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別紙１（English 4skills 団体契約に関する利用規約） 
 
第１条（規約の適用） 
1. English 4skills団体契約利用規約（以下「本規約」といいます。）は、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。）と本サービス（第2条
に定義します。）の利用にかかる契約（以下「本契約」といいます。）の締結を希望する
又は締結した者（以下総称して「契約者」といいます。）に対して適用されるものとしま
す。 

2. 当社所定の申込書（以下「申込書」といいます。）、別途当社が契約者に提示する諸規
定等も本規約の一部を構成するものとします。 

3. 当社は、本規約に基づき本サービスを提供するものとし、契約者は、本規約に定める義
務を誠実に履行するものとします。 
 
第２条（用語の定義） 
本規約において使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。 
(1) 「English 4skills」：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（English 4skillsの機
能の詳細は、第6条第2項に記載します。）。 

(2) 「指定アプリ」：English 4skillsを利用するために必要な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。 

(3) 「指定サイト」：English 4skills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。 

(4) 「受講者」：English 4skillsを利用する者をいいます。 

(5) 「サービス利用規約」とは、English 4skillsを受講者に対して提供するために別途定め
るサービス利用規約をいいます。 

(6) 「受講者ID等」：受講者がEnglish 4skillsを利用するために必要となる受講者用のID
及びパスワードをいいます。なお、受講者ID等には、本契約に基づき契約者が利用料を支
払う必要のある①生徒機能用ID及び②先生機能用ID、並びに受講者（生徒に限ります。）
の保護者がサービス利用規約に基づいてサービス利用料を支払う必要のある③保護者払い
生徒機能用IDが含まれます。 

(7) 「団体ID等」：契約者がEnglish 4skills管理システムを利用するために必要となるID
及びパスワードをいいます。 

(8) 「本サービス」：受講者向けのEnglish 4skillsの提供並びに契約者へのEnglish 4skills管
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理システム（次号に定義します。）及び運用サポートサービス（第10号に定義します。）
の提供を含む一連のサービスをいいます。 

(9) 「English 4skills管理システム」：契約者が本サービスを利用するにあたって提供され
る、受講者のクラス・グループ設定、受講者のパスワードのリセット等をすることができ
るシステムをいいます。 
(10) 「運用サポートサービス」：契約者がEnglish 4skills管理システム上で行う受講者の
クラス・グループ設定及び受講者ID等の通知書の印刷等を、当社が代行して行うサービス
をいい、初期設定の代行及び設定済みの情報の修正代行を含みます。 

(11) 「契約期間」：契約者が申込書に記載した期間をいいます。 

(12) 「本サービス利用開始日」：当社が、契約者に本サービスの提供を開始する期日をい
い、具体的な期日は契約者が申込書に記載した期日をいいます。 
 
第３条（本サービスの利用申込み及び契約の成立） 
1. 契約者は、本サービスの利用にかかる申込みを行う場合には、本規約に同意のうえ、契
約者に関する情報等必要事項を記載した申込書を、当社に送付するものとします。 

2. 前項に基づく申込書を当社が受領した場合、当社はその内容を確認した上で、所定の方
法により、承諾の可否を契約者に通知します。当社による承諾の通知が契約者に発信され
た時をもって、当社と契約者の間に本契約が成立するものとします。 

3. 当社は、契約者が次の各号の一に該当する場合は、契約者の申込みを承諾しない場合が
あります。 

(1) 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 

(2) 契約者が第7条（利用料）に定める利用料その他の当社に対する債務の弁済を現に怠
り、又は怠るおそれがあるとき 

(3) 契約者が当社により本サービスの利用を停止され、又は本契約を解約されたことがあ
るとき 

(4) 契約者が本規約に定める契約者の義務を遵守しないおそれがあるとき 

(5) その他当社が不適切・不適当であると判断した場合 
 
第４条（ID及びパスワードの利用） 
1. 当社は、本契約が成立した場合、本サービス利用開始日から、本契約の契約期間中、契
約者に対して、本サービスを提供します。 
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2. 当社は、本契約の成立後速やかに、契約者に対して、団体ID等並びに申込書記載のラ
イセンス数に応じた受講者ID等を、発行するものとします。 

