
「D.Tokyo」利用規約

この利用規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社ビビビット（以下「当社」と
いいます。）が提供するデザインコーチングサービス「D.Tokyo」（以下「本サービス」と
いいます。）の利用に際して、全てのお客様（以下「ユーザー」といいます。）に適用さ
れる条件を定めたものです。ユーザーは、本規約に同意の上、本サービスを利用するもの
とします。

1. （本サービスの概要）
1. 本サービスは、専門の講師により、講義、課題添削・フィードバック、面談、ディ
スカッション等を行う、デザインのコーチングサービスです。カリキュラムや
サービス内容の詳細につきましてはこちらをご確認ください。

2. 当社は、本サービスの提供等にあたり、その全部または一部について、当社と提
携する第三者に委託する場合があり、ユーザーはこれを予め承諾するものとしま
す。

2. （申込み）
1. 本サービスの利用を希望するユーザーは、当社指定の方法により、当社に対して
本サービスの利用申込みを行うものとします。なお、ユーザーは、本サービスの
利用申込みを行うことにより本規約へ同意したものとみなされるものとします。

2. 当社は、本サービスの利用申込みを行ったユーザーについて次条に定める審査を
行い、当該審査に通過したユーザーの申込みのみ承諾するものとし、ユーザーは
これに予め合意するものとします。

3. 次条に定める審査を通過した後、当社が本サービスの利用申込みを承諾すること
により、ユーザーは、本サービスの利用を開始することができるものとし、ま
た、当社が講座毎に定める料金（以下「受講料」といいます。）を、当社の定め
る方法により支払うものとします。

4. ユーザーは、当社が求めた場合には、氏名・住所等、ユーザー本人であることを
特定・確認するための本人確認書類を速やかに当社に対して提出するものとしま
す。

5. 第1項にかかわらず、次の各号に該当するユーザーは、本サービスの利用申込みを
することはできず、当社は当該申込みを拒否することができます。また、申込み
後に次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合は、当社は当該ユー
ザーに対する本サービスの提供を中止することができます。この場合、当社は
ユーザーから受領済みの受講料を返金する義務を負いません。
① 未成年者
② 類似サービス提供の検討および実施に活用する目的で利用する者
③ 第17条第1項に定める反社会的勢力に該当する者
④ その他、本サービスを利用することが不適切であると当社が判断した者

3. （審査）
1. 当社は、本サービスの利用申込みを行ったユーザーについて、受講に適した経
験、スキル等を備えているかを判断するための審査（以下「本審査」といいま
す。）を行い、受講において求められる経験、スキル等に達していないと当社が
判断する場合、申込みをお断りすることができるものとします。当社は、本審査
での審査基準、判断理由等を開示しません。

2. 本審査において当社に提供された著作物の著作権はユーザーに留保されるものと
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し、当社は、当該著作物をユーザー（他のユーザーを含みます。）の本審査にお
いてのみ利用することができるものとします。

3. 本審査の結果にかかわらず、本サービスの利用申込みのために要した通信費、資
料作成費用等の費用はユーザーの負担とします。

4. （当社への提供情報）
1. ユーザーは、本サービス（本審査を含みます。）に関連して当社に提供するユー
ザー自身に関する全ての情報（以下「ユーザー情報」といいます。）について、
その内容の正確性、真実性、適法性等（知的財産権その他第三者の権利を侵害し
ていないことを含みますが、これに限られません。以下、同様とします。）の一
切について保証するものとします。これに反し、第三者からクレーム、異議申
立、損害賠償請求等がなされた場合には、ユーザーが自己の責任と費用において
処理・解決するものとします。

2. 本サービスの利用申込み後に前項への違反が発覚した場合は、当社はユーザーに
対する本サービスの提供を中止し、ユーザーを退会させることができるものとし
ます。この場合であっても、当社はユーザーから支払われた料金を返金する義務
を負わないものとします。

3. ユーザーは、当社に提供した情報に変更があったときは、直ちに当社が定める所
定の方法により変更手続をするものとします。ユーザーが本項に定める手続を
怠った場合、それにより被る不利益（当社からの通知の不到達等を含みますが、
これに限られません。）を負担する義務を負います。

4. 当社は、本サービスの提供のために、本サービスにおけるユーザーの行為および
ユーザー情報を閲覧することができるものとします。ただし、当社は、ユーザー
の行為を監視する義務を負うものではありません。 

5. （IDおよびパスワード）
1. 当社は、ユーザーに対して、本サービスを利用するために必要となるIDおよびパ
スワード（以下「ID等」といいます。）を発行する場合があります。

2. ユーザーは、ID等を善良なる管理者の注意をもって保管するものとし、第三者に
利用させ、または貸与もしくは譲渡してはならないものとします。

3. 当社は、ID等を利用して本サービスが利用された場合、ユーザー本人による利用
とみなすものとし、ID等の盗用、不正使用その他ユーザー本人以外の第三者によ
るID等の利用があったとしても、当該利用に起因してユーザーまたは第三者に生
じる損害について、当社は何らの責任も負わず、当該利用により当社に生じた損
害は全てユーザーが賠償するものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由
による場合は、この限りではありません。

