件コンテンツ利用契約に基づく権利を移転し、販売し、譲渡しまたは
その他の処分をすること
(9) 本件サービスの機能を提供するサーバまたはプラットフォームに不正アクセスすること
(10) 当社または本件サービスの営業上の信用もしくは名誉を毀損し、またはそれらのおそれ
がある行為をすること
(11) 当社もしくは第三者の権利を侵害し、制限しもしくは妨害しまたはそれらのおそれがあ
る行為をすること
(12) 本件サービスを構成するソフトウェアまたはプログラムを変更、複製、翻案、改変、リ
バースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、解析すること、およびその他これ
らに類似する行為をすること
(13) 本件サービスを利用して、本件サービスに類似する事業またはサービスを開発もしくは
提供すること
(14) 本件サービスまたは本件コンテンツの運営の妨げになるおそれのある行為をすること
(15) 本件サービスのネットワークまたはシステムに過度の負荷をかけるおそれのある行為を
すること
(16) 本件サービスを利用して発明または考案をなすこと、およびこれらについて出願をする
こと
(17) 本件コンテンツの出演者について、個人的に連絡をとり、付きまとい、その他その意思
に反する行為を強要すること
(18) 本件コンテンツの利用中に、本件コンテンツの運営を妨害する行為または言動を行うこ
と
(19) 前各号のほか当社による本件サービスの運営を妨害し、またはそのおそれのある行為を
すること
(20) 前各号に準ずる行為を行うこと
２ ユーザーは、本件サービスの利用において、以下の内容を含む情報をオンラインに送信
してはならないものとします。
(1) 暴力的な表現または残虐な表現
(2) マルウェア、コンピュータウィルスその他の有害なコンピューター・プログラム
(3) わいせつな表現
(4) 差別的な表現
(5) 自殺等を助長する表現
(6) 違法薬物の利用を助長する表現
(7) 他人に不快感を与える表現、または他人を侮辱しもしくは他人の名誉を毀損する表現
(8) 第三者との出会いを目的とする表現
(9) 第三者の権利（人格権、知的財産権その他の一切の権利を含みます。）を侵害する表現
(9) その他、法令または公序良俗に反する表現、または法令または公序良俗に反する行為を
助長する表現
３ ユーザーが前二項各号のいずれかに違反したとき、または違反するおそれがあるとき
は、当社は、ユーザーに対し、その行為の差止めを求めることができるものとします。
４ ユーザーが第１項または第２項各号のいずれかに違反し、これによって第三者に対して
損害を与えたときは、ユーザーは、自らの費用においてその第三者に対して責任を負いかつ
対処するものとし、当社に対して何らの損害を被らせないものとします。

第１６条（免責）
１ 当社は、本件サービスおよび本件コンテンツについて、次の各号に掲げる事項の実現に
向けて合理的な努力をするものとします。ただし、当社は、本件サービスに関し、次の各号
に定める事項を含む一切の事項について、ユーザーに対して何らの法律上の義務を負わず、
かつ、何らの保証をしないものとします。
(1) 常に利用可能であること
(2) コンピュータウィルスその他の脅威に対して脆弱性を有しないこと
(3) ユーザーの使用感が快適であること
(4) バグその他の瑕疵または不具合がないこと
(5) ユーザーの目的に対して有用であること
(6) 第三者の権利を侵害していないこと
２ ユーザーは、自己の判断と責任において本件サービスを利用するものとします。当社
は、ユーザーが本件サービスを利用したこと、または本件サービスを利用できなかったこと
によってユーザーに損害（コンピュータウィルスまたはマルウェアによる被害、停電、サー
バその他の機器の故障、回線の障害または天変地異によって生じた損害、不可効力によって
生じた損害を含みますが、これらに限られません。）が生じた場合であっても、ユーザーに
対して一切の責任を負わないものとします。ただし、その損害が当社の故意または重過失に
よって生じたものである場合を除きます。
３ 当社がユーザーに対して損害賠償責任を負うときは、当社がユーザーに対して支払う損
害賠償の金額は、その損害にかかる本件コンテンツ利用契約に基づきユーザーが当社に支
払ったまたは支払うべき本件サービス利用料の金額を上限とします。ただし、その損害が当
社の故意または重過失によって生じたものである場合を除きます。
第１７条（ユーザーによって第三者に生じた損害等）
ユーザーが、ユーザーによる本件サービスまたは本件コンテンツの利用によって第三者に損
害を生じさせまたは第三者の権利を侵害したとき、またはユーザーと第三者との間に紛争が
生じたときは、ユーザーは、自らの責任と負担においてこれを解決し、当社に損害を被らせ
ないものとします。
第１８条（解約および利用停止等）
１ ユーザーに次の各号のいずれかの事由があるときは、当社は、ユーザに対して何らの催
告をすることなく、本件コンテンツ利用契約を解約することができるものとします。
(1) 本規約または本件コンテンツ利用契約のいずれかの条項に違反したとき（本件サービス
利用料の支払いの遅滞を含みます。）
(2) 本件コンテンツ利用契約の締結の申込みに際して当社に対し虚偽の事実を告知したこと
が判明したとき
(3) 背信的な行為を行ったとき
(4) 仮差押、差押、仮処分、競売、破産手続開始または民事再生手続開始の申立てがあった
とき
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(6) その他当社が本件サービスを提供することが不適当であると判断したとき
２ 前項各号のいずれかの事由があるときは、当社は、ユーザーに対し、本件コンテンツの
利用を一時的に停止すること、およびユーザーが本件コンテンツを利用しないための物理的
な措置を講ずることができるものとします。
３ 当社が第1項の規定に基づき本件コンテンツ利用契約を解約し、または前項の規定に基
づき本件コンテンツの利用を停止しまたは措置を講じた場合において、これらによってユー