3. 契約者は、当社の事前の書面の承諾なく、第三者に対して、団体ID等を譲渡、貸与又
は開示等してはならず、自らの責任のもとで厳重に管理する義務を負うものとします。契
約者は、当社の事前の承諾を得た場合、本規約において契約者が負うのと同等以上の義務
を第三者に課すことを条件に、団体ID等を第三者に使用させることができますが、この場
合当社は、当該第三者の行為を全て契約者の行為とみなします。 

4. 当社は、契約者に対して発行された団体ID等の利用によるEnglish 4skills管理システム
上での行為は、すべて契約者の行為とみなすものとし、団体ID等の第三者の盗用に伴う損
害の発生や第三者の利用に起因する第三者又は受講者からの苦情、問合せ、紛争等につい
て責任を負わないものとします。 
5. 当社は、本契約の成立後であっても、契約者が本サービスの一部又は全部を利用するこ
とが不適格であると判断した場合には、契約者の団体ID等及び受講者ID等の機能を一時的
に停止又は削除をすることができるものとします。この場合、契約者は受講者からの苦
情、問合せ、紛争等につき誠実に対応し、当社に迷惑をかけないものとします。また、当
社は、この場合に契約者に生じた損害について、賠償責任を負わないものとします。 
 
第５条（運用サポートサービス） 
1. 契約者は、次の各号に定める方法に従って、運用サポートサービスを利用することをオ
プションとして選択した場合、本契約の契約期間中、運用サポートサービスを利用するこ
とができます。なお、運用サポートサービスの具体的な利用手続きは、第2項及び第3項に
定めるものとします。 

(1) 契約者が、第3条に基づいて本サービスの利用にかかる申込みを行うときに運用サポー
トサービスを選択する方法 

(2) 契約者が、第8条に基づいて本サービスの契約内容の変更にかかる申込みを行うときに
運用サポートサービスを選択する方法 

(3) 契約者が、第9条第2項に基づいて本サービスの延長期間中の契約内容の変更にかかる
申込みを行うときに運用サービス設定を選択する方法 

2. 契約者は、運用サポートサービスのうち初期設定の代行を利用する場合、運用サポート
サービスの申込み時又は当該申込み後速やかに、設定完了希望日その他当社所定の事項を
記載した運用サポート依頼表を、当社に対して提出するものとします。当社は、設定完了
希望日までに、初期設定の代行を完了のうえ、契約者に対して、当社所定の方法により、
設定完了の通知をするものとします。 

3. 契約者は、本契約の契約期間中、運用サポートサービスのうち設定済みの情報の修正代
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行を利用する場合、都度、運用サポート依頼表を、当社に対して提出するものとします。
但し、契約者が、本条本項に基づき設定済みの情報の修正代行を当社に対して求めること
ができるのは、毎月1回に限られます。当社は、設定完了希望日までに、設定済みの情報
の修正代行を完了のうえ、契約者に対して、当社所定の方法により、設定完了の通知をす
るものとします。 
 
第６条（受講者に対する責任） 
1. 当社は、サービス利用規約に基づき受講者にEnglish 4skillsの各種サービスを提供しま
す。契約者は、当社がサービス利用規約に基づき受講者へのサービス提供を行うことを理
解するとともに、受講者にサービス利用規約に定めるEnglish 4skillsの利用条件を遵守させ
ることに同意した上で、本サービスの利用にかかる申込みを行うものとします。 
2. English 4skillsは、受講者に対して、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。 

(1) 英語四技能トレーニング機能（生徒機能用ID及び先生機能用ID向けに提供） 

(2) レベルチェックテスト機能（生徒機能用ID及び先生機能用ID向けに提供） 

(3) コミュニケーション機能（生徒機能用ID及び先生機能用ID向けに提供） 

(4) 学習履歴機能（生徒機能用ID及び先生機能用ID向けに提供） 

(5) 成績管理機能（先生機能用IDのみに提供） 

(6) 教材動画閲覧機能（先生機能用IDのみに提供） 

(7) オプション機能（生徒機能用ID及び先生機能用ID向けに提供） 

3. 受講者がEnglish 4skillsを利用するためには、契約者において、当社が別途定める方法
によりEnglish 4skillsの利用申込を行う必要があります。なお、当社は、English 4skillsの
利用申込を受けた場合であっても、English 4skillsの利用を希望する者（以下「受講希望
者」といいます。）がサービス利用規約に定める利用条件を満たしていない場合には、当
該利用申込を承諾しないことがあります。この場合、当社は契約者及び受講希望者に対
し、責任を負わないものとします。 

