
ｅラーニング申込約款 
 
第１条（規約の適用） 
この規約は、ヒューマンリソシア株式会社（以下「当社」という）がインターネット上でオンラインにより提供す
る一切のサービス（以下「本サービス」という）を、第５条所定の利用者（以下「利用者」という）が利用するに
あたり適用されます。 
2.以下に定める当社の行為、権利・義務の行使については、当社と販売代理店契約を結んでいる販売代理店（法人）
にその一部を代行・代理させることがあります。 
3.本サービスの利用を申し込もうとする者（以下「利用申込者」という）および利用者は、本サービスに申し込み、
または利用を開始したときのいずれか早い時点において、本規約の内容を承諾したものとみなされます。 
 
第２条（利用者への通知） 
当社は、インターネット上または当社が適当と判断する方法により利用者に対し随時本規約に関わる必要な事項を
通知、または照会できる状態におきます。 
2.前項の通知は、当社が当該通知を前項の規定で行った時点より効力を発するものとします。 
 
第３条（規約の変更） 
当社は予告なく本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。 
2.変更後の規約は、当社ホームページへの掲載により利用者へ通知するものとし、通知の時点をもって利用者が同
通知の内容に同意したものとみなします。 
 
第４条（規約の範囲） 
当社が別途個別サービス規定または追加規定を設け、第２条に定める手続を経た場合、当該規定は本規約の一部を
構成します。 
2.本規約と個別サービス規定および追加規定が異なる場合には、個別サービス規定および追加規定が優先するもの
とします。 
 
第２章 利用者 
第５条（利用者） 
利用者とは以下のいずれかに該当する者をいいます。 
(1) 当社に対し本サービスへの利用の申込みをし、これを承認した者。 
(2) 当社が別途定める方法により本サービスの利用を承認した者。 
 
第６条（利用の承認と不承認） 
利用者は、本サービスを利用して当社が提供する各種講座、セミナー、商品の利用又は購入の申込に必要な事項に
つき入力した内容を確認するための画面において、入力内容を確認した旨を表示するボタン(例:「購入手続に進む」
「この内容で注文する」ボタン等)を押した(クリックした)とき、本サービスの利用料、受講期間、提供条件および
解約条件、返品規程等に同意のうえ、本サービスの利用又は購入を申し込んだものとします。 
2．前項の利用または購入の申込があったとき、これを承諾する旨の画面が表示された時点をもって、当社は当該利
用申込を承諾したものとし、本規約並びに本サービスの利用料、受講期間、提供条件および解約条件、返品規程等
を内容とする本サービスの利用に関する契約が成立するものとします。 
3.当社は、前項の承諾後、利用申込者が以下のいずれかに該当することが判明した場合、その者の利用を承認しな
いことがあります。 
(1) 利用申込者が実在しない場合。 
(2) 利用申込者が既に利用者となっている場合。 
(3) 利用申込者が過去に本規約の違反行為を行っている場合。 
(4) 利用申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記入または記入漏れがあった場合。 
(5) 利用申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、利用申込の手続が成年後
見人によって行われておらず、または利用申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった
場合。 
(6) その他利用申込者を当社が不適当と認めた場合。 
4.前項により当社が利用の不承認を決定するまでの間に利用申込者が本サービスを利用したことにより発生する利
用料は、当該利用申込者が負担するものとします。 
 
第７条（ＩＤおよびパスワードの発行） 
当社は、利用申込者の利用を承認した場合、利用者に対しＩＤおよびパスワードを発行します。 
 
第８条（利用資格） 
前条によりＩＤおよびパスワードを取得した利用者は、取得と同時に本サービスの提供を受ける権利および資格（以
下「利用資格」という）を取得するものとします。 
 
第９条（譲渡禁止等） 
利用者は、利用者として有する権利を第三者に譲渡（売買または名義変更を含む）してはならず、質権の設定その



他の担保に供する等の行為もまたできないものとします。 
 
第１０条（変更の届出） 
利用者は、当社への届出内容に変更があった場合、速やかに当社所定の方法で変更の届出をするものとします。 
2.前項の届出がなかったことにより利用者が不利益を被った場合、当社は一切その責任を負いません。 
3.利用者の姓名もしくは法人名に関しては、原則として、利用申込の後は変更することができないものとします。
ただし、婚姻等による姓の変更および法人の場合における法人名の変更について、当社が別途認めた場合は、この
限りではありません。 
 
