「FULMA Academy」利用規約
「FULMA Academy」利用規約（以下「本規約」といいます。）は、FULMA株式会社（以下「当
社」といいます。）が提供する「FULMA Academy」（以下「本スクール」といいます。）の
サービスをご利用されるにあたり、遵守いただく事項を定めるものです。本規約は、受講者
および保護者（それぞれ第１条で定義します。）が本スクールのサービスをご利用される際
の一切の行為に適用されます。必ずお読みになり、同意の上、サービスをご利用ください。
第１条（用語の定義）
本規約で使用する用語を以下の通り定義します。
(1) 「クラス」：本スクールの講座をさします。
(2) 「受講者」：本スクールに参加する者および入学を希望する者
(3) 「保護者」：受講者の親、または親の代理の者
(4) 「諸料金」：クラス受講に係る入学金・受講料・機材レンタル費・教材費等（詳細
は別途定めます。）
第２条（保護者の責任）
1． 保護者は、本規約の内容すべてに同意し、本規約に基づく責任を全て負うものとしま
す。また、１９歳以下の受講者がクラスを受講するにあたって、保護者の氏名・住所等
の個人情報が登録された場合、保護者に販売促進メールやDMが送付されることがありま
す。
2． 当社は、受講者または保護者のクラスへの通学中の安全確保や事故トラブル等の対応に
ついて、責任を負わないものとします。
3． 保護者は、クラス終了後の待ち合わせ場所を事前に決めるものとし、クラス終了後３０
分以内に迎えにくるものとします。万が一、迎えの到着がクラス終了後３０分を超えた
場合、当社は、可能な範囲で保護者が到着するまでの間、当社スタッフが受講者に付き
添いますが、これを保証するものではありません。
4． 当社は、クラスにおいて、お菓子等を配布する場合があります。配布するお菓子等には
小麦・乳・大豆・えび・卵などが含まれている場合があり、また、クラスによっては会
場内外の飲食店等にて食事をする場合があります。そのため、受講者に食物アレルギー
や持病等がある場合、保護者は、入会時にその内容について必ず申告するものとし、事
前の申告が無かった場合、当社は、当該受講者に食物アレルギーや持病等がないものと
して対応し、それに起因して発生する受講生の損害について責任を負いかねますのでご
留意ください。また、受講時の付き添いや持病の薬の持参等がある場合は、当社に事前
に申告していただき、当社と保護者で対応を検討するものとします。
5． 保護者は、受講中の受講者の脱水症防止のため、各自で飲み物を持参するものとしま
す。
第３条（登録情報）
1． 登録情報の変更
保護者は、申し込んだ受講者および保護者の個人情報の内容（氏名、電話番号、メール
アドレス等）に変更があった場合には、速やかに変更手続きを行ってください。変更手
続きがない場合は、本スクールからご連絡が出来ないことがありますが、これに起因し

て、受講者および保護者がクラスを受講するに際し何らかの損害を被った場合でも、当
社は責任を負わないものとします。
2． 電子メールやFULMA公式LINEによるお知らせや情報案内について
本スクールの保護者は、申込みの完了と同時に、以下の電子メールまたはFULMA公式
LINEの連絡を受け取ることに予め承諾するものとします。
(1) クラス内容の変更・中止等に関する重要なお知らせ
(2) 本規約の重要な変更に関するお知らせ
(3) 新規クラスの開催等のお得な情報、アンケート情報、その他の販売促進メール
第４条（本スクールの受講について）
1． 受講者の申込みおよび保護者による代行について
本スクールの申込みにあたっては、当社の指定する申込用紙に必要事項をご記入いただ
きます。受講者の申込み行為のすべてを保護者が代行し、受講者の責任事項はすべて保
護者の責任とします。また、緊急連絡先等、保護者についての必要項目も登録いただき
ます。
2． 諸料金のお支払いについて
クラスの諸料金のお支払い方法は、原則口座振替です。口座振替のお手続きが完了する
までは銀行振込をお願いいたします。毎月の諸料金のお支払い期日は以下のとおり定め
ます。
口座振替によるお支払い期日：翌月分の諸料金を当月２７日まで（自動引き落とし）