4. 契約者は、受講者が未成年である場合、当該未成年がEnglish 4skillsを利用すること及
びサービス利用規約、当社が別途定めるプライバシーポリシーその他当社がEnglish 4skills
上で掲示する内容に同意することについて、保護者の同意を得られるよう、保護者に対し
て周知を行う等必要な対応を行うものとし、保護者の同意が得られなかったことに起因し
て発生する損害について、責任を負うものとします。 
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5. 当社の受講者に対する責任はサービス利用規約に定める範囲に限られます。当社はこの
範囲を超えて、受講者又は契約者に責任を負うものではありません。また、受講者は本契
約における第三受益者とは認められず、本契約に基づく権利を当社又は契約者に行使する
ことはできません。 
 
第７条（利用料） 
1. 契約者は、本サービスの利用の対価（以下「利用料」といいます。）として、当社に対
して、本条の定めに従って、本サービスの利用にかかる申込書に記載された金額を支払う
ものとします。 
2. 当社は、本契約成立後速やかに、契約者に対して、利用料に関する請求書を送付しま
す。 

3. 前項に基づく請求書を契約者が受領した場合、契約者は、当社に対して、当該請求書に
定められた金額に消費税を加えた金額を、当該請求書の定める支払期日までに、支払うも
のとします。 

4. 当社は、支払期日までに契約者による利用料の支払いの確認が取れない場合、本サービ
スの機能を、契約者による利用料の支払い確認が取れるまで、一時的に停止します。この
場合、契約者は受講者からの苦情、問合せ、紛争等につき誠実に対応し、当社に迷惑をか
けないものとします。また、当社は、この場合に契約者に生じた損害について、賠償責任
を負わないものとします。 

5. 当社は、本契約が契約期間中に終了した場合又は前項（準用される場合も含みま
す。）、第10条、第12条第3項に基づき当社が本サービスの全部又は一部の機能の利用停
止等を行った場合であっても、利用料を返金する義務を負わず、また契約者は利用料の支
払義務を免れないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失が認められる場合はこ
の限りではありません。 
 
第８条（契約期間中の契約内容の変更） 
1. 契約者は、当社に対して、当社所定の追加・変更申込書を提出することにより、本契約
の契約期間中いつでも、受講者ID等のライセンス数の追加又は運用サポートサービスの追
加を申し込むことができます。なお、契約者は、本条に基づき受講者ID等のライセンス数
の減少を申し込むことはできません。 

2. 前項に基づき受講者ID等の追加・変更申込書を当社が受領した場合、当社は、契約者
に対して、速やかに当該申し込みの諾否を書面で通知します。 

3. 当社が、第1項に基づく契約者の申込みを承諾した場合、当社は、契約者に対して、当
社所定の方法により、当該追加分の受講者ID等を発行するとともに、発行後速やかに、当
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該追加・変更分の利用料に関する請求書を送付します。 

4. 前項に基づき追加・変更分の利用料に関する請求書を契約者が受領した場合、契約者
は、当社に対して、当該追加・変更分の利用料を支払うものとします。当該追加・変更分
の利用料の支払いにあたり、前条第3項及び第4項の規定が準用されます。 
 
第９条（契約期間等） 
1. 本契約は、契約期間満了時に終了します。但し、契約期間満了の15日前（以下「通知期
限」といいます。）までに、当社又は契約者のいずれか一方から相手方に対して、契約終
了の意思の通知がない限り、本契約は、更に１年間延長されるものとし、以降も同様とし
ます。以下、本条に基づき延長された契約期間を本契約において「延長期間」といい、延
長期間における契約内容は、第2項、第3項及び第4項に定める手続きによって決定されま
す。 
2. 契約者は、当社に対して、通知期限までに当社所定の申込書を提出することにより、延
長期間中の契約内容の変更（受講者ID等のライセンス数の減少及び追加並びに運用サポー
トサービスの追加及び解約を含みます。）を申し込むことができます。 

3. 前項に基づき延長期間中の契約内容の変更にかかる申込書を当社が受領した場合、当社
は、契約者に対して、速やかに当該申込みの諾否を書面で通知するものとします。当社が
当該申込みを承諾した場合、契約者の当該申し込みの内容が、延長期間における契約内容
になります。 

4. 契約者が、第2項に基づき通知期限までに延長期間中の契約内容の変更にかかる申込書
を提出しなかった場合又は当社が契約者の当該申込みを承諾しなかった場合、通知期限時
点における契約内容が、延長期間中の契約内容になります。なお、契約者は、前条に基づ
き通知期限後に契約内容が変更されたとしても、当該契約内容は、延長期間中の契約内容
にはなりません。 

