
Energy Learning システム利用規約 

 

第１章 総則 

 

第１条（定義） 

この利用規約（以下、「本規約」といいます。）における主要な用語の定義については、次の各号による

ものとします。 

１．「本サービス」とは、株式会社マックスマウス（以下、「当社」といいます。）が ASPサービスとして

提供する Web研修システム「Energy Learning」および第４項に定める教材提供サービスをいいます。 

２．「契約者」とは、利用規約に同意した上で本サービスを利用するために第７条１項に定める利用申込

書により申込みを行い、当社が当該申込みに対し第８条１項に定める承諾の通知をした法人または

団体をいいます。 

３．「利用者」とは、契約者が本サービスの利用契約に基づいて本サービスを利用させる契約者の役員及

び従業員をいいます。但し、別途当社所定の方法で申込み、当社が事前に承諾した場合は、契約者

の子会社・関連会社の役員及び従業員を利用者に含めることができます。 

４．「教材提供サービス」とは、本サービス用の教材プログラムを当社が提供するサービスをいいます。 

５．「教材作成サービス」とは、当社と契約者との別途の合意により、当社が提供する教材カスタマイズ、

教材入力、教材作成等の教材作成に関するサービスをいいます。 

６．「デザインカスタマイズサービス」とは、当社と契約者との別途の合意により、本サービスのデザイ

ンカスタマイズを行うサービスをいいます。 

 

第２条（利用規約の適用及び変更） 

１．本規約は、全ての契約者に適用されます。本規約に同意いただけない場合、本サービスを利用する

ことはできません。本サービスをお申込みした時点で、本規約の内容に同意したものとみなします。 

２．当社は契約者の事前の承諾なくして本規約を改訂することができ、契約者はこれに同意するものと

します。この場合、当社は、事前にその変更内容を本サービス上での通知、当社ウェブサイトへの

掲載など当社所定の方法で通知するものとし、当該通知の時点で変更後の本規約が適用されるもの

とします。ただし、文言の修正等変更が軽微な場合又は変更内容が契約者に不利益を与えるもので

ない場合には、事前の通知を省略することがあります。 

３．契約者が本規約の変更に同意されない場合、当社は本サービスを提供する義務を負わず、変更後の

規約内容に同意できない契約者は、前項に従った当社による本規約の変更後その利用の前に、本サ

ービスの利用契約の解約をするものとします。利用契約の解約をしない場合、契約者が本サービス

を利用することにより変更後の本規約に同意したものとみなします。 

４．契約者は、自己の責任と費用において、本規約の定めに従い、本サービスを利用者に利用させるこ

とができます。この場合、契約者は、利用者に本規約の内容を遵守させるものとし、利用者による

本規約の違反について、当社に対し一切の責任を負うものとします。なお、当社は、本サービスの

提供その他の責任を、直接、利用者に対して負担するものではありません。 

５．教材作成サービスおよびデザインカスタマイズサービスの利用条件については、別途当社が定める



規約によります。 

 

第３条（サービスの提供） 

１．本サービスの内容は、申込書および当社 Webサイトに定めるものとします。 

２．契約者は、当社が本サービス提供に関する業務の一部を第三者に委任し、または請け負わせること

（以下「再委託」）に本項をもって同意するものとします。 

３．本サービスは、日本国内に事業拠点を有する法人に対して提供するものとします。 

４．当社は、契約者への事前の本サービス上での通知、当社ウェブサイトへの掲載など当社所定の方法

による告知をもって、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止できるものとし、契

約者はこれを承諾するものとします。 

 

第４条（サービスの終了） 

１．当社は、当社の都合及び裁量により何らの補償をすることなく本サービスをいつでも終了すること

ができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。但し、既に当社が受領した未経過期間

分の利用料金がある場合には、これを暦日による日割計算して算定した金額を契約者に返金するも

のとします。 

２．当社が本サービスを終了するときは、契約者に対し、本サービス終了の１ヶ月前までに当社所定の

方法でその旨を通知します。但し、当社所定の方法をとったにもかかわらず、当該通知が到達しな

かった契約者に対しても、本サービスの終了の効果に影響を与えないものとします。 

 