6. （利用環境）
1. ユーザーは、本サービスを利用するために必要な端末（マイク、カメラを含みま
す。）、オペレーションシステム、通信手段、電力等を、ユーザーの費用と責任
で用意しなければなりません。

7. （第三者提供ソフトウェアの利用）
1. 当社は、ユーザーが本サービスの利用にあたって、受講および講師や他のユー
ザーとのコミュニケーションに必要となる、第三者が提供するサービスの利用を
求める場合があります。ユーザーは、当該サービスを利用しない場合においては
本サービスの一部を受けられないことを確認し、また、当該サービスを自己の費



用と責任において、かつ自身で当該サービスの利用規約等を確認の上利用するも
のとします。

8. （講義資料）
1. ユーザーは、講義中に講師から提供される資料（以下「講義資料」といいま
す。）を自己の責任において保存するものとします。ユーザーは、当社がユー
ザーからの求めに応じ講義資料を再提供できない場合があることについて、予め
承諾します。

9. （退会）
1. ユーザーは、当社が別途定める手続きにより、いつでも本サービスのユーザー登
録を抹消し、退会することができるものとします。退会により、ユーザーは本
サービスの利用に関する一切の権利を失うものとします。本項に従い退会した場
合であっても、本規約に別段の定めがある場合を除き、ユーザーがすでに支払っ
た受講料の返金は一切受けられないものとします。

2. ユーザーが本サービスから退会した場合、当社はユーザー情報の一切を破棄・消
去することができるものとします。当該破棄・消去によりユーザーに損害が生じ
た場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。

10. （個人情報の取扱い）
1. 当社は、別途定めるプライバシーポリシーに従って、ユーザーの個人情報を適切
に取得、利用および管理し、または第三者への提供を行います。

11. （禁止行為等）
1. ユーザーは、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
① 虚偽・架空の情報を当社または当社の提携企業に提供する行為
② 講義その他ユーザーが視聴または参加するコンテンツならびにユーザー、講
師および他のユーザーの間のやりとり（音声、動画、テキスト等その形態を
問いません。）の録画および録音をする行為

③ 自己のアカウントを第三者に使用させる行為
④ 第三者の情報を不正に利用する行為
⑤ 本サービス内のコンテンツ（講義資料を含みます。以下同じ。）を本サービ
スの利用以外の目的に利用する行為

⑥ 本サービス内のコンテンツを第三者へ開示、公表または販売する行為もしく
は第三者が利用する端末へのダウンロード

⑦ 当社を介さず講師から直接講義を受ける行為
⑧ 本サービスを自己のデザイナーとしてのスキルの向上以外の目的で利用する
行為

⑨ 当社、当社の提携企業および他のユーザーその他第三者を誹謗、中傷、脅迫
等する行為

⑩ 当社または当社の提携企業の信用もしくは名誉を毀損する行為および営業を
妨害する行為ならびにそれらのおそれのある行為

⑪ 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措
置に違反する行為

⑫ 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為
⑬ 当社または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、その他法令上
または契約上の権利を侵害する行為

⑭ 本サービスの利用を通じて入手した情報に基づき自己または第三者のために



営業する行為
⑮ 本サービスの利用を通じて入手したあらゆる情報の逆アセンブル、逆コンパ
イル、リバースエンジニアリング、その他本サービスのソースコード、構造、
アイデア等を解析する行為

⑯ 本サービスのネットワーク、システム等に過度な負荷をかける行為
⑰ 本サービスを複製、改変、翻案、他のソフトウェアと結合等する行為
⑱ 本サービスに組み込まれているセキュリティデバイスまたはセキュリティ
コードを破壊するような行為

⑲ 当社に対してコンピュータウイルス等の不正なプログラム等を送信する行為
⑳ その他当社が不適当と認める行為

2. 当社は、ユーザーが本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがあると当社
が判断した場合、または前項に定める禁止行為を行った、もしくは行うおそれが
あると当社が判断した場合、ユーザーの本サービスの利用を停止または終了させ
ることができるものします。

3. 前項に基づき、当社がユーザーの本サービスの利用を停止または終了させたこと
により、ユーザーが損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負わないものと
し、ユーザーは、すでに支払った受講料の返金は一切受けられないものとしま
す。

12. （知的財産権）
1. 本サービス、本サービスを提供するWebサイト、本サービス内の情報、コンテン
ツ等の著作権、商標権その他知的財産権は、ユーザーが受講の過程で当社に提供
した著作物の知的財産権を除き、当社または正当な権利を有する第三者に帰属し
ます。

2. ユーザーは、自身が作成した情報、コンテンツ等を当社に提供する場合、当該情
報、コンテンツ等が、第三者の著作権、商標権その他知的財産権その他一切の権
利を侵害するものでないことを当社に対して保証するものとします。これに反
し、第三者からクレーム、異議申立、損害賠償請求等がなされた場合には、ユー
ザーが自己の責任と費用において処理・解決するものとします。