5. 当社は、契約者に対して、通知期限経過後速やかに、延長期間中の利用料に関する請求
書を延長期間中の契約内容を記載した書面とともに送付します。 

6. 前項に基づき延長期間中の利用料に関する請求書を契約者が受領した場合、契約者は、
当社に対して、延長期間中の利用料を支払うものとします。当該延長期間中の利用料の支
払いにあたり、第7条第3項及び第4項の規定が準用されます。 
 
第10条（本サービスの停止又は終了） 
1. 当社は、契約者が第18条第1項各号の一に該当する場合には、当社の選択により、本契
約を解除することなく、契約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。 
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2. 当社は、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18条第1項に基づき本契約を解除することを妨げるものではありません。 

3. 当社は、次の各号の一に該当する場合、事前に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、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、契約者に対して、事前に周知するものとします。 

5. 当社は、本条に基づく本サービスの提供の利用停止等の措置、中断若しくは停止、又は
廃止により契約者に生じた損害について責任を負わないものとします。また、契約者は受
講者からの苦情、問合せ、紛争等につき誠実に対応し、当社に迷惑をかけないものとしま
す。 
 
第11条（個人情報の取り扱い） 
契約者は、本サービスの利用を通じて当社から提供される受講者の個人情報（受講者の氏
名、受講者のEnglish 4skillsにおける受講状況、レベルチェックテストの成績などを含みま
す。）を機密として保持すると共にそのための合理的な措置を講じ、受講者の事前の承諾
なく、第三者への開示及び漏洩してはならないものとします。 
 
第12条（禁止行為） 
1. 契約者は、本サービスを利用するにあたって、次の各号に定める行為又は当該行為に該
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) 本サービスの利用料その他本サービスの利用を通じて知りうる当社の一般に公開して
いない情報を、自ら又は第三者を通じて、手段の直接か間接か否かを問わず、第三者へ開
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示又は漏洩する行為 

(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 

(5) 法令、公序良俗に反する行為、又はそのおそれがある行為 

(6) 当社が本サービスにおいて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 

(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、契約者はすべての責任
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、契約者又は受講者が前二項に掲げる行為を行ったと合理的に判断した場合、事
前に通知することなく、契約者の本サービスの利用、及び受講者によるEnglish  4skillsの
利用を停止することができるものとします。この場合、当社は、契約者に生じた損害につ
いて責任を負わないものとします。また、契約者は受講者からの苦情、問合せ、紛争等に
つき誠実に対応し、当社に迷惑をかけないものとします。 
 
第13条（知的財産権等の帰属） 
契約者は、本サービス及び本サービスに関連して発生する著作物、システム等についての
著作権その他の知的財産権は、当社又は当社に利用許諾を行った第三者（株式会社
EduLab、株式会社旺文社、Getty Image, Inc.を含みますが、これらに限られません。）に
帰属するものであることを確認し、いかなる目的であれ転載、複製、送信、翻訳・翻案、
改変・追加等の一切の使用行為を行わないものとします。 
 
第14条（損害賠償） 
1. 本規約に定める義務に違反することその他契約者による本サービスの利用により当社に
損害が発生した場合、契約者は、当社に対して、当社に発生した損害及び費用（合理的な
弁護士費用を含みます。）を補償するものとします。 

2. 契約者による本サービスの利用に関して、当社と第三者との間で紛争等が生じた場合、
契約者は当社を免責し、自らの責任と負担において当該紛争等を速やかに解決し、その経
過を当社の求めに応じて適時に当社に報告するものとします。当該紛争等の結果、当社が
当該第三者に対して損害賠償等の支払うことになった場合には、契約者は、当社に対しそ
の損害賠償等の全額を支払うとともに、その解決のために要した合理的な弁護士費用その
他一切の諸経費を支払うものとします。 



9 
 

 
第15条（当社の責任） 
1. 当社は、契約者に対して、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、契約者に対して、本サービスの最新性、有用性、目的適合性、完全性、正確性
等（本サービスの利用による受講者の学力の向上等を含みます。）その他本サービスを利
用することによる効果一切等について何ら保証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、当社は責任を負いません。 
3. 契約者は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、当社は、本契約又はその
履行、並びに本サービスの利用に関して契約者につき生じた損害について、当社の故意又
は重大な過失による損害である場合を除き、責任を負わないものとします。 
4. 前項の規定にかかわらず、本サービスの提供に関連して当社が責任を負う場合であって
も、当社が負う責任の範囲は、その請求原因如何を問わず、直接かつ通常の損害の範囲に
限られるものとし、かつ、本契約に基づき契約者から支払いを既に受けた利用料相当額を
上限とします。 
 