第１１条（設備等） 
利用者は予め、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる
全ての設備を自己の費用と責任において準備し、本サービスが利用可能な状態に置くものとします。 
2．利用者は、自己の費用と責任でインターネットにより本サービスに接続するものとします。 
3．本サービスにかかり必要となる教材その他の資料にかかるダウンロードについては、利用者の責任で実施するも
のとし、その結果生じる損害については利用者負担とします。 
 
第３章 サービスと利用料 
第１２条（提供サービス） 
当社は、利用者に対しインターネットを通じて各種講座およびそれに付帯するサービスならびに商品を提供します。 
なお、サービス利用開始後のサービス内容に関するお問い合わせ窓口は特に設けておりません。 
 
第１３条（サービスの利用料） 
利用者は、本サービスを利用するにあたり当社が別途定める本サービスの利用料を本サービスの利用開始前に支払
うものとします。その支払方法は当社が別途指定する支払方法によるものとします。ただし、利用者が法人の場合
は当社が発行する請求書に基づく支払方法（毎月末日締、翌月末の支払い）によることも可能です。 
 
第１４条（サービス利用開始の許諾） 
当社は、ＩＤおよびパスワードを要するものについては利用者に対するＩＤおよびパスワードの発行をもって本サ
ービスの利用資格を当該利用者に対し付与するものとし、当該利用者は本サービスを本規約に定める条件に従って
利用することができるものとします。 
2.当社は、利用者に対するＩＤおよびパスワードの発行をＥメールまたは当社が適当と判断する方法により通知し
ます。 
 
第１５条（サービスの利用中止） 
利用者は、本サービスの利用中止を希望する場合、当社所定の方法により届け出るものとします。ただし、ＩＤ発
行後または本サービスの開始日決定後の利用中止の場合、利用者は利用料の全額を支払わなければならず、利用料
の返還を求めることはできません。 
 
第１６条（使用範囲） 
利用者は、本サービスを構成するインターネット上ないしシステムウェブサーバ上の全ての情報およびソフトウェ
ア（以下「コンテンツ」という）を第三者に開示または漏えいしてはならないものとします。 
2.利用者は、当社の許可なく第三者に対し本サービスの再使用権の設定、頒布、販売、譲渡、貸与を行ってはなら
ないものとします。 
3.利用者は、前各項に違反する行為を第三者にさせてはならないものとします。 
 
第４章 利用者の義務 
第１７条（ＩＤおよびパスワードの管理責任） 
利用者は、自己のＩＤおよびパスワードを第三者に使用させ、または第三者が使用できる状態にしてはならず、こ
れらの使用および管理について一切の責任を負うものとします。 
2.当社は、利用者のＩＤおよびパスワードが第三者に使用されたことによって当該利用者が被る損害について、当
該利用者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。 
3.利用者は、自己の設定したパスワードを失念した場合、ならびに、ＩＤおよびパスワードが盗まれたことを知っ
た場合または第三者に使用されたりしていることを知った場合には、直ちに当社に申し出たうえで当社の指示に従
うものとします。 
4.利用者のＩＤおよびパスワードによりなされた本サービスの利用は、当該利用者によりなされたものとみなし、
当該利用者は利用料その他の債務の一切を負担するものとします。 
 
第１８条（自己責任の原則） 
利用者は、自己のＩＤおよびパスワードにより本サービスを利用してなされた一切の行為およびその結果について
当該行為を自己がしたか否かを問わず責任を負います。 
2.利用者は、利用者による本サービスの利用に伴い第三者から当社へ問合せまたはクレームその他の通知がされた
場合は自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 
3.利用者は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し直接その旨を通



知するものとし、その結果については自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 
4.利用者は、本サービスの利用により当社または第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって損
害を賠償するものとします。 
 
第１９条（その他の禁止事項） 
利用者は、本サービス上で以下の行為を行わないものとします。 
(1) ＩＤおよびパスワードを不正に使用する行為。 
(2) 本サービスを通じて、または本サービスに関連してコンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用もしく
は提供する行為。 
(3) コンテンツの全部または一部の修正およびコンテンツを基にした派生的制作物を作成する行為。 
(4) 当社または第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。 
(5) 本サービスを通じて入手したデータ、文章、ソフトウエアその他一切の情報に関し、商業的、営業的または営
利目的に利用する行為。 
(6) 当社または第三者の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。 
(7) 当社または第三者を差別もしくは誹謗中傷しまたは第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為。 
(8) 犯罪的行為または犯罪的行為に結び付く行為、もしくはそのおそれのある行為。 
(9) 性風俗、宗教または政治に関する活動。 
(10) 上記各号の他、法令、本規約もしくは公序良俗に違反する行為、本サービスの運営を妨害する行為（売春、暴
力、残虐な行為を含む）、または当社に不利益を与える行為。 
(11) 上記各号のいずれかに該当する行為を助長する行為。 
(12) その他、当社が不適切と判断する行為。 
 
