「TECH PLAY Academy プログラミングブートキャンプコース」利用規約
本規約は、パーソルキャリア株式会社（以下「当社」といいます。
）が提供する TECH PLAY Academy サービスの内、オンライン
プログラミングブートキャンプコース（以下「本サービス」といいます。
）を会員にご利用いただくにあたっての利用条件、利用上
の禁止事項、及び会員と当社の権利義務関係等を定めるものです。

第 1 条 規約の適用
1.

本規約は、会員及び当社間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。

2.

当社が本サイト上に掲出する本サービス利用上のルール（以下「掲出事項」といいます。
）は、本規約の一部を構成するもの
とします。

3.

本規約の内容と、掲出事項その他本規約外の規定等とが異なる場合には、本規約の規定が優先して適用されます。

4.

会員は、本サービスの利用に関し、本規約を遵守するものとします。本サービスを利用した会員は、本規約に同意したものと
みなされます。

第 2 条 定義
本規約において使用する以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有します。
(1)

「会員」とは、第 3 条に基づき、本サービスの利用者として登録された自然人をいいます。

(2)

「開講期間」とは、利用開始日から 16 週間を経過するまでの日をいいます。

(3)

「関連サービス」とは、本サービスの提供又は利用に際し当社又は会員が利用するサービスで、当社以外の者が提供す
るものをいいます。

(4)

「システム等」とは、本サービスを提供するためのインフラ、ネットワーク及びシステムなどを総称していいます。

(5)

「商標等」とは、商標、ロゴ及びサービスマーク等を総称していいます。

(6)

「登録希望者」とは、本サービスの利用を希望する自然人をいいます。

(7)

「秘密情報」とは、本サービスに関連して、会員が、書面、口頭又は記録媒体等により当社から開示され又は知り得た、
当社の技術、営業、業務、財務、組織その他の事項に関する全ての情報を意味します（本サービスの内容及び本サービ
スの教材を含みますが、これらに限りません。
）
。但し、開示され又は知り得る前に会員が保有していたもの、会員の責
に帰せざる事由により公知となったもの、会員が秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に取得したもの、及び開
示され又は知り得る情報によることなく会員が単独で開発したものは、秘密情報に該当しないものとします。

(8)

「本サイト」とは、当社が運営する本サービスの申し込み等を行うウェブサイト（https://techplay.jp/academy 及びそ
れ以下を指し、以下「LP サイト」といいます。
）及びレッスンサイトをいいます。

(9)

「利用開始日」とは、当社が当該募集に際して、開講日として定めた日をいい、LP サイトに表示します。

(10) 「利用契約」とは、第 3 条に基づき、登録希望者が本規約に同意の上、当社に本サービス利用の登録を申請し、当社が
登録を認める旨を通知することにより、会員及び当社間で成立する、本サービスの利用に関する合意をいいます。
(11) 「レッスンサイト」とは、関連サービスの 1 つであって、レッスンを提供するウェブサイトをいいます。

第 3 条 登録
1.

登録希望者は、当社が運営する TECH PLAY サービスに会員登録をした上で、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の
定める一定の情報（以下「登録情報」といいます。
）を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サー
ビス利用の登録を申請することができます。

2.

登録を申請することができるのは、その会員となる本人に限ります。

3.

登録を申請することができる者の資格・条件は、以下の通りです。
(1)

満 18 歳以上の自然人であること。未成年者である場合は、その法定代理人の同意を得ていること。

(2)

電子メールアドレスを保有していること。

(3)

TECH PLAY サービスに登録済みであること。
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4.

(4)

過去、現在及び将来にわたって、暴力団等の反社会的勢力に所属せず、これらのものと関係を有しないこと。

(5)

その他、当社が別途定める条件に該当しないこと。

当社は、募集期間終了後速やかに、登録を申請した登録希望者について、所定の審査を行い、また申請数が募集人数を上回っ
た場合には抽選等を行った上で、登録を認める登録希望者に対し、その旨通知します。当社は、登録の審査内容及び審査結果
の理由およびその過程等につき、説明する義務を負いません。

5.

