
7’s English 冊子(オンラインレッスン付) 利用規約 

 

第 1 条(総則) 

1.「7’s English」利用規約(以下「本規約」といいます)は DOTE Solutions 株式会社(以下

「当社」といいます)が販売する 7’s English 冊子(以下「本冊子」といいます)の利用条件を

定めたものです。 

 

2.当社は、必要と判断した場合、本規約を民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更する事が

あります。変更を行う旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時

期が到来するまでにウェブサイトへの掲示により周知します。 

 

第 2 条(本規約の適用範囲) 

1.本規約は当社および本冊子の購入者(以下「購入者」といいます)と無料サンプル視聴者(以

下「体験者」といいます)に適用されるものとします。 

 

2.当社および購入者間において本規約とは別に個別の定め(以下「個別契約」といいます)を

定める場合は、個別契約の規定が優先するものとします。 

 

第３条(本冊子の購入について) 

1.購入者は本冊子の購入・利用にあたり、下記の事項に同意し、これを遵守するものとしま

す。 

 (１)本冊子及び本サービスの利用に必要な機材・端末・備品を保有している事。 

 (２)本冊子及び本サービスの利用に必要なソフトウェア、アプリケーション等の利用に 

支障がない事を確認する事。 

(2021 年 1 月現在利用するソフトウェア等は次の通り。1imeo) 

 (３)通信環境が本冊子の利用に支障がない事を確認する事。 

 (４)購入者及が未成年の場合、親権者等法定代理人の同意を得る事。 

 (５)本冊子の購入については弊社 EC サイト(StoDes)にて決済を行う事若しくは、弊社に 

て直接購入する事。 

 (６)当社は購入者に対して電子メールによる案内、通知、広告アンケート等を実施する 

事が出来る事。 

 

２．本冊子の購入については、弊社 EC サイトにて各商品の購入手続を完了させた場合に成

約したものとします。 

 

3. 本冊子及びオンライン英会話を購入した時に、本規約に同意したものとみなします。  

第 4 条(個人情報の取扱) 



1.当社は購入者の事前の承諾なく第三者に個人情報を開示しないものとします。ただし、 

 以下に、該当する場合はこの限りではありません。 

 

 (1)法令に基づく要請を受けた時。 

 (2)提供を拒む事によって公共の利益に反する問題が発生する場合であって、お客様 

ご本人の同意を得る事が困難である時 

(3)国の機関若しくは地方公共団体、またはその委託を受けたものが、法令の定める 

事務を遂行する事に協力する必要がある場合であって、お客様ご本人の同意を得る事 

によって当該事務の当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある時 

(4)当社の正当な権利行使に必要な時 

 

第 5 条(禁止行為) 

1.購入者および体験者は以下に定める行為を行ってはなりません。 

(1)購入者が本冊子及びオンライン上の動画、QR コード、URL、パスワード等(以下 

「本教材」といいます)を他者に譲渡し、使用させ、売買し、名義を変更し、質権を設定 

しまたは担保に供する事 

(2)本教材を第三者に譲渡、貸与等する事または第三者に利用させる事 

(3)本冊子および本教材の不正使用、第三者への不正使用の斡旋、または不正流用などの 

行為 

(4)当社または講師その他の第三者の名誉、使用、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、 

商標権、肖像権、プライバシーを侵害する事 

(5)違法行為、公序良俗に反する行為 

(6)本冊子および本教材を営業行為、営業目的及びその準備に利用する行為 

(7)その他、当社が不適当と判断する行為 

 

2.前項の禁止行為に該当するか否かの判断は、当社の裁量により判断されるものとします。 

なお、本項の判断について当社は説明責任を負うものではありません。 

 

3.当社は、前項の判断に起因して利用者が損害または不利益等を被った場合、当社に重大な

過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。 

 

4.申込者は第 1 項に違反する行為に起因して当社または第三者に損害が生じた場合、全ての

法的責任を負うものとします。 

 

第６条(著作権及び所有権) 

1.本冊子及び本教材に関する映像、画像、音声、商標、ロゴマーク、記載等について著作権、

所有権(以下「著作権等」といいます)は全て当社または権利者に帰属します。購入者及び体



験者は著作権等を無断で使用、侵害する事、雑誌、他のサイト上へのアップロード、転載行

為並びに第三者への配布等を行ってはなりません。 

2.当社は購入者及び体験者が前項に違反した場合、購入者及び体験者に対して、著作権法、

商標法等(その他当社の権利に基づく場合を含む)に基づく各処置(警告、告訴、損賠賠償請求、

差止請求、名誉回復措置等請求等)を行う事ができるものとします。 

 

第 7 条(免責事項) 

1.当社は、本冊子及び本教材が購入者の特定の目的に適合する事、期待する機能・効果、商

品的価値、正確性、有用性等を有する事に何ら保証するものではありません。 

 

2.本冊子及び本教材にて利用するソフトウェア・アプリケーション等の安全性。 

 

第 8 条(問い合せ) 