第２０条（利用資格の失効） 
利用者が本規約の違反行為（前条の項目違反を含む）を行った場合、または第３４条第１項に定める事由に該当し
た場合は、当社は事前に通知することなく直ちに当該利用者の利用資格を失効させることができるものとします。
なおこの場合、当該利用者は本契約に基づく債務の全額について期限の利益を喪失し、直ちにこれを当社に対して
支払うものとします。 
2.当社は、前項の措置を取ったことにより当該利用者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとし
てもいかなる責任も負わないものとします。 
 
第２１条（ＩＤおよびパスワードの抹消） 
当社は、利用者が利用資格を失った場合（前条の場合を含むがこれに限られない）、利用資格の失効と同時に、当該
利用者のＩＤおよびパスワードを抹消することができます。 
 
第２２条(著作権) 
利用者は、当社から本サービスを通じて提供される情報又はファイルの全てにつき、講座提供者によって本サービ
スで提供される方法のみで使用できるものとし、それ以外の方法(複製、頒布、譲渡、自動公衆送信等を含むが、こ
れに限られない)では、一切使用することはできないものとします。 
2．利用者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、本サービスを通じて提供される
情報又はファイルの全てについて、使用させたり、公開したりすることはできないものとします。 
3．利用者は、利用者が本サービス上にアップロードした情報又はファイル（以下「利用者アップロード情報」とい
う）(有体物および無体物のいずれも含む)の知的財産権(著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権、ノウハウ
を含みますが、これに限られません。)の全部又は一部につき、当社に対して、当社が広報・事業紹介等の目的で任
意かつ無償で使用することを許諾し、かつ、著作権者である利用者の氏名の表示を求める権利その他一切の著作者
人格権を当社に対して行使しないこととします。 
4．利用者は、利用者が本サービスの一環として作成したものにつき、第三者の著作権その他の権利を侵害しないも
のとします。 
5．本条の規定に違反して紛争が発生した場合、利用者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するととも
に、当社をいかなる場合においても免責し、損害を与えないものとします。 
 
第２３条(所有権) 
本サービス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、商標、商号又は講座等の提供者が提
供するサービスおよびそれに付随する技術全般の所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティ権その他の権利は、
当社または当社に許諾した第三者に帰属するものとします。 
2．利用者は、利用者アップロード情報について、当社がなんらの保証を行うものではないことに同意するとともに、
当社が利用者アップロード情報を掲示板または本サービスを構築するサイト等に記載するか否かを決する権限を有
しており必要に応じて当該情報又はファイルの削除等を行えることに同意するものとします。また、利用者は利用
者アップロード情報に関して、当社に対し、なんらの請求権も保有しないものとします。 
3．利用者は、利用者アップロード情報について、当社または第三者に損害または何らかの不利益が生じた場合、こ
れらについてすべての法的責任を負うものとします。 
 
第２４条(損害賠償) 
利用者は、本規約および法令の定めに違反したことにより当社を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠



償する責任を負うものとし、当社を含む第三者を免責しなければならないものとします。 
 
第２５条(購入条件) 
当サイトに掲載された商品または役務の価格は、予告なしに変更することがあります。当サイトに表示された商品
の出荷予定または役務の提供開始予定表示は、注文確定時からの目安の期間であり、商品の到着日または役務の提
供開始日を約束するものではありません。 
 
第２６条(注文と成約) 
利用者は、当社指定の手続に従い、当サイトに掲載された商品または役務の購入を申し込むことができます。注文
後の販売価格の変動にかかわらず、売買契約は注文時の条件により締結されます。契約の成立の如何にかかわらず、
以下の事由が生じた場合、当社は無条件で注文を拒否し、または契約を解除することができます。 
(1) 利用者が登録した個人情報に虚偽の事実が認められた場合。 
(2) 注文品が長期入荷未定商品または生産終了商品であった場合。 
(3) 数量限定商品等購入に数量制限(手配可能数量)を設けている場合に、それを越えた注文を受けた場合。 
(4) 転売、再販売または営利の目的のおそれがあると当社が判断した場合。 
 
第２７条(商品の配送) 
当社は、申込した利用者に対し、契約内容に従って所定の送付先へ商品を届けます。配送には当社指定の配送業者
が伺い、別途申込みのない限り、商品は配送業者の約款等のサービス規定による引渡となります。なお、引渡をも
って、当該商品の危険負担は利用者に移転します。 
当該商品の所有権は、引渡時に利用者に移転します。商品の配送先は、日本国内に限ります。 
 