当社が前項の通知を発信したことをもって、登録希望者の登録完了とします。登録完了時に、利用契約が会員及び当社間に成
立するものとします。会員は、第 5 条に従った受講料の支払い及び第 6 条に従った通知を行うことにより、本サービスを利
用することができるようになります。なお、会員が、当社が定めた期間内に受講料の支払いを行わない場合、会員による登録
の申請は無効となり、利用契約は成立時に遡って効力を失うものとします。

6.

会員は、真実かつ正確な情報のみを登録するものとします。登録情報に変更が生じた場合、会員は、当社の定める方法により、
遅滞なく当社に通知するものとします。全ての登録情報の正確性・真実性・最新であること等については、会員が責任を負う
ものとし、これらの一部又は全部が満たされなかったことにより会員に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いませ
ん。

第 4 条 サービス内容
1.

2.

当社は、本サイトにおいて、受講料を支払った会員に対し、開講期間中、以下の態様により、本サービスを提供します。
(1)

レッスンサイトへのアクセスを許可し、掲載されたコンテンツを閲覧させること

(2)

プログラミングコードを書く機会を提供すること

(3)

関連サービスを利用して、講師がアドバイスを提供し、又は会員間で情報交換を行わしめること

講師は、途中で変更となる場合があります。

第 5 条 受講料及び支払方法
1.

会員は、登録完了後、当社が定める期間内に受講料を支払うことにより、本サービスを利用することができます。

2.

受講料の支払い方法は、 LP サイトに定める事業者を通じたクレジットカード払いによるものとします。なお、クレジットカ
ードについての情報は、LP サイトに定める事業者が取得及び保存しており、当社は、クレジットカードについての情報を当
社サーバ内に一切保存しません。

3.

当社は、本規約に定める場合を除き、理由の如何を問わず、既に支払われた受講料を返還せず、会員はこれに予め同意します。

第 6 条 ID 及びパスワードの発行及び管理
1.

会員は、受講料の支払完了後、当社の指定する関連サービスにアカウントを開設し、当該アカウント情報を当社に通知するも
のとします。会員が、当社の定める期限までにかかる通知を行わない場合、当社は、本サービスの利用に必要な ID 及びパス
ワードを発行できませんので、必ず期日までにアカウントを開設の上、当社にご通知ください。

2.

当社は、前項の通知を受けた後、レッスンサイトにアクセスするための ID 及びパスワードを発行し、会員に対し通知するも
のとします。

3.

当社又はレッスンサイトの提供者が会員に対して発行した ID 及びパスワードを使用できるのは、会員本人に限ります。会員
は、ID・パスワードを第三者に利用させ、又は第三者に貸与若しくは譲渡してはならないものとします。ID・パスワードが使
用された場合、当社は、当該使用は会員による使用であるとみなします。

4.

会員は、ID・パスワードを自己の責任で適切に管理し、第三者による盗用又は不正利用を防止する措置を講じるものとします。

5.

ID・パスワードの管理不十分、使用上の過誤、又は第三者の使用等により発生した損害に関する責任は会員が負うものとし、
当社は一切の責任を負いません。

6.