第５条（知的財産権の帰属） 

１．本サービスを提供するためのシステム、ウェブサイト及び本サービスに含まれる著作物に関する一

切の著作権（著作権法第２７条及び第２８条に定める権利を含みます。）及び著作者人格権、並びに

それに含まれるノウハウ等の知的財産（以下、「本知的財産権」といいます。）は、全て当社又は当

社にライセンスを許諾している者に帰属するものとし、契約者および利用者はこれを無断利用する

ことはできません。契約者は、本サービスに関する本知的財産権の帰属を争わず、その全部又は一

部を問わず、自己に帰属する等の主張をしないものとします。 

２．契約者および利用者は、テキスト、文書、様式など、本サービスにおいて当社から提供されるあら

ゆる形のコンテンツの全部又は一部を複製、転載、改変、編集、翻案、翻訳、送信しないものとし

ます。 

 

第６条（設備等） 

１．利用者は、本サービスの利用にあたり必要な通信機器、ソフトウェア、その他周辺設備について、

自己の費用と責任において準備するものとします。 

２．利用者は、本サービスの利用にインターネット接続が必要となる場合には、自己の費用と責任にお

いて行うものとします。 

 

第２章 契約 



 

第７条（利用契約の成立） 

１．契約者となることによって本サービスの提供を受けることを希望する法人（以下、「申込者」といい

ます。）は、当社所定の利用申込書を提出することによって本サービスの利用契約を申し込むものと

します。 

２．当社は、提出書類を確認し、審査の上、当社の裁量によって本サービスの利用を認める場合には、

申込者に対し承諾した旨を当社指定の方法により通知します。当社が申込者に対して当該通知をす

ることによって、申込者と当社の間で利用契約が成立するものとします。 

３．当社は、審査等のために必要と認める場合、上記以外に申込者の印鑑証明書、商業登記簿謄本、そ

の他の書類の提出を求めることができるものとします。 

４．当社は、審査の結果当社の裁量により本サービスの利用を承認しないことがあります。この場合、

当社は申込者にその旨を通知します。申込者はこれに対して不承認の理由の開示を求めたり、異議

を述べることはできません。 

 

第８条（サービス内容の変更） 

１．契約者が、本サービス内容の変更を希望する場合は、当社が別途定める方法により変更を申し込む

ことができるものとします。 

２．前項の申込を承諾した場合は、当社は契約者に対しその旨を通知します。 

３．第１項の申込があった場合に、当社の業務遂行上支障があるときは、当社はその裁量により申込を

承諾しないことがあります。この場合、当社は契約者にその旨を通知します。申込者はこれに対し

て承諾をしない理由の開示を求めたり、異議を述べることはできません。 

 

第９条（契約者情報の変更届出） 

１．契約者は、利用申込書の記載内容に変更が生じた場合には、直ちに、当社指定の届出書により、   

変更内容を届け出るものとします。 

２．前項の届出があったときは、当社は、その届出の内容が事実であることを証明する書類の提出を  

要求することができます。その場合、契約者は速やかに当該書類を当社に提出するものとします。 

３．第１項の届出が当社に届かかなったことにより契約者が被る不利益については、当社は一切責任を

負わないものとします。 

 

第１０条（ＩＤ及びパスワードの発行） 

１．当社は、契約者に対し本サービスを利用するための管理者権限を付与したＩＤ（以下、「管理者ＩＤ」

という。）を発行します。 

２．契約者は、管理者ＩＤを利用して、利用者に対し、申し込んだプランに応じた数量の範囲内で、本

サービスを利用するためのログイン権限を付与した受講者ＩＤ（以下、「受講者ＩＤ」といいます。）

を発行します。ただし、同じＩＤ・パスワードを複数の利用者に使用させることはできないものと

します。契約者が申し込んだプランに定められた数量を超えた受講者ＩＤを発行した場合、契約者

は第１８条第３項に従い、追加利用料金を支払うものとします。 



 

第１１条（ＩＤ及びパスワードの管理） 

１．契約者及び利用者は、ＩＤ及びパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により、

当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとします。契約者は

利用者のＩＤの利用について一切の責任を負うものとします。 

２．契約者は、ＩＤの不正使用に起因する自ら、当社または第三者において発生するすべての損害につ

いて責任を負うものとします。 

３．ＩＤ及びパスワード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、契約者は、直ちに当

社にその旨を通報しなければならないものとします。 

４．当社は、ＩＤ及びパスワードの漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害についても、契約者ま

たは利用者の故意・過失の有無にかかわらず一切責任を負わないものとします。 

 