ザーに損害が生じたときでも、当社は、ユーザーに対し、損害賠償責任その他の何らの責任
を負わないものとします。
４ 当社が第1項の規定に基づき本件コンテンツ利用契約を解約したときは、当社は、ユー
ザーに対し、すでに受領済みの本件サービス利用料を返金をしないものとします。
第１９条（秘密情報の取扱い）
１ 本規約において「秘密情報」とは、本件コンテンツ利用契約または本サービスもしくは
本件コンテンツの利用に関して一方の当事者（以下「開示者」という。）から他方の当事者
（以下「受領者」という。）対して開示され、または受領者が開示者から知り得た、開示者
の営業または技術に関する一切の情報をいいます。
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に該当しない
ものとします。
(1) 受領者が知得した時点で既に公知であった情報
(2) 受領者が知得した後、受領者の責によらず公知となった情報
(3) 受領者がすでに保有していた情報
(4) 受領者が正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情
報
(5) 受領者が独自に開発した情報
３ 受領者は、秘密情報を本件コンテンツ利用契約に基づく権利の行使または義務の履行の
目的（以下「本件目的」といいます。）のみに使用するものとします。受領者は、秘密情報
を本件目的以外の目的のために使用してはならないものとします。
４ 受領者は、本件目的のために必要な範囲に限り、秘密情報を複製することができるもの
とします。
５ 受領者は、秘密情報を、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
６ 受領者は、秘密情報を、開示者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に開示、提供
または漏えいしてはならないものとします。
７ 前項の規定にかかわらず、受領者は、秘密情報を、本件目的のために知る必要のある自
己の役員および従業員に対して開示することができるものとします。この場合においては、
受領者は、当該役員および従業員に、本条に基づき受領者が負う義務と同等の義務を課さな
ければならないものとします。
８ 第6項の規定にかかわらず、受領者は、秘密情報を、弁護士、公認会計士、税理士その
他法令上守秘義務を負う専門職に対し、その役務の提供を求めるために必要な範囲で開示す
ることができるものとします。
９ 第６項の規定にかかわらず、受領者は、官公庁またはこれに準ずる組織もしくは機関
（以下「官公庁等」という。）から法令の定めに基づく請求を受けたときは、請求を行った
官公庁に対し、その請求に応じるために秘密情報を開示することができる。
本件コンテンツ利用契約が終了したとき、または開示者の指示があったときは、受領者は、
開示者の指示に従って、秘密情報（複製物を含む。）を破棄もしくは削除し、または開示者
に返還するものとします。
１０ 本条の規定は、本件コンテンツ利用契約が終了した日より2年間有効に存続するもの
とする。
第２０条（個人情報の取扱い）
１ 本件コンテンツ利用契約に関連して当社が取得する個人情報（個人情報の保護に関する
法律に定める個人情報をいいます。以下同じ。）の取り扱いは、当社が別に定めるプライバ
シーポリシー（https://www.groovenauts.jp/privacy/）によるものとします。

２ 前項に定めるほか、当社は、本件コンテンツ利用契約に関連して取得した個人情報を、
次の各号に掲げる目的のために利用します。
(1) 本件サービスの利用または本件コンテンツ利用契約に関して当社がユーザーに連絡する
ため
(2) 当社がユーザーに対し当社の商品、サービス、イベントその他の情報を提供するため
(3) 当社の事業または教育の研究に用いるため
(4) マーケティングのための分析に用いるため
第２１条（地位の譲渡等の禁止）
ユーザーは、当社からの書面による事前の同意を得ることなく、本件コンテンツ利用契約に
基づく権利もしくは義務または契約上の地位の全部もしくは一部を、第三者に譲渡もしくは
移転し、これに担保権を設定し、またはその他の方法により処分してはならないものとしま
す。
第２２条（日本国外からの利用の禁止）
ユーザーは、本件サービスを日本国外から利用してはならないものとします。
第２３条（反社会的勢力の排除）
１ ユーザーおよび当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号に掲げる事項を表明し保証す
るものとします。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標
ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはその他これらに準ずる者（以下総称して「反社会的勢
力」という。）に該当せず、過去５年以内にこれに該当したことがなく、かつ、将来にわ
たっても該当しないこと
(2) 自らの役員が反社会的勢力に該当せず、過去５年以内にこれに該当したことがなく、か
つ、将来にわたっても該当しないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させて本件コンテンツ利用契約を締結するものでない
こと
反社会的勢力との間に、自己も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するなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有さ
ず、かつ、将来にわたっても有さないこと
(4) 反社会的勢力との間に、反社会的勢力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さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
(5) 反社会的勢力との間に、役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社
会的に非難されるべき関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
２ ユーザーおよび当社は、それぞれ相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号
の行為を行わないことを表明し保証するものとします。
(1) 脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(2) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀
損する行為
(3) 法的責任を超えた不当な要求行為
３ ユーザーまたは当社の一方が、第1項または第2項の各号に反したときは、その相手方
は、何らの催告を要せずして、本件コンテンツ利用契約およびその他の契約を解除すること
ができるものとします。
第２４条（分離可能性）

本規約または本件コンテンツ利用契約のいずれかの条項が、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である場合であっても、その余の規定は影響を受けず、なお効力を
有するものとします。
第２５条（準拠法と裁判管轄）
１ 本規約および本件コンテンツ利用契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本
国法に準拠するものとします。
２ 本規約、本件コンテンツ利用契約または本件サービスの利用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