（入学金は初回の受講料支払時に併せてお支払いいただきます。）
※なお、あらかじめ当社にご連絡いただくことで受講料の月謝払い、一括払いのいずれ
かを選択可能です。
3． クラスの年度途中または月途中でのお申込みについて
年度途中または月途中よりクラスの受講を開始する場合であっても、予め当社が定める
諸料金をお支払いいただきます。但し、契約終了日において、契約開始日から契約終了
日までの期間に受講可能であったクラスの回数に１クラスあたりの受講料を乗じた金額
と、保護者が契約終了日までに当社に支払った金額との間に差異が生じた場合は、第５
項に規定する方法により精算を行います。
4． クラスの中途解約について
クラスを解約する場合は、所定の書面によるお申し出が必要です。お申し出日に応じて
次の時期を契約終了日と定めます。
(1) 当月１０日までに申告を行った場合：当月末日
(2) 当月１１日以降翌月１０日までに申告を行った場合：翌月末日
5． 契約終了時の追加支払い・返金について
契約終了日において、契約開始日から契約終了日までの期間に開催されたクラスの回数
に１クラスあたりの受講料を乗じた金額と、保護者が契約終了日までに当社に支払った
受講料を比較し、前者が後者を上回る場合、保護者は当社に対してその差額を支払い、
前者が後者を下回る場合、当社は保護者に対してその差額をご返金するものとします。
ご返金は原則保護者の指定する銀行口座に振り込みます。振込手数料は保護者の負担と
いたします。
6． 入学金の返金はいかなる場合であっても致しかねます。
7． 当社は受講者および保護者に対し事前に通知し、受講者および保護者から承諾を得るこ
となく、いつでも任意に、クラスのカリキュラムの内容または名称を変更することがで
きるものとします。

第５条（受講に関する注意事項）
1． 当社は、クラスを受講中の受講者の傷病防止には最善の注意を払いますが、万一の発生
時には、以下のとおり対応いたします。
(1) 軽微な怪我に関しては、応急処置もしくは安静措置のみ行わせていただきます。
(2) 症状が重篤と思われる場合は、近隣医院の受診または救急車の手配を行います。対
象となる受講者の保護者に対して予めご登録いただいた緊急連絡先へ連絡をいたし
ますが、緊急連絡先への連絡が取れず、かつ急を要する場合はこの限りではありま
せん。受講者および保護者の登録情報の「緊急連絡先」の内容は常に最新の状態に
なるようご注意ください。
2． 受講者にインフルエンザ等の感染症の疑いがある場合、または感染症と医療機関で診断
された場合は、他の受講者への感染を防ぐため、症状が治まるまで来校しないようにお
願いいたします。
3． 受講者同士のトラブルにより、受講者にお怪我等が発生した場合、当社は一切の責任を
負いません。
4． 貴重品等は、必ず受講者ご自身で管理してください。万一盗難や紛失等が生じた場合で
あっても当社は一切責任を負いませんので、ご了承ください。なお、受講者の持ち物に
は必ず氏名を記入するようお願いいたします。
5． 各クラスの進行を著しく妨げ、他の受講者のご迷惑になる受講者は、クラスの受講中で
あっても退室をしていただく場合がございます。なお、この場合であっても受領済みの
受講料の返金は行いません。
6． 受講者および保護者は、本スクールのご利用に際して、以下の各号に定める行為を行っ
てはならないものとします。
(1) 犯罪行為に結びつく行為
(2) 良識に欠ける行為や、品位に欠ける行為
(3) 当社および第三者の商標権、著作権、著作者人格権等の知的財産権、肖像権および
パブリシティ権等を含む、他のお客様、または第三者の権利を侵害する、またはそ
の恐れのある行為
(4) 他の受講者および保護者、当社従業員、その他第三者を中傷したり、名誉を傷つけ
たりする行為
(5) 他の受講者および保護者、当社従業員などに対し暴力をふるう等の行為
(6) 社会倫理や法令に反する行為
(7) 当社の承諾のない商業行為や勧誘行為
(8) 個人、法人問わず、自らまたは組織等を偽る行為
(9) 宗教団体もしくはそれと同視し得る団体への勧誘、布教、寄付等を求める、または
その恐れのある行為
(10) 当社および本スクールの内容の無断転載、改変または再配布をする行為