第１２条（権利の譲渡等の制限） 

契約者は、利用契約に基づく本サービスの提供を受ける権利、同契約に基づく義務その他利用契約

上の地位を、その全部又は一部をとわず、当社の書面による事前の承認なく、他に譲渡、貸与、質

入れ等の行為をすることはできないものとします。 

 

第１３条（契約者による利用契約の解除） 

契約者は、利用契約を解除しようとするときは、解除月の前月末日までに解除の旨及び解除するサ

ービスなどを当社所定の書面にて当社に通知することで解除月の月末をもって利用契約を解除する

ことができます。 

 

第１４条（当社による利用契約の解除） 

１．当社は、契約者に次に掲げる事由があるとき、何らの催告なく、直ちに利用契約を解除することが

できるものとします。 

（１） 監督官庁により営業取消、停止等の処分を受けたとき 

（２） 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または民事再生手続の開始、

会社更生手続の開始、破産手続開始、もしくは特別清算開始の申立をした場合あるいはこれら

の申立を受けた場合、あるいは解散決議をしたとき 

（３） 自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に

至ったとき 

（４） その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき 

（５） 本規約に違反する行為を行ったとき 

２．前項の規定により本サービスに係る利用契約が解除された場合でも、既に支払われた本サービス利

用料は返金いたしません。 

３．本条の規定により本サービスに係る利用契約が解除された場合、契約者は当社に対して負担する一

切の債務につき期限の利益を喪失し、直ちに債務を履行しなければならないものとします。 

４．本条による解除は当社の契約者に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。 



 

第３章 契約者の義務 

 

第１５条（禁止行為） 

契約者は、本サービスの利用にあたり、故意又は過失の有無にかかわらず、自ら又は第三者を利用

して、以下の行為を行ってはならないものとします。 

（１） 当社あるいは第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、またはその

おそれのある行為 

（２） 当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある

行為 

（３） 本サービスを本規約で認められた利用者以外の者に使用させる行為 

（４） 本サービスを他人に利用させて、営業を行わせる行為 

（５） 法令に違反する行為 

（６） 当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある

行為 

（７） 当社の本サービスの提供を妨害する行為、またはそのおそれのある行為 

（８） 第三者の本サービスの利用に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する 

行為、またはそのおそれのある行為 

（９） 発行されたユーザーID 及びパスワードを、本規約で認められた利用者以外の第三者に入力させ

て本サービスを利用させる行為 

（10） 本サービスのコンテンツ等の一部又は全部を複製、編集、公開、放送、公衆送信、送信可能化、

出版、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載又は再利用する行為 

（11） コンピュータウィルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プロ

グラムを本サービスを利用して使用し、または、第三者に提供する行為、あるいはそのおそれ

のある行為 

（12） 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、

もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為 

（13） 当社または第三者の名誉感情、社会的信用を毀損し、もしくは当社または第三者に不利益をも

たらす行為 

（14） 他人の法的利益を侵害し、または、公序良俗に反する方法、結果あるいは態様において本サー

ビスを利用する行為 

（15） 性風俗、宗教、政治に関する活動。 

（16） 当社に対して虚偽の申告、届出を行う行為 

（17） 本規約に違反する行為 

（18） その他、当社が不適切と判断する行為 

 

第４章 提供の一旦停止及び提供中止 

 



第１６条（提供停止） 

１．当社は、以下の各号に該当する場合には、契約者及び利用者に事前に連絡することなく、本サービ

スの全部又は一部の提供を停止又は中断する場合があります。 

（１） 本サービスにかかるシステムの保守を定期的又は緊急に行う場合 

（２） 本サービスにかかるシステムに予想外の技術的問題が生じた場合 

（３） 火災、停電、事故、通信障害などにより本サービスの提供ができなくなった場合 

（４） 地震、噴火、洪水、津波などの天災により本サービスの提供ができなくなった場合 

（５） 戦争、テロ活動、変乱、暴動、騒乱、労働争議などにより本サービスの提供ができなくなった

場合 

（６） その他、運用上又は技術上、当社が本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断する必要

があると判断した場合 

２．当社は、本条に基づき当社が行った措置により、契約者、利用者又は第三者が被った損害について、

一切責任を負わないものとします。 

 

