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生徒機能用 ID 

English 4skillsサービス利用規約 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（以下「当社」といいます）は、このEnglish 4skillsサービス

利用規約（以下「本規約」といいます）を定め、これにより本サービス（第 1 条で定義します）を提供します。 

本規約以外に当社が別途本サービスの利用条件を定める場合には、当該利用条件が本規約に優先します。 

第１条（定義） 

本規約における各用語は、以下のとおり定義されるものとします。 

(1) 英語四技能 

英語に関して「読む・聞く・話す・書く」の四つの技能の総称をいいます。 

(2) 本サービス 

当社が、自己の名で、「English 4skills」の名称で提供する英語四技能のトレーニングを目的としたオンライン学

習サービスをいいます。 

(3) 指定アプリ 

本サービスに対応するスマートフォン又はタブレット端末用のアプリケーションソフトウェアをいいます。 

(4) 指定サイト 

本サービスを提供する目的で当社が運営するウェブサイトをいいます。 

(5) 生徒機能用 ID 

本サービスを利用するために必要な ID 及びパスワードをいい、当社が別途指定する方法に従って、本サービス

の利用を希望する者に対して、通知されるものをいいます。 

(6) 本サービス利用契約 

本規約第４条に基づき成立する本サービスの利用にかかる契約をいいます。 

(7) 本サービス契約者 

当社との間で本サービス利用契約を締結したお客さまをいいます。 
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(8) 本サービス利用者 

第４条第３項に従い、本サービス契約者より、本サービスの利用者として指定された者をいいます。 

(9) 本サービス利用料 

本サービスを利用するための料金をいいます。本サービス利用料の詳細については、別途当社が定める方法によ

りお客さまに案内させていただきます。 

(10) 本コンテンツ 

本サービスにおいて、指定アプリ及び指定サイトを通じて提供されるすべての文章（問題文、解説文を含むがこ

れらに限りません）、画像、映像、音声、プログラム等のコンテンツをいいます。 

(11) 契約者登録情報 

本サービスの利用にあたり、指定アプリ上又は指定サイト上で、本サービス契約者が入力した、本サービス契約

者の氏名、メールアドレス及び本サービス利用者の氏名、クラス、出席番号その他本サービス契約者及び本サー

ビス利用者の属性に関する情報をいいます。 

(12) 先生機能用 ID 

第３条に定める団体契約を当社との間で締結した者に対して当社が発行する ID 及びパスワードであり、本サー

ビスの先生機能を利用するためのものをいいます。 

(13) 先生機能用 ID利用者 

先生機能用 IDを入力して本サービスを利用する者をいいます。 

第２条（本サービス） 

本サービスは、本サービス利用者に対し、指定アプリ及び指定サイト上で、以下の機能を提供するサービスです。

各機能の詳細は、当社ホームページ（https://e4skills.com及びその傘下で表示されるウェブサイトをいい、URL

が変更された場合には、当該変更後の URL によって表示されるウェブサイトを含みます。）において、掲載し

ます。なお、指定アプリのダウンロード（バージョンアップ時を含みます）及びダウンロード後の通信、指定サ

イトの利用に伴い発生する通信料は、本サービス利用者の負担となります。 
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(1) 英語四技能トレーニング機能 