会員は、自己の ID・パスワードの盗用又は第三者による使用等が判明した場合、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に
従うものとします。
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第 7 条 禁止事項
会員は本サービスの利用にあたり、以下各号の一に該当する行為、又は該当するおそれのある行為をしてはなりません。
(1)

法令、本規約又は利用契約に違反する行為

(2)

当社、講師又は他の会員その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為

(3)

公序良俗に反する行為

(4)

当社、講師又は他の会員その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉その他の権利又は利益を侵害する行
為

(5)

講師に対する嫌がらせ、不良行為、その他本サービスの運営を妨害する一切の行為

(6)

講師の雇用条件、住所又はインターネット回線など、当社が開示していない情報を詮索する一切の行為

(7)

本サービスを介さずに講師又は他の会員と接触しようとする行為

(8)

講師又は他の会員に対するストーキング行為又は誹謗中傷行為

(9)

講師と直接契約を結び、本サービス外でレッスンを受講する行為

(10) リバースエンジニアリング
(11) システム等に過度な負荷をかける行為
(12) 本サービスに接続しているシステム全般に権限なく不正にアクセスし又は当社設備に蓄積された情報を不正に書き換え
若しくは消去する行為その他当社に損害を与える行為
(13) 故意に虚偽のデータ等を公開し又は投稿する行為
(14) 講師又は他の会員の情報の収集を目的とする行為
(15) 当社、担当講師又は他の会員その他の第三者に成りすます行為
(16) 他の会員の ID 又はパスワードを利用する行為
(17) 当社が事前に許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
(18) 反社会的勢力等への利益供与行為
(19) 面識のない異性との出会いを目的とした行為
(20) 本サービスを連続して 2 週間以上受講しないこと
(21) 当社からの問い合わせ等に合理的期間以上無回答でいること
(22) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
(23) 本サービスの趣旨・目的に反する行為
(24) その他、当社が不適切と判断する行為

第 8 条 知的財産権
1.

本サイト、本サービス及び本サービスに関連して提供される情報等に関する一切の知的財産権は、当社又は当社にライセンス
を許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、当社又は当社にライセンスを許諾している者の
当該知的財産の使用許諾を意味するものではありません。

2.

会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本サービス及び当社の提供する情報等の複製、翻案、改変、譲渡、貸与、その他
当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為（逆アセンブル、逆コンパイル、リバ
ースエンジニアリングを含みますが、これらに限りません。
）をしてはなりません。

3.

本サービス上、商標等が表示される場合がありますが、当社は、会員その他の第三者に対して、商標等を譲渡し、又はその使
用を許諾するものではありません。

第 9 条 秘密保持
1.

会員は、秘密情報を本サービスの利用目的以外の目的で使用してはならず、当社の書面による事前の承諾なく、第三者に対し
秘密情報を開示してはなりません。

2.

会員は、当社の書面による事前の承諾なく、秘密情報の複製物を作成してはなりません。会員が当社の承諾を得て作成した秘
密情報の複製物は、秘密情報として取り扱うものとします。
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3.

第 1 項の定めにかかわらず、会員は、法令に基づき官公庁から開示を求められた場合、秘密情報を開示することができます。
但し、会員は、開示を求められた場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。

4.

会員は、当社から求められた場合はいつでも、速やかに、当社の指示に従い、秘密情報を返却又は廃棄しなければなりません。

第 10 条
1.

当社の責任等

当社は、本サービスが会員の目的に適合すること、及び効果が得られることを保証するものではありません。当社は、本サー
ビスの利用によって、会員の転職が成功することを保証するものではありません。

2.

当社は、本サービスに関連して提供される情報が、会員の期待する機能、商品的価値、正確性、有用性又は完全性を有するこ
と、会員に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、不具合を生じないこと、適法に利用可能であること、
当社以外が提供するサービス等の利用規約に適合すること、及び第三者の権利を侵害しないことを保証するものではありま
せん。

3.

当社は、本サービスがすべてのパソコン等に対応していることを保証するものではありません。会員は、本サービス利用開始
時に対応していた場合でも、OS のバージョンアップ等に伴い本サービスの利用に不具合が生じる可能性があることを予め了
承するものとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に、プログラム修正等によって当該不具合を解消することを保証す
るものではありません。

4.

会員は、関連サービスの利用規約変更等に伴い、本サービスの一部又は全部の利用が制限される可能性があることを予め了承
するものとします。

5.