第２８条(免責事項) 
当社は、本サービスの内容、および利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実
性、有用性、セキュリティに関する安全性その他のいかなる保証も行わないものとします。 
2．本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報
等の流失もしくは消失等、又はその他本サービスに関連して発生した利用者又は第三者の損害については、別途定
めがある場合を除いて、当社は責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失による債務不
履行が原因である場合はこの限りではありません。 
 
 
第５章 個人情報の取り扱い 
第２９条（個人情報） 
本サービスにおける個人情報の取扱いは、当社が規定する個人情報保護方針に従います。 
https://www.athuman.com/kojin/index_hr.asp 
 
第３０条（個人情報の使用） 
当社は、個人情報保護方針に規定する個人情報を以下の目的のために使用することができるものとします。 
(1) 当社のサービスを提供するため。 
(2) サービスの利用料金の請求等、当社のサービス提供に付帯する業務を遂行するため。 
(3) 当社のサービス利用動向の調査および分析のため。 
(4) 当社の新しいサービスの研究または開発をするため。 
2.当社は、以下の項目に該当する場合を除き、前項で規定される個人情報を第三者に開示しないものとします。 
(1) 利用者が個人情報の開示について別途同意している場合。 
(2) 前項の利用目的の達成のために、第三者と共同または委託により情報を取扱う場合。 
(3) 事業譲渡、分社、合併・会社分割・株式移転・株式交換・事業譲渡その他のＭ＆Ａ等により事業資産の一部と
して、個人情報を第三者に引き継ぐ場合。 
(4) 個人情報を特定の第三者との間で相互に利用する場合であって、あらかじめその利用目的および特定の第三者
についてあらかじめ通知され、または公表されている場合。 
 
第６章 サービスの条件、内容変更、中断および停止 
第３１条（サービス条件） 
当社は、本サービスの運営に関し本サービスの利用を監視し、必要と認める場合、自己の裁量において利用者の本
サービスへのアクセスを制限または停止することができます。 
2.当社は、本サービス上の掲示板等において当社が不適切と認める書込み等を自己の裁量において削除することが
できるものとします。 
 
第３２条（サービス内容等の変更） 
当社は、利用者への事前の通知なくして本サービスの内容または名称を変更することがあります。 
 
第３３条（サービスの一時的な中断） 
当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、利用者に事前に通知することなく一時的に本サービスを中断す
ることがあります。 



(1) インターネット上に不具合が発生し、インターネットの利用ができなくなった場合。 
(2) 当社が本サービスにおけるインターネット接続を委託している、インターネット接続サービス事業者が保有す
る通信設備等に不具合が発生し、インターネットの利用ができなくなった場合。 
(3) 本サービスを構成するシステムウェブサーバ等に不具合が発生し、本サービスの利用ができなくなった場合。 
(4) 本サービス用設備等の保守を定期的または緊急に行う場合。 
(5) 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合。 
(6) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合。 
(7) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。 
(8) その他、運用上または技術上当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合。 
2.当社は、前項各号のいずれかまたはその他の事由により本サービスの提供の遅延または中断等が発生したとして
も、これに起因する利用者また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３４条（サービス提供の中止） 
当社は、利用者が次の各号に該当し、またはそのおそれがあると判断した場合には、本サービスの全部または一部
の提供を終了、中止または変更することがあります。 
(1)本規約の一に違反した場合 
(2)第６条第３項各号に定める事由に該当する場合 
(3)第２６条各号に定める事由に該当する場合 
(4)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、犯罪者（有罪判決を受ける前であっても犯罪行為を自認するなど
犯罪を犯したと疑うべき状況にある者を含む。）その他の反社会的勢力に該当する場合 
(5)利用者が亡くなられた場合 
(6)その他当社が必要と判断した場合 
2．前項に定める事由がない場合でも、当社は、利用者に事前通知をした上で本サービスの全部または一部の提供を
終了、中止または変更することがあります。ただし、事前通知について緊急やむを得ない場合はこの限りではあり
ません。 
3．当社は、前条またはその他の事由により本サービスの提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因
する利用者また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７章 その他 
第３５条(協議) 
本サービスに関連して利用者と当社との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するも
のとします。 
 
第３６条（専属的合意管轄裁判所） 
利用者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を利用者と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所と
します。 
 
第３７条（準拠法） 
本規約に関する準拠法は、日本法とします。 
 
 

2018 年 7 月 19 日   制定 
2019 年 9 月 17 日   改定 
2020 年 5 月 18 日   改定 
 