指定アプリ及び指定サイト上で表示されるコンテンツを使用して、英語四技能のトレーニングをすることができ

る機能をいいます。 

(2) レベルチェックテスト機能 

指定アプリ及び指定サイト上で表示されるコンテンツを使用して、英語四技能にかかるテストを受験し、受験結

果及びフィードバックを受けることができる機能をいいます。 

なお、本サービス利用者は、１回の受験で、１つの技能につき１セットのレベルチェックテストを、最大四技能

分、受験することができます（例：受験可→リーディング、リスニング、スピーキング、ライティング各１セッ

ト／受験不可→リーディング、リスニング各２セット）。但し、本サービス利用者が、同一技能のレベルチェッ

クテストの受験を希望する場合、本サービス利用者は、当該技能のレベルチェックテストを受験した日から２週

間以上経過しなければ、再度同一技能のレベルチェックテストを受験することすることはできません。 

(3) コミュニケーション機能 

指定アプリ及び指定サイト上で、先生機能用 ID 利用者と文章・写真・動画の交換をする機能を用いて、先生機

能用 ID 利用者と本サービス利用者との間でのメッセージのやり取りや、先生機能用 ID 利用者から出題された

トレーニング問題の閲覧や回答並びに先生機能用 ID 利用者からの解説及び評価の確認をすることができる機能

をいいます。 

(4) 学習履歴機能 

指定アプリ及び指定サイト上で、本サービス利用者自身が、英語四技能トレーニングの取り組み状況、レベルチ

ェックテストの結果その他本サービス上での学習状況、外部試験の実施状況及び受験結果を確認・管理すること

ができる機能をいいます。 

(5) オプション機能 

指定アプリ及び指定サイト上で、英検対策コンテンツその他当社が設定する民間試験対策コンテンツ（団体契約

で定められたものに限られます）を使用することができる機能をいいます。なお、団体契約又は本サービス利用
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契約の内容により、オプション機能を利用するために、本サービス利用料と別にオプション機能利用料の支払い

を要する場合があります。 

第３条（団体契約） 

本サービスの提供は、当社が別途定める「English 4skills 団体契約に関する利用規約」に基づき成立した契約（以

下「団体契約」といいます）に基づき行われるものです。そのため、団体契約が理由の如何を問わず終了した場

合、本サービス利用契約の有効期間中であっても、当社は本サービス契約者及び本サービス利用者に対する本サ

ービスの提供を終了します。 

第４条（本サービス利用契約の成立） 

1.本サービスを利用するためには、お客さまが本条に従い、当社との間で本サービス利用契約を締結する必要が

あります。 

2.本サービスへの申込みを希望するお客さま（以下「申込者」といいます）は、本規約の内容に同意のうえ、指

定アプリ及び指定サイト上において当社所定の方法により、本サービス利用契約の申込みを行うものとします。 

3.申込者は、本サービス利用契約の申込みの際に、本サービス利用者を指定し、当社所定の情報を入力するもの

とします。なお、本サービス契約者が、本サービス利用者として指定できる者は以下の要件を満たす者に限られ

ます。 

(1)本サービス契約者本人又は本サービス契約者の管理下にある者（本サービス契約者が自ら親権者又は未成年後

見人として監護している者や本サービス契約者に所属している者その他それに類する関係にある者をいいます）

であること 

4.当社は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると当社が判断したときは、当該申込者からの申込みを承

諾しない場合があります。 

(1)申込者が個人以外であるとき 

(2)申込みの内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、又はそのおそれがあるとき 

(3)申込者が成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであるとき 
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(4)申込者が未成年者であるとき 

(5)申込者又は申込者が指定する本サービス利用者が第7条（禁止事項）の定めに違反するおそれがあるとき 

(6)申込者又は申込者が指定する本サービス利用者が当社により本サービスの利用を停止され、又は本サービス利

用契約を解約されたことがあるとき 

(7)申込者が本規約に定める本サービス契約者としての義務を遵守しないおそれがあるとき 

(8)申込者が第21条（反社会的勢力の排除）の定めに違反するおそれがあるとき 

5.当社は、第 2 項に基づく申込者からの申込みを受けた場合、申込みの諾否について審査を行います。審査の結

果、本サービス利用契約の申込みを承諾した場合は、申込者の指定アプリ若しくは指定サイト上で当該契約が成

立した旨を表示します。本項により本サービス利用契約の成立が確認可能となった時点で、当該申込者と当社と

の間に本サービス利用契約が成立し、その効力を生じるものとします。 

第５条（本サービスの利用） 

1.本サービス契約者は、本サービス利用契約の定めに従い、本サービス利用者に、自らの責任の下で、本サービ

スを利用させることができるものとします。本サービス契約者は、本サービス利用者以外の者に、本サービスを

利用させてはなりません。 

2.本サービス契約者は、本サービス利用者に対し、本規約第6条、第7条、第9条及び第16条の規定につき十分

に説明し、これらを遵守させるものとします。 

3.当社は、本サービスの利用に関する本サービス利用者の行為を全て、本サービス契約者自身の行為とみなすこ

とができるものとします。本サービス利用者が、本条2項に定める各規定に違反した場合、本サービス契約者は

自己の違反行為として、当社に対して責任を負うものとします。 

4.本サービスを利用するためには、動作保証環境に適用した OS（以下「対応 OS」といいます。）が必要です。

対応OSであっても、機種によっては一部の機能を利用できない場合があります。なお、当社は、本サービス利

用者に対して、対応OSを、指定アプリ又は指定サイト上で表示する方法その他当社所定の方法によって、通知

するものとします。 
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5.当社は、生徒機能用 IDを入力し、指定アプリ又は指定サイト上でなされた行為を、すべて本サービス利用者の