(11) 当社の商号、商標またはロゴマーク等を用いて、利用者と当社の間の提携関係
の存在、または利用者に対する代理権等の付与を誤認させる行為
(12) その他、当社が不適切と判断する行為
7． 受講者および保護者が、前項に違反したと当社が判断した場合には、当スクールの受講
停止、体験会の退出処分、退会処分、その他当社が適切と判断する措置をとることがで
きるものとします。
8． 会場の家具・備品類、当社が貸し出す機材について、故意または過失により破損・汚損
した場合、損害賠償の他、原状回復にかかる費用を負担いただきます。
9． 会場での飲食については、当社が予め許可した場合のみ可能です。

10．当社は、受講中の受講者および保護者の写真・動画等の撮影を行う場合があります。撮
影した受講者および保護者の写真・動画等は、当社ホームページや当社の制作する告
知、販促物等に使用する場合があり、受講者および保護者は予めこれを了承するものと
します。受講者および保護者は、写真・動画等の撮影およびその使用を拒否する場合
は、入会時、または体験会申込時に必ず申告するものとします。当社は、事前の撮影・
使用拒否の申告がなかった場合、写真・動画等の撮影およびその使用に同意されたもの
とみなします。
11．受講者および保護者は、受講中に、テレビ、新聞、ラジオ、ウェブメディア等の取材が
行われる場合があることを了承し、当該取材を拒否する場合は、当社スタッフまたは取
材者に、事前に申告するものとします。当社は、受講者および保護者から申告が無かっ
た場合、当該取材に同意したものとみなします。
12．保護者は、受講中の写真・動画等を撮影する場合や、撮影した写真・動画等をインター
ネット等に公開する場合には、他の受講者および保護者の顔や個人情報等が写らないよ
うにする、または、撮影やインターネット上の公開に同意を得て行うものとします。
13．本スクールのサービスに関わらないお問い合わせには対応いたしかねます。本スクール
への来校前や、下校後のことなど、本スクールの管理外の内容にはお答えできませんの
であらかじめご了承ください。
第６条（個人情報について）
1． 個人情報のお取り扱い
本スクールにおける受講者および保護者の個人情報は、当社が取得・保有いたします。
2． 個人情報の項目
(1) 申込みの際の以下の登録事項（変更のお申し出の内容も含みます。）
１）氏名、カナ氏名、生年月日、性別、電話番号、住所、小学校名、
電子メールアドレス、LINE@
２）保護者氏名、保護者カナ氏名、続柄、緊急連絡先電話番号
３）その他、当社が指定する事項
(2) 本スクールのサービスご利用の履歴
(3) クラスの予約、予約の変更およびキャンセル、受講料お支払いの有無、受講歴等
(4) アンケート等により、受講者として提供された事項
(5) 口座番号
(6) その他の記述または個人別に付与された番号・記号その他の符号
(7) 画像または音声によりその個人を識別できるもの
(8) ご意見、ご要望、お問い合わせの内容
3． 利用目的
(1) 本スクールが提供するサービスの円滑な運営のため
(2) 本スクールのクラスの内容をより良くするため
(3) 受講者または保護者へのフィードバックのため
(4) 保護者に対する、電子メールを含む通知手段によるスクールの連絡およびクラス提
案のため
(5) 保護者に対する、電子メールを含む通知手段による当社のサービスや商品提案のた
め
(6) 受講者および保護者からのご意見、ご要望、お問い合わせ等に対する適切な対応の
ため
(7) その他上記各利用目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的
※上記利用目的に基づく受講者の個人情報の利用に関しては、受講者が１９歳以下の場合、

保護者による同意を取得の上実施するものとします。
4． 個人情報に関する問い合わせ方法
受講者および保護者が自己の個人情報について、個人情報保護法またはその関連法令に
基づく利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去、または第三者へ
の情報提供の停止を求める場合には、末尾に記載するお問い合わせ窓口までお問い合わ