第１７条（提供中止） 

１．当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告なしに本サービスの提供を中

止することができるものとします。 

（１） 利用契約上の債務の履行を怠ったとき 

（２） 第１５条（禁止行為）の規定に違反したとき 

（３） その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断するとき 

２．契約者が前項各号に該当する行為を行っているか、またはその合理的な疑いがあると判断される場

合、当社は、事前の通知なく本サービスの全部もしくは一部の利用を中止し、あるいは中止のため

に必要な措置を取ることができるものとします。 

３．前２項の措置により契約者または第三者が不利益を被ったとしても、いずれも当社は一切の責任を

負わないものとします。 

 

第５章 料金等 

 

第１８条（料金等） 

１．本サービス利用料金は、別途当社が定めるとおりとします。ただし、当社は、契約者等の承諾を得

ることなく、料金等の体系及び支払方法等を随時変更することがあります。 

２．契約者による本サービスの利用は、本規約に定める解除申し出のない限り自動継続するものとしま

す。 

３．サービス変更により、利用料金の変更があった場合、変更があった月の利用料金の差額は翌々月の

利用料金の請求時に清算して請求するものとします。 

 

第１９条（料金等の支払義務） 

１．契約者は、前条の料金の支払義務を負うものとします。当該支払にかかる手数料については、すべ



て契約者が負担するものとします。 

２．第１６条（提供停止）、第１７条（提供中止）の規定に基づき本サービスの提供がなされなかった場

合であっても本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱

うものとします。 

 

第２０条（料金等の支払方法） 

契約者は、本サービス利用料に消費税を付加して、利用申込書記載の支払期日までに当社が指定す

る銀行口座へ現金振込により支払うものとします。当該支払にかかる手数料については、契約者が

負担するものとします。 

 

第２１条（延滞料金） 

契約者は、支払期日を過ぎても本サービス利用料を支払わない場合、支払期日の翌日から支払日の

前日までの日数について、年１４．６%の割合による金員を、延滞料金として、当社が指定する期日

までに当社指定の方法で支払うものとします。 

 

第６章 責任 

 

第２２条（責任） 

１．契約者は、本サービスの利用に伴い、他者（国内外を問わない）に対して損害を与えた場合、他者

からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が

本サービスの利用に伴い、他者から損害を受けた場合、または他者に対し、クレームを通知する場

合においても同様とします。 

２．当社は、契約者が故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者にこの損害の賠償を

請求することができるものとします。 

 

第２３条（免責） 

１．当社は、本サービスの利用に関して発生した契約者の損害（第三者との間で生じたトラブルに起因

する損害を含みます。）について、その発生原因または請求原因の如何によらず、一切の賠償の責任

を負わないものとします。 

２．利用環境の技術仕様に追加、変更等が生じた場合には、当社はこれに対応するために、本サービス

の修正を行う場合がありますが、その完了時期については一切保証しないものとします。また、そ

の間、本サービスが正常に利用できない場合があることを契約者はあらかじめ了承するものとし、

その間の補償その他の請求はできないものとします。 

３．前項に定めるもののほか、当社は、本サービスの仕様、品質、性能等について、その完全性、正確

性、確実性、有用性、適法性、間断なき連続提供性、契約者の特定目的への適合性、商業性、市場

性等を保証するものではないことを契約者は承諾するものとします。 

４．万一本サービスに関して当社が契約者に損害賠償責任を負担する場合であっても、請求の原因を問

わずその賠償額の上限は、本サービス利用料の月額を上限とします。 



 

第２４条（個人情報の取扱） 

１．当社は、契約者が本サービスの申し込みにより当社に開示した個人情報について、個人情報保護法

及び当社規定のプライバシーポリシー（当社ウェブサイトに掲載）に従い、責任をもって適切に取

り扱うものとします。契約者は、本サービスの申し込みにより、これに同意するものとみなすもの

とします。 

２．契約者は本サービスの利用に伴う利用者の個人情報の取扱いについて、個人情報保護法に従い本サ

ービスの利用に関わる本人の同意を取得するものとします。 

 

第７章 雑則 

 