3. ユーザーは、自身が作成した情報、コンテンツ等を当社に提供した場合、当社ま
たは当社の提携企業が本サービスの提供のために必要な範囲で、当該情報、コン
テンツ等を利用することを無償で許諾するものとします。ユーザーは、当社また
は当社の提携企業による当該利用について、著作者人格権を行使しないものとし
ます。

13. （非保証）
1. 当社は、明示的であるか否かを問わず、本サービスの提供について、次の各号の
事項を保証しません。
① ユーザーの想定するデザインスキルの向上等、特定の目的に適合する結果が
実現すること

② 本サービスを通じて得られる一切の情報の正確性、真実性、適法性、有用性
等

③ 本サービスを提供するWebページまたはシステムにエラー、バグ、その他障
害がないこと

④ 本サービスが第三者の著作権、商標権その他知的財産権を侵害していないこ
と

⑤ 本サービスのサーバー等にウィルスその他有害成分がないこと



⑥ 本サービスに関して与えられる国や地方公共団体その他の組織による当社ま
たはユーザーへの認定および評価に関して、その付与もしくは付与されない
こと、または廃止もしくは変更等が行われないこと。

14. （秘密保持）
1. ユーザーは、本サービスに関連して知り得た当社の技術、営業、業務、財務、組
織、その他の事項に関する情報を当社の書面による承諾なく利用し、または第三
者に提供、開示もしくは漏洩しないものとします。ただし、次の各号に該当する
ものは、秘密情報に該当しないものとします。
① 当社から知得したときに、既に公知となり、または既に知得していたもの
② 当社から知得した後、自己の責めに帰さない事由により公知となったもの
③ 正当な権限のある第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したも
の

15. （本サービスの停止、廃止等）
1. 当社は、次の各号の事由が発生した場合、ユーザーに対して事前通知することな
く、本サービスの提供を停止することができるものとします。
① 本サービスを提供するためのシステム、インフラ等の保守・点検
② 本サービスを提供するためのシステム、インフラ等の障害
③ 地震、津波等の天災、公的機関の作為・不作為等の不可抗力
④ その他当社が必要と判断した場合

2. 当社は、ユーザーに対して1か月以上前に通知することで、本サービスを改廃する
ことができるものとします。

3. 前二項に基づき当社が本サービスを停止または廃止したことによりユーザーが損
害を被った場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。

4. ユーザーが申し込みを行った講座もしくは受講中の講座について、講師の都合に
より講座が中止となった場合、または講師が変更となり、当該変更を理由にユー
ザーが受講の中止を申し出た場合、当社は、ユーザーの受講期間に応じ、受領済
みの受講料をユーザーに返金します。

16. （本規約の変更）
1. 当社は、本規約を変更する場合、変更する旨、変更後の内容および変更の効力発
生時期を本サービスにかかるWebサイトへの掲載その他適切な方法により周知
し、またはユーザーに通知することにより、本規約を変更することができるもの
とします。ただし、法令上、ユーザーの同意が必要となる変更を行う場合は、当
社所定の方法でユーザーの同意を得るものとします。

17. （反社会的勢力の排除）
1. ユーザーは、反社会的勢力（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、総会屋等、社会運動等標
ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。）に
該当しないこと、また暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を
行わないことを、将来にわたっても表明するものとします。かかる表明に違反し
た場合には、異議なく本サービスの提供の終了を受け入れるものとします。

18. （契約上の地位の譲渡の禁止）
1. ユーザーは、当社の書面による事前の承諾がない限り、本規約に基づく契約上の
地位または当該契約に基づく権利または義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡



し、引き受けさせもしくは相続させることはできず、または担保の用に供しては
なりません。

19. （不可抗力）
1. 天変地異、ネットワーク上の障害、通常講ずるべきウィルス対策では防止できな
いウィルス被害その他当社の責によらない事由によって本サービスの提供が遅延
し、または困難もしくは不能となった場合、これによってユーザーに発生した一
切の損害について、当社は責任を負わないものとします。

20. （免責）
1. 本サービスの利用に関連して、ユーザーが損害を被った場合、通常損害の範囲
（予見可能性の有無にかかわらず、いかなる場合であっても特別損害、間接損
害、逸失利益等は含まれないものとします。）に限り、当該損害を賠償する責を
負うものとし、かつ当社がユーザーから受領した受講料を上限とします。ただ
し、当該損害が当社の故意または重大な過失に起因する場合は、本条に定める責
任制限は適用しません。

21. （違反の是正）
1. 当社は、ユーザーが本規約に違反して、本サービスを利用していると認めた場
合、本規約において定める他、当社が必要かつ適切と判断する措置を講じること
ができます。ただし、当社は、当該違反を防止または是正する義務を負いませ
ん。当社は、本項の措置により、ユーザーに生じた損害について一切責任を負い
ません。

22. （合意管轄等）
1. 本規約は日本国の法令に準拠し、解釈されるものとし、本サービスおよび本規約
に関する紛争は、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。

株式会社ビビビット
2020年　12月　15日　制定