せください。所定の手続きを行っていただければ、ご請求の内容について確認の上、適
切な処理を実施し、開示については書面または受講者および保護者に同意をいただいた
方法で、その他の措置の結果については電話または電子メール等により、遅滞なく回答
させていただきます。
第７条（著作権、財産権その他の権利）
1． 当社のコンテンツおよび個々の情報､商標､画像､広告､デザイン等に関する著作権､商標
権その他の知的財産権、およびその他の財産権は全て当社または正当な権利者に帰属し
ています｡
2． 当社において使用されている全てのソフトウェアは､知的財産権に関する法令等により
保護されている財産権および営業秘密を含んでいます｡
3． 受講者および保護者は､当社若しくは著作権その他の知的財産権およびその他の財産権
を有する第三者から利用･使用を許諾されている場合､または､法令により権利者からの
許諾なく利用若しくは使用することを許容されている場合を除き、当社および本スクー
ルの内容について複製､編集､改変､掲載､転載､公衆送信､配布､販売､提供､翻訳・翻案そ
の他あらゆる利用または使用を行ってはなりません｡
4． 口コミ等による当社のサービスの転載・引用は、原則として当社または正当な権利者の
み行うことができるものとし、受講者および保護者による転載・引用は、事前に当社へ
申請し、転載･引用の表現内容等について当社の確認を受けた上で当社が承諾した場合
に限り、著作権法第３２条で定められた適正な引用の要件を満たす形式で、行うことが
できるものとします。
5． 当社から転載・引用の許可を得た受講者および保護者は、転載・引用時に、権利所有者
である当社の本スクール名およびURLを明記するものとします。
6． 受講者および保護者が前各項に反する行為によって被った損害については､当社は一切
の責任を負わないものとします｡また､受講者および保護者がこれらの行為によって利益
を得た場合､当社はその利益相当額および当社が損害を被った場合の損害相当額を請求
する権利を有するものとします｡
第８条（退会・除名について）
1． 本スクールの退会をご希望の場合は、末尾に記載するメールアドレスまでお申し出くだ
さい。
2． 本スクールの退会手続きを完了すると、本スクールが提供するサービスをご利用いただ
けなくなります。
3． 再入会をご希望の場合は、本規約第４条に定める手続きにて改めてご入会いただく必要
があります。
4． 当社は、受講者および保護者の登録内容に虚偽があった場合や、本スクールのサービス
利用中に不正行為、迷惑行為等があった場合、受講者および保護者の除名措置をとらせ
ていただく場合がございます。除名措置により受講者および保護者に何らかの損害が生

じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。なお、お支払いいただいた諸
料金の返金は一切いたしませんのでご了承ください。
第９条（免責事項等）
1． 当社は、以下のいずれかの事由に該当する場合、本スクール運営に関する全部または一
部を停止することができるものとします。
(1) 当社が、定期的または緊急に、本スクール運営のためのコンピュータシステムの保
守・点検を行う場合
(2) 火災、停電、天災地変、戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議等の不可抗力により本
スクールの運営が不能となった場合
(3) サービス提供のためのコンピュータシステムの不良及び第三者からの不正アクセ
ス、コンピュータウイルスの感染等により本スクールを提供できない場合
(4) 法律、法令等に基づく措置により本スクールが提供できない場合
2． 当社は、受講者および保護者が本スクールを通じて得る情報等について、その完全性、
正確性、確実性、有効性において一切の責任を負わないものとします。
3． 当社が、何らかの原因により受講者および保護者に対して損害賠償責任を負う場合で
あっても、その金額は保護者が損害発生時を基準として直近１２か月間に支払った諸料
金の合計額に相当する金額を上限とします。但し、当社の債務の履行に際して、故意ま
たは重過失がある場合は、この限りではありません。
4． 当社のウェブサイトからリンクが貼