第２５条（反社会的勢力の排除） 

１．当社は契約者が次の各号の一に該当した場合、催告及び自己の債務の履行を提供しないで、直ちに

本サービスの全部または一部を解除することができるものとします。なおこの場合、当社は、解除

とともに、契約者に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。 

（１） 契約者、契約者の役員もしくはその経営を実質的に支配する者または従業員等（以下「役員等」

という）が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、

特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という）である、または反社

会的勢力であった場合 

（２） 契約者、契約者の役員等が反社会的勢力に対し、資金もしくは役務提供等をしている場合また

は反社会的勢力と何らかの取引をしている場合 

（３） 前各号に掲げる場合のほか、契約者、契約者の役員等が反社会的勢力と何らかの関係を持って

いる場合 

（４） 契約者、契約者の役員等が、自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅

迫、恐喝、威圧等の暴力的行為または詐欺的手法等を用いて不当な要求行為等を行った場合 

（５） 契約者が、当社から求められた反社会的勢力でないことに関する調査等に協力せず、資料等を

提出しない場合 

２．契約者は次の各号について表明し、保証するものとします。 

（１） 自らが反社会的勢力でないこと。 

（２） 自らが反社会的勢力でなかったこと。 

（３） 反社会的勢力を利用しないこと。 

（４） 役員等が反社会的勢力でないこと、ならびに反社会的勢力と交際がないこと。 

（５） 自らの財務及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、ならびに反社会的

勢力と交際がないこと。 

３．当社が第１項の規定により本サービスを解除した場合、契約者に損害が生じても、当社は賠償責任

を負わないものとします。 

 

第２６条（機密情報） 



１．当社および契約者（以下、本条において「受領者」という。）は、相手方（以下、本条において「開

示者」という。）に対する事前の書面による同意なくして、本サービスの利用に関して知り得た開示

者の組織上、技術上、営業上その他業務上の情報（個人情報、顧客情報等の第三者情報を含む）で

あって、情報の性質上当社において機密として取り扱われている情報（以下「機密情報」）につき、

第三者に開示、漏洩しないものとします。 

ただし、官公庁、裁判あるいはその他の法的強制により開示することを強制された場合には、必要

最小限の範囲内で開示することができるものとします。この場合、契約者は、直ちに開示の事実を

当社へ通知するものとします。 

２．受領者は、前項の規定を遵守すべく、本サービス利用のためにのみ使用し、善良なる管理者の注意

のもとで機密情報を管理するものとします。 

３．本条は、期間中のみならず、本サービス利用終了後もなお３年間効力を有するものとします。 

４．第１項の規定にかかわらず、下記のいずれか一つにでも該当する情報（但し、個人情報は除くもの

とする）で書面にて立証できるものには適用されないものとします。 

（１） 受領者の故意または過失によらないで公知となっていた情報あるいは開示後に公知となった 

情報。 

（２） 開示者の開示より前から受領者が適法に知得していた情報。 

（３） 受領者が第三者から機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報。 

（４） 受領者が独自に開発した情報。 

（５） 開示するについて事前に開示者の書面による同意を得た情報。 

５．開示者による機密情報の開示または提供は、受領者から契約者に対する著作権または工業所有権等

の知的財産権の譲渡または実施許諾を伴うものではなく、本契約に記載するところ以外には契約者

に何らの権利移転、権利付与あるいは権利設定を行ったものではないものとします。受領者は機密

情報について開示者がその客観性及び正確性等について保証しているものではないことを確認した

ものとします。 

６．契約者は、契約者が本サービスを利用していることに関して、当社のウェブサイト・営業資料等に

本サービスの実績例として掲載その他の利用をすることにあらかじめ同意するものとします。 

 

第２７条（残存条項） 

  利用規約の条項は相互に独立し、分離可能な性質を有するものとします。利用規約の条項中、約定、

合意その他契約条項の一部が裁判所の判決又は法令等により無効、取消あるいは強制力なしと判断

された場合であっても、他の条項については何らの影響はなく、それらのみで有効かつ法的強制力

を持って存続するものとします。 

 

第２８条（完全合意） 

  利用規約は、本サービスの利用に関する当事者間の完全な合意を構成するものであり、当事者間で

存在しているこれに先立つ一切の合意に優先するものとします。 

 

第２９条（協議） 



本規約に定めのない事項、または規約の状況に解釈上の疑義が生じた場合には、当社と契約者との

間で、信義誠実の原則に従い、協議の上処理するものとします。 

 

第３０条（準拠法） 

  本規約に関する準拠法は、日本法とします。 

 

第３１条（管轄裁判所） 

契約者と当社間で、本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず東京

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 

 

制定 平成２７年８月１日 