行為とみなすことができるものとします。本サービス契約者は、自らの責任のもとで、生徒機能用 ID 及びパス

ワードの管理を行うものとし、当社は、生徒機能用 ID 及びパスワードの第三者による盗用に伴う損害について

責任を負いません。 

第６条（コミュニケーション機能） 

1.本サービスのコミュニケーション機能は、本サービス利用者の英語四技能に関する学習の促進のために提供さ

れるものです。本サービス利用者は上記の目的以外の目的でコミュニケーション機能を利用してはなりません。 

2.本サービス利用者は、次の各号に掲げる内容又はそのおそれのある内容を、指定アプリ及び指定サイト上で、

送信しないものとします。 

(1)他人になりすました内容 

(2)当社の信頼を毀損する内容 

(3)有害なコンピュータプログラム、スパムメール、チェーンレター、ジャンクメール等 

(4)当社又は第三者を誹謗中傷し、名誉を傷つける表現を含む内容 

(5)第三者のプライバシーを侵害する内容 

(6)公職選挙運動、特定の思想・宗教への勧誘、又はそれらに類する内容 

(7)ポルノ小説・写真、性的交渉の勧誘、その他猥褻な内容 

(8)児童や青少年に対し、粗暴性、残虐性又は犯罪を誘発助長し、その健全な育成を阻害する内容 

(9)差別的表現、グロテスクな内容、法令、公序良俗に何する内容 

(10)その他、不適切な内容、表現であると当社が判断する内容 

3.当社は、本サービス利用者がコミュニケーション機能を利用し送信した情報（以下「送信情報」といいます）

を保存する義務を負いません。本サービス利用者は、本サービス利用者自身の責任と負担において送信情報を保

存するものとします。なお、送信情報が当社のサーバ等に保存されている場合であっても、当社は当該送信情報

についてバックアップ等を行う義務や本サービス利用者又は本サービス契約者に対して当該送信情報を提供す
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る義務を負いません。 

4.当社は、次の各号に掲げる場合には、送信情報を第三者に開示することができるものとし、かかる開示に起因

して発生した損害について責任を負いません。 

(1)本サービス契約者が承諾した場合 

(2)本サービスを運営するための設備の技術的不具合の原因を解明し、解消するために必要な場合 

(3)裁判所や警察などの公的機関から、法令に基づく正式な照会を受けた場合 

(4)本規約に違反する行為又はそのおそれのある行為が行われたと当社が判断した場合 

(5)人の生命、身体及び財産などに差し迫った危険があり、緊急の必要性があると当社が判断した場合 

(6)法令に定める開示の要件が充足されたと当社が判断した場合 

(7)その他本サービスを適切に提供するために当社が必要と判断した場合 

第７条（禁止事項） 

1.本サービス契約者及び本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり次の各号に該当する行為又は該当する

おそれのある行為をしてはならないものとします。 

(1)意図的に虚偽の情報又は誤解を招く情報を登録する行為 

(2)本サービスを日本国外で利用する行為 

(3)著作権、商標権、プライバシー権、氏名権、肖像権、名誉等の他人の権利を侵害する行為 

(4)個人や団体を誹謗中傷する行為法令、公序良俗に反する行為、又はそのおそれがある行為 

(5)本サービス利用料その他本サービスの利用を通じて知り得る当社が一般に公開していない情報を、自ら又は第

三者を通じ、手段の直接か間接か否かを問わず、第三者に対して開示する行為及び漏洩する行為 

(6)当社が本サービス上で提供する各種サービスを不正の目的をもって利用する行為 

(7)本サービスの運営を妨げる行為、又は当社の信頼を毀損する行為本規約に違反する行為 

(8)その他当社が不適切・不適当であると判断した行為 

2.前項各号に掲げる行為によって、当社又は第三者に損害が生じた場合、本サービス契約者及び本サービス利用
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者はすべての法的責任を負うものとし、当社及び第三者に損害を与えないものとします。 