当社は、関連サービスを原因として会員に生じた損害につき一切の責任を負いません。

6.

当社は、情報取扱業務において通常講ずべき合理的なウィルス対策では防止できないウィルス被害、その他当社の責に帰すべ
き事由によらない火災、停電、天災地変等の不可抗力により、本サービスの提供に支障が生じ、又は本サービスの提供が困難
となった場合、これによって会員に生じた損害につき一切の責任を負いません。

7.

当社は本サイトにエラーその他の不具合がないこと、システム等にウィルスその他の有害な要素が含まれていないこと、その
他システム等に瑕疵がないこと等につき保証するものではありません。

8.

本サービス又は本サイトに関連して、会員と他の会員又は第三者（関連サービスの提供者を含みます。以下本項について同じ
です。
）との間において生じた取引、連絡及び紛争等について、当社は一切責任を負いません。本サービス又は本サイトに関
連して、会員と他の会員又は第三者との間に紛争が生じた場合、会員は、直ちにその旨を当社に通知するとともに、自己の責
任及び費用においてこれを解決するものとします。

9.

当社は、故意又は重過失による場合を除き、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、会員が本
サービスに送信したメッセージ又は情報の削除又は喪失、会員の登録抹消、登録情報の消失、本サービス利用による機器の故
障又は損傷、その他本サービスに関して会員が被った損害につき一切の責任を負いません。

10. 当社が責任を負う場合であっても、当社は、会員の損害につき、過去 12 か月間に会員が当社に支払った受講料の金額を超え
て賠償する責任を負いません。また、当社は、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害につ
いては、賠償する責任を負いません。

第 11 条

規約の変更

1.

当社は、当社の判断により、本規約をいつでも変更できます。

2.

当社は、本規約を変更した場合、当社の定める方法（本サイト上での掲載、又は会員が登録したメールアドレスへのメール送
付のいずれかとし、当社が選択できるものとします。
）により変更後の規約内容を会員に通知します。

3.

変更後の規約は、前項の通知の発信をもって直ちに有効となります。但し、通知内に発効日が記載されている場合には、当該
発効日をもって、変更後の規約が適用されます。会員が規約変更後も継続して本サービスを利用する場合、当該会員は、変更
後の規約に同意したものとみなされます。

第 12 条
1.

退会

会員は、当社所定の方法により当社に通知することで、本サービスから退会することができます。この場合、本サービスにお
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ける会員の設定情報、利用履歴情報、本サイト又は関連サービス上のメッセージ機能による交信履歴等はご利用いただけなく
なります。
2.

退会後に情報の復元等の要請をいただいた場合、当社は応じることはできません。

3.

当社に対して債務を負っている会員が退会する場合、当該会員は当社に対する債務の一切について当然に期限の利益を失い、
直ちに当社に対してすべての債務を弁済しなければなりません。

4.

当社は、会員の退会後も、当該会員が当社に提供した情報を保有し利用することができます。

第 13 条
1.

規約違反の場合の措置等

当社は、会員が以下各号の一に該当し又は該当するおそれがあると判断した場合、本サービスの全部若しくは一部の提供停止、
会員登録の削除、又は利用契約の解除をすることができます。
(1)

本規約に違反した場合

(2)

登録情報の全部又は一部に虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合

(3)

支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立て
があった場合

(4)

連続して 2 週間以上、本サービスの利用がなく、当社が相当な期間をもって利用再開の申入れをしたにもかかわらず会
員が合理的な理由なく応じない場合

(5)

当社からの問合せその他の回答を求める連絡に対して 30 日間以上応答がなく、サービス利用の意思がないと合理的に
判断される場合

(6)

第 3 条第 3 項の資格・条件を満たさない場合

(7)

会員が死亡し、又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合

(8)

過去に本サービス提供停止若しくは会員登録削除等の措置を受けたことがあり又は現在受けている場合

(9)

未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、本サービスの利用について法定代理人、後見人､
保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合

(10) 本サービスの運営・保守管理上必要であると当社が判断した場合
(11) その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合
2.