1.当社と購入者の連絡方法は、原則として電子メールによるものとします。 

 

2.本冊子の内容に関するお問合せには対応しておりません。 

 冊子の内容の質問についてはオンラインレッスン時に講師にお尋ねください。 

  

第 9 条(その他) 

1.本冊子および本教材の利用に関して、本規約または当社の指導により解決できない問題が

生じた場合には、当社と購入者のとの間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するもの

とします。 

 

2.本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。また、当社及び購入者が、本冊子

若しくは本規約に起因または関連して当社と購入者の間で生じた紛争の解決について、那

覇地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする事にあらかじめ合意するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附則 

2021 年 01 月 28 日 制定・施行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7’s English オンライン英会話 利用規約 

 

第 1 条(総則) 

1.「7’s English オンライン英会話」利用規約(以下「本規約」といいます)は DOTE Solutions

株式会社(以下「当社」といいます)が運営する 7’s English 英会話サービス(以下「本サ

ービス」といいます)の利用条件を定めたものです。 

 

2.当社は、必要と判断した場合、本規約を民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更する事が

あります。変更を行う旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時

期が到来するまでにウェブサイトへの掲示により周知します。 

 

3.当社は本サービスの適正な運営を目的とし、問い合わせ内容や、当社が提供するレッスン

内容等当社サービス内の情報などを録音並びに記録し、必要と判断した場合には画像又は

映像を収集し保管します。受講生(第 2条で定義します)は当社がこれらの情報を保管し、利

用する事に同意するものとします。 

 

第 2 条(本規約の適用範囲) 

1.本規約は本サービスの利用に関し、当社の本サービスの利用者(以下「受講生」といます)

に適用されるものとします。 

 

2.当社および購入者または受講生間において本規約とは別に個別の定め(以下「個別契約」

といいます)を定める場合は、個別契約の規定が優先するものとします。 

 

第３条(受講生) 

1.受講生は本サービス購入・利用にあたり、下記の事項に同意し、これを遵守するものとし

ます。 

 (１)本サービスの利用に必要な機材・端末・備品を保有している事。 

 (２)本サービスの利用に必要なソフトウェア、アプリケーション等の利用に支障がない 

事を確認する事。 

(2021 年 1 月現在利用するソフトウェア等は次の通り。Zoom、 

Google classroom、Google カレンダー、G mail) 

 (３)通信環境が本サービスの利用に支障がない事を確認する事。 

 (４)受講生が未成年の場合、親権者等法定代理人の同意を得る事。 

 (５)本サービスの利用料金については弊社 EC サイト(Stores)にて決済、または 

当社にて現金にて支払う。 

 (６)本サービスの提供する者には、当社及び当社の業務委託先の正社員、パート、アル 

バイト(以下「講師」といいます)が含まれている事。 



 (７)当社は購入者及び受講生に対して電子メールによる案内、通知、広告アンケート等 

   を実施することが出来る事 

 

２．本サービスの利用については、弊社 EC サイトにて各商品の購入手続を完了させた時、

又は、当社にてレッスン料を支払いした時に成約したものとします。 

 

3. 本冊子及び本サービスを購入した時に、本規約に同意したものとみなします。  

 

 

第 4 条(オンライン英会話サービス部分の不成立・取消) 

1.受講者は本サービスの最少催行人数に満たない場合、下記の様にオンライン英会話部分

の契約が取消されることに同意します。 

 

2.本サービスがレッスンの初日より起算して 10 日前までに最少催行人数に満たない場合、

本サービス部分の契約は不成立となり取消されます。 

 

3.本サービスにおける最少催行人数は 6 名となります。また、レッスンの初日とは弊社 EC

サイトの各商品の詳細に記入しております。 

 

4.最少催行人数に足りず、本サービス契約不成立場合には、本サービス部分の料金を返戻し、

本サービス部分の取消すものとします。 

 

5.返戻する料金は「7’s English(オンライン英会話クラス付き)」と「7’s English 冊子

単体」の差額(税別 12,000 円)となります。 

 

6.本サービス部分は取り消しとなっても、7’s English 冊子部分の契約成立については干

渉されないものとします。 

 

 

第 5 条(個人情報の取扱) 

1.当社は購入者の事前の承諾なく第三者に個人情報を開示しないものとします。ただし、 

 以下に、該当する場合はこの限りではありません。 

 

 (1)法令に基づく要請を受けた時。 

 (2)提供を拒む事によって公共の利益に反する問題が発生する場合であって、お客様 

ご本人の同意を得る事が困難である時 

(3)国の機関若しくは地方公共団体、またはその委託を受けたものが、法令の定める 



事務を遂行する事に協力する必要がある場合であって、お客様ご本人の同意を得る事 

によって当該事務の当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある時 

(4)当社の正当な権利行使に必要な時 

 

第 6 条(本サービスの利用期間) 

1.本サービスは全 12 コマ(３ヶ月：週に 1コマ×12 週)となります。 

2.1 コマは 50 分となります。 

3.レッスンの日時については、EC サイトの各商品○月スタートコースの詳細をご確認くだ

さい。 

4.レッスンの受講に際し、曜日・時間は固定して受講して頂きます。 

 

第 7 条（レッスン欠席） 

1.受講生の都合によるレッスンの欠席・遅刻の際には振替レッスンは致しません 

2.受講生がレッスンに遅刻した場合、授業の延長はございません。 

 

第 8 条(臨時休講) 

1.緊急時、警報発令時(台風、積雪、地震、津波など)、インフルエンザなどの感染病の流行、

社会情勢、経済事情、税制の変動等の諸般の状況の変化、法令の変更、本サービスに関する実情

の変化その他相当の事由があると認められる場合等やむを得ない場合、臨時休講させて頂くこ

とがあります。臨時休講のご案内はレッスン開始 1 時間前までにご連絡致します。その場

合、原則として振替レッスンはスケジュールの予備日を活用して実施致します。 

 

2.講師の都合(体調不良、不測の事故、慶弔時など)で休講となる場合は、前もって連絡致し

ます。その場合振替レッスンを設定致しますが、振替レッスン日・時間などご希望に添えな

い場合がございます。予め、ご了承ください。尚、スケジュールにより、振替レッスンの設

定が不可能な場合は、休講となってしまったレッスン回数分の受講料を速やかにご返金さ

せて頂きます(本サービスでは 1コマ(50 分)=税別\1,000 となります)。 

 

第 9 条(禁止行為) 

1.受講生は以下に定める行為を行ってはなりません 

 (1)受講生が本サービスを利用する権利を他者に譲渡し、使用させ、売買し、質権を 

設定し又は担保に供する事。 

(2)パスワード等を第三者に譲渡、貸与等する事又は第三者に使用させる事。 

(3)当社又は講師その他第三者の名誉、信用、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、 

商標権、肖像権、プライバシーを侵害する事。 

(4)違法行為、公序良俗に反する行為。 

(5)本サービスの運用を妨げる行為。 



(6)本サービスを営業行為、営利目的及びその準備に利用する行為。 

(7)本サービスの他の受講生・講師に違法行為を勧誘又は助長する行為。 

(8)本サービスの他の受講生・講師が経済的・精神的損害、不利益を被る行為。 

(9)犯罪行為及び犯罪行為に結びつく行為。 

(10)レッスンの進行を妨げる行為、又はレッスンの受講に不適当な行為。 

(11)レッスン中に飲酒・喫煙をする行為。又は泥酔状態でレッスンを受講する行為。 

(12)過度に肌の露出をする行為、肌の露出を伴うコスチュームや下着姿など、講師に対 

して不安又は負担を与える行為。 

(13)レッスンの内容、画像、動画及び音声並びに当社に対する問合せ内容及び、当社か 

らの解答を当社に無断で公開する行為、又はその恐れのある行為。 

(14)講師に対して宗教、政治結社、マルチ商法等の勧誘をする行為。 

(15)電子メールの送受信を含め、オンライン、オフラインを問わず、受講生本人または 

その代理人が講師と個人的に接触しようとする行為。 

(16)講師に当社の競合たりうるサービス・企業等へ勧誘する行為。 

(17)当社又は講師へ暴言・脅迫・わいせつな表現・差別行為または業務の進行を妨げる 

行為 

(18)レッスンに受講生以外の当社が許可していないものを参加させる行為。 

(19)その他、当社が不適当と判断する行為。 

 

 

2.前項の禁止行為に該当するか否かの判断は、当社の裁量により判断されるものとします。 

なお、本項の判断について当社は説明責任を負うものではありません。 

 

3.当社は、前項の判断に起因して利用者が損害または不利益等を被った場合、当社に重大な

過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。 

 

4.申込者は第 1 項に違反する行為に起因して当社または第三者に損害が生じた場合、全て

の法的責任を負うものとします。 

 

 

 

第 10 条(免責事項) 

1.当社は、受講生の特定の目的に適合する事、期待する機能・効果、商品的価値、正確性、

有用性等を有する事に何ら保証するものではありません。 

 

2.本規約第 4条(本サービス部分の不成立・取消)における当社の集客義務。 

 



3.本サービスにて利用するソフトウェア・アプリケーション等の安全性。 

 

4.中途解約等、一度頂いた料金に関しては(当社に重大な過失がある場合を除き)、返金致し

ません。 

 

第 10 条(その他) 

1.当社と受講生の連絡方法は、原則として電子メールによるものとします。 

 

2.本サービスにおいての日時は全て日本時間(GMT+9：00)によるものとします。 

 

3.本サービス内の時間の計算は当社の時間を基準とします。 

 

4.本サービスの利用に関して、本規約または当社の指導により解決できない問題が生じた

場合には、当社と購入者のとの間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとしま

す。 

 

5.本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。また、当社及び購入者が、本冊子

若しくは本規約に起因または関連して当社と購入者の間で生じた紛争の解決について、那

覇地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする事にあらかじめ合意するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附則 

2021 年 01 月 28 日 制定・施行 

 