3.当社は、本サービス契約者及び本サービス利用者が第 1 項に掲げる行為を行ったと合理的に判断した場合、本

サービス契約者又は本サービス利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の機能の利用停止

等、当社が適切と判断した措置を行うことができるものとします。 

第８条（本サービス利用料） 

本サービス利用料は、団体契約に基づき団体契約に定める契約者により当社に対して支払われるため、本サービ

ス利用者による本サービスの利用につき、追加での支払いは要しません。 

第９条（本サービス利用者の転校等） 

1.本サービス利用者が本サービス利用期間中に他の本サービス契約者から本サービス利用者として指定された場

合、当該本サービス利用者は、従前と同一の生徒機能用 ID を用いて、当該他の本サービス契約者の配下におい

て本サービスの利用を継続することができます。但し、いずれかの本サービス契約者が当該生徒機能用 ID のア

カウントを削除した場合には、この限りではありません。 

2.本サービス利用者が利用することができる本サービスの機能及び本サービスを利用できる期間は、団体契約の

内容に従うものとします。そのため、団体契約の内容により、機能の一部が利用できなくなる場合があるほか、

異なる本サービス契約者の配下において本サービスを継続して利用するには別途当社が定める規約に同意いた

だく必要がある場合があります。 

3.本サービス利用者の転入先が当社と団体契約を締結していない団体である場合、本サービス利用者は、転入後

に本サービスを利用できなくなる場合があります。 

第１０条（非保証） 

1.当社は、本サービスの提供に不具合やエラーや障害が生じないことを保証するものではありません。 

2.当社は、本サービスを通じて提供される情報等（本コンテンツを含みますがこれらに限られません。）につい

て、その最新性、真実性、合法性、安全性、適切性、有用性等その他本サービスによる効果一切等について何ら

保証をするものではありません。また、これらの情報等に関して 何らかのトラブルが生じた場合にも、当社は何



9 
 

ら責任を負いません。 

第１１条（利用停止・中断等） 

1.当社は、第14条第2項各号のいずれかに該当する場合には、当社の選択により、本サービス利用契約を解約す

ることなく、本サービス契約者及び本サービス利用者による本サービスの全部又は一部の機能の利用停止等、当

社が適切と判断した措置を行うことができるものとします。 

2.当社は、本サービス契約者に対し、前項の措置に替えて、又は前項の措置とともに、期限を定めて当該事由を

解消することを求めることができるものとします。但し、本項の定めは、当社が第 14 条第 2 項に基づき本サー

ビス利用契約を解約することを妨げるものではありません。 

3.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に本サービス契約者に通知又は周知することなく、本サー

ビスの全部又は一部の提供を中断又は停止することができるものとします。 

(1)機器、設備又はシステム等の保守上又は工事上やむを得ない場合 

(2)火災・停電等の事故、地震・洪水等の天災、戦争、暴動、労働争議等により、本サービスの運営ができなくな

った場合 

(3)システムの障害等により、本サービスの運営ができなくなった場合 

(4)災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の

利益のために緊急を要する場合 

(5)その他当社が運用上又は技術上本サービスの提供の中断又は停止が必要であると判断した場合 

4.当社は、前項に基づく本サービスの全部若しくは一部の提供の中断又は前項に定める利用の制限等を計画して

いる場合は、その旨を、本サービス契約者に対して、指定アプリ上又は指定サイト上への表示その他当社所定の

方法により、事前に周知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。 

第１２条（廃止） 

当社は、当社の都合によりいつでも本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとし、この場合、当

社は、指定アプリ上又は指定サイト上に表示する方法その他当社所定の方法により、その旨を、本サービス契約
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者に対して、事前に周知するものとします。 

第１３条（有効期間） 

本サービス利用契約は、本サービス利用契約の成立日より効力を生じ、団体契約において定められた本サービス

の利用期間の終了日をもって終了するものとします。なお、当社は、本サービス契約者に対して、本サービスの

利用期間を、指定アプリ及び指定サイト上で表示する方法その他当社所定の方法によって、通知するものとしま

す。 

第１４条（解約） 

1.本サービス契約者は、当社が別に定める方法で解約の申込みをすることにより、本サービス利用契約の全部又

は一部を解約できます。 

2.当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、本サービス契約者に対して、何らの催告を行

うことなく、直ちに本サービス利用契約の全部又は一部を解約できるものとします。 

(1)本サービス契約者の本サービス利用契約の申込内容が事実に反していることが判明した場合 

(2)本サービス契約者又は本サービス利用者が当社の業務の遂行に支障を及ぼすおそれのある行為を行ったこと

が判明した場合 

(3)本サービス契約者に当社から連絡が取れない場合（登録されているメールアドレスへの電子メールの送信等に

よる連絡を行い、相当の期間を定めて当該通知において指定する当社の連絡先に対して連絡を求めたにもかかわ

らず、当該期間内に当該連絡先に対して連絡が無い場合を含みます） 

(4)本サービス利用者が、卒業、退学等(転校の場合は除きます)の理由により第4条第3項第1号の要件を満たさ

なくなった場合 

(5)前各号のほか、本サービス契約者又は本サービス利用者が本規約等のいずれかに違反し又はそのおそれがある

場合 

(6)その他当社が不適切と判断する行為を本サービス契約者又は本サービス利用者が行ったことが判明した場合 

3.当社が、前条の定めに従い本サービスの全部を廃止した場合又は団体契約が理由の如何を問わず終了した場合、
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本サービス利用契約は自動的に終了します。 

第１５条（当社の責任） 

1.当社は、前四条の規定に基づき、本サービスの利用停止、本サービスの廃止、本サービス利用契約の終了又は

本サービスを当社が解約した場合において、本サービス契約者又は本サービス利用者に損害が生じたとしても責

任を負いません。但し、当社の故意又は重過失が認められる場合には、本条本項本文に定める当社の免責は、適

用されません。 

2.本サービス利用契約に関して当社が本サービス契約者に損害を賠償する場合、当該損害賠償の範囲は、通常生

ずべき損害に限られるものとし、特別の事情によって生じた損害、逸失利益、弁護士費用は含まないものとしま

す。また、本サービス利用契約に関して当社が本サービス契約者に損害賠償する金額は、その請求原因の如何を

問わず、2 万円を上限とします。但し、当社の故意又は重過失が認められる場合には、本条本項本文に定める当

社の責任限定は、適用されません。 

第１６条（個人情報等） 

1.当社は、本サービスの運営に関連して取得した本サービス契約者及び本サービス利用者の個人情報を（契約者

登録情報を含むがこれらに限られません）、次に掲げる目的その他当社が別に定める「お客様の個人情報に関す

るプライバシーポリシー」に掲げる目的で、当該目的達成に必要な範囲で利用します。 

(1)本サービスの提供のため 

(2)本サービスの有効性評価及び機能改善その他本サービスの品質向上のため 

(3)本サービスのご利用状況の計測・分析のため 

(4)本サービス利用料の請求のため 

(5)本サービスのキャンペーン及び新サービスのご紹介並びに本サービスに関するアンケート調査のため 

(6)新サービスの開発、マーケティング活動のため 

(7)本サービス以外のサービスへの提供、及びこれらのサービスの開発・運営・機能改善及び品質向上のため 

2.当社は、本サービス利用者の指定アプリ及び指定サイト上での本サービスの学習履歴（英語四技能トレーニン
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グの受講履歴、レベルチェックテストの受験履歴、採点結果及びフィードバックを含みますがこれらに限られま

せん）並びに契約者登録情報のうち本サービス利用者の氏名・クラスを、本サービスを提供する目的のために、

先生機能用 ID利用者の指定アプリ及び指定サイト上で表示します。 

3.当社は、本サービス利用者から取得する個人情報を、個人を特定できない状態としたうえで、統計解析ツール

等（Google Analytics及びFirebase Analytics等を使用しますが、これに限られません。 なお、Google Analytics

の 詳 細 は 、 http://www.google.com/policies/privacy/partners/ 、 Firebase Analytics の 詳 細 は

https://firebase.google.com/docs/analytics?hl=jaをご参照ください。）を用いて解析し、調査、統計、又は本サー

ビスの品質向上、他のサービス等の開発等の目的その他当社が有用又は適切と考える目的で利用する場合があり

ます。また、当社は、個人を特定できない状態となった当該情報を上記目的のもとで、第三者に提供することが

あります。 

4.当社は、前項に基づき個人を特定できない状態となった情報を、株式会社 EduLab に対して、本サービスの提

供及び改善の目的のために、提供します。 

5.本サービスでは、サービス向上の一環として、アクセス履歴等の情報を取得するために指定サイトにおいて

Cookie を使用しています。Cookie とは、本サービス利用者が指定サイトを閲覧した際に指定サイトのウェブサ

ーバによってご使用の端末やコンピューターのブラウザにテキストファイルを保存し、あとで取り出すことが可

能な機能を指します。なお、当社は、Cookieによりお客さまの氏名、住所、メールアドレスなどの個人を特定で

きるような情報やクレジットカード番号などの決済情報を取得しません。 

第１７条（知的財産権等） 

本サービスに関するコンテンツのうち、指定アプリ及び指定サイトについては当社、本コンテンツについては、

株式会社EduLab、株式会社旺文社、Getty Image, Inc.その他本コンテンツの提供者に帰属します。本サービス利

用契約の締結は、本サービス契約者又は本サービス利用者に対してこれらに関する何らの権利を移転するもので

はなく、本サービス契約者又は本サービス利用者は、本サービス利用契約で明示的に許諾された範囲に限って、

指定アプリ又は指定サイト上で、本コンテンツを使用することができるものとします。 
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第１８条（本規約の変更） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービス契約者へ当社が適切と判断した方法にて公表又は通

知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとし

ます。 

(1)本規約の変更が、本サービス契約者の一般の利益に適合するとき 

(2)本規約の変更が、本サービス利用契約の目的に反せず、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 

第１９条（契約者登録情報の変更） 

本サービス契約者は、契約者登録情報に変更があった場合は、その旨を指定アプリ上又は指定ウェブサイト上か

ら当社所定の方法により速やかに契約者登録情報の変更登録を行うものとします。なお、契約者登録情報に変更

があったにもかかわらず、変更登録を行わないときは、本規約に定める当社からの通知については、契約者登録

情報として登録されている本サービス契約者の住所又はメールアドレス等への通知をもってその通知が行われ

たものとみなします。 

第２０条（権利・義務の移転） 

本サービス契約者は、本サービス利用契約に基づき、当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全部

又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供しないものとします。 

第２１条（反社会的勢力の排除） 

1.本サービス契約者は、自らが次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当

しないことを表明し、保証するものとします。 

(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、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又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者（以下総

称して「暴力団員等」といいます）であること 

(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 
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(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を

利用していると認められる関係を有すること 

(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又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するこ

と 

(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する

こと 

2.本サービス契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを

保証するものとします。 

(1)暴力的な要求行為 

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 

(5)その他前各号に準ずる行為 

3.当社は、本サービス契約者が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本サ

ービス利用契約を解除することができるものとします。 

4.当社は、前項の規定により本サービス利用契約を解除した場合、本サービス契約者に損害が生じても、その賠

償責任を負わないものとします。 

第２２条（残存効） 

理由の如何を問わず、本サービス利用契約が終了した後も本条、第1条、第5条、第6条、第7条、第10条、

第15条、第16条、第17条、第19条、第20条、第21条、第23条、第24条の各規定は、なお有効に存続す

るものとします。 

第２３条（管轄） 
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当社及び本サービス契約者は、本サービス利用契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判

所又は本サービス契約者の住所地の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 

第２４条（準拠法） 

本サービス利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。 

 

 

 

附則 

（実施期日） 

１.この利用規約は、2022年７月１日から実施します。 

（吸収分割に伴う取り扱いについて） 

２.株式会社NTTドコモ（以下「NTTドコモ」といいます。）が次の表の左欄の利用規約（以下「旧利用規約」

といいます。）の規定により締結し、2022年５月１３日付け吸収分割契約により当社に承継された契約の規定

は、この利用規約実施の日において、次の表の右欄の利用規約（以下「新利用規約」といいます。）の規定に

よるものとします。    

旧利用規約（NTTドコモ） 新利用規約（当社） 

English 4skills サービス利用規約 生徒機能用

ID 

English 4skills サービス利用規約 生徒機能用

ID 

３.この利用規約実施前に、お客様がNTTドコモに対し旧利用規約の規定により行った手続きその他の行為は、

新利用規約の規定に基づいて行ったものとみなします。 