前項各号の一に該当した場合、当該会員は、当社に対する債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して
すべての債務を弁済しなければなりません。

3.

当社は、会員登録削除後又は利用契約解除後も、当該会員が当社に提供した情報を保有し利用することができます。

4.

当社は、本条に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害につき一切の責任を負いません。

第 14 条
1.

解除及び返金等

会員は、利用開始日の 3 営業日前までに当社に対し当社所定の方法により通知することにより、本契約を解除し退会すること
ができるものとします。会員が、当該通知時点までに受講料を支払済の場合には、当社は、受講料を返金します。

2.

当社の責に帰すべき事由に基づき本契約を解約する場合、会員は、解約希望日の 3 営業日前までに当社所定の方法により解約
理由を明示したうえで通知するものとします。この場合、当社は、受講料の一部を返還します。

第 15 条

サービスの変更・停止・廃止

1.

当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を変更、停止又は廃止することができます。

2.

前項の場合、当社は、合理的な期間を定めた上で、当社の定める方法（本サイト上での掲載、又は会員が登録したメールアド
レスへのメール送付のいずれかとし、当社が選択できるものとします。
）により、当該変更、停止又は廃止を会員に通知しま
す。

3.

前項にかかわらず、当社は、以下各号の一に該当する場合には、会員への事前の通知なく、本サービスの全部又は一部を一時
的に停止できるものとします。
(1)

システム等の保守、点検又は更新を定期的又は緊急に行う場合
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4.

(2)

突発的なシステム等の故障等が発生した場合

(3)

不測の事態により、本サービスの提供をすることが困難となった場合

(4)

その他、当社が停止を必要と判断した場合

当社は、前項による本サービスの停止が 48 時間を超えない場合は、一切の責任を負わないものとし、48 時間を超える場合
は、以下の算定式により算出された延長日数分、本サービスの利用可能期間を延長します。
延長日数＝（
「本サービス停止時間」−48） 24
※余りは切り上げ

第 16 条
1.

契約上の地位の譲渡等

会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約又は利用契約上の地位又は権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、
担保権の設定、その他の処分をすることはできません。

2.

当社が、本サービスの全部又は一部にかかる事業を他社に譲渡した場合（会社法上の事業譲渡に限らず、会社分割その他事業
が移転するあらゆる場合を含みます。
）には、本サービスの利用契約上の地位及び権利義務、会員の登録情報、利用履歴、そ
の他本サービスの利用に関する情報を、譲受人に譲渡することができます。会員は本項に定める譲渡について、予め同意する
ものとします。

第 17 条

規定の分離

本規約の一部が法令等により無効と判断された場合であっても、本規約の残りの規定については、継続して完全なる効力を有しま
す。

第 18 条

誠実協議

本規約及び利用契約の解釈に関する疑義、又は本規約若しくは利用契約に定めのない事項については、会員及び当社は、誠意をも
って協議の上これを解決するものとします。

第 19 条

準拠法及び裁判管轄

1.

本規約及び利用契約の準拠法は日本法とします。

2.

本規約、利用契約又は本サービスに関する一切の紛争については、東京簡易裁判所又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 20 条

個人情報の取扱いについての特則

登録希望者の情報については、当社の「個人情報の取扱いについて」(https://www.persol-career.co.jp/privacy/detail/)の他、本
サービスを提供する目的において、以下のとおり外国の第三者へ提供することがあります。

提供先（外国の第三者）

提供する情報等

レッスンサイト運営会社

【提供される場面】
本サイトの申込画面の操作により、情報が転送されます。
【提供される項目】
GitHub Inc,が提供する情報共有サービスである Git Hub のアカウント情報（登録名、
メールアドレス等）

2017 年 11 月 20 日施行
2018 年 3 月 26 日改定
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