第16条（再委託） 
当社は、本規約に定める業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとしま
す。 
 
第17条（反社会的勢力の排除） 
1. 契約者は、自らが次の各号のいずれ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) 自らの組織に所属している職員が、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 

(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) 契約者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
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を有すること 
2. 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないこと
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当社の信用を毀損し、又は当社の業務を
妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 
3. 当社は、契約者が前二項各号の表明に反していることが判明したときは、何らの催告を
せず、本規約に基づく一切の契約を解除することができ、契約者はこれになんら異議を申
し立てないものとします。なお、この場合、契約者は、期限の利益を喪失し、直ちに当社
に対する債務の弁済を行うものとします。 
 
第18条（解除） 
1. 当社又は契約者は、相手方が次の各号の一に該当するときには、直ちに本契約を解除で
き、自己に生じた損害について、本規約の定めに基づき相手方に損害賠償請求ができるも
のとします。 

(1) 本規約の規定に違反したとき 

(2) 支払不能となったとき、支払を停止したとき、又は手形交換所の不渡処分があったと
き 
(3) 公租公課を滞納したとき 

(4) 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力の処分を受けたとき 

(5) 破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき、事業の全部もしくは重要な一部の
譲渡・承継があったとき、営業の停止があったとき、解散の決議がされたとき、もしくは
清算に入ったとき、又はこれらのおそれがあるとき 

(6) 代表者の所在が不明になったとき 

(7) 債権者に対し、通常の時期、方法又は態様によらない債務の弁済、担保提供等の事実
があったとき 

(8) 法令に違反したとき、又は違反するおそれがあるとき 

(9) 第17条に定める表明保証に違反したとき 

(10)相手方の信用を傷付けたとき、又は相手方に不利益をもたらしたとき 
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(11)その他本規約に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき 

2. 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときには、直ちに本契約を解除でき、自己に
生じた損害について、本規約の定めに基づき契約者に損害賠償請求ができるものとしま
す。 

(1) 契約者が認可取消又は停止の処分を受けたとき 

(2) 学校統合・廃校等により契約者の経営環境に大きな変化が生じたとき 

(3) 契約者が募集停止、その他受講者の差別的な取扱い又は言動等、学生募集活動上望ま
しくない行為を行ったとき 

(4) 契約者の信用に不安が生じたと当社が判断したとき 

3. 契約者は、前二項の規定により本契約を解除された場合には、期限の利益を喪失し、直
ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。また、この場合、契約者は受講者
からの苦情、問合せ、紛争等につき誠実に対応し、当社に一切の迷惑をかけないものとし
ます。 
 
第19条（規約の変更） 
当社は、次の各号の一に該当する場合は、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、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20条（契約者の地位の承継） 
１．契約者は、相続又は法人の合併もしくは分割その他これに類する事由により契約者の

地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人（本条において契約者を
含み、以下同じとします。）、合併により設立された法人もしくは分割によりその利
用権のすべてを承継した法人は、その契約者の地位を承継するものとします。 

２．前項によりその地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添え
て、当該書面記載の内容に同意のうえ、当社に提出するものとします。なお、地位承
継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届
け出るものとします。これを変更したときも同様とします。 

 
第21条（権利義務譲渡の禁止） 
当社及び契約者は、本契約上の地位及び本契約に基づく一切の権利義務を、第三者に譲渡
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もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。 
 
第22条（準拠法及び管轄） 
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関する一切の紛争は、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。 
 
第23条（存続条項） 
本契約終了後も、第7条（利用料）、第11条（個人情報の取り扱い）、第13条（知的財産
権等の帰属）、第14条（損害賠償）、第15条（当社の責任）、第21条（権利義務譲渡の禁
止）、第22条（準拠法及び管轄）及び本条の各条項は有効に存続するものとします。但
し、第11条の有効期間は、本契約終了後３年間に限るものとします。 

 
 
 
 
 

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 団体契約に関する利用規約 English 4skills 団体契約に関する利用規約 

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。 

 
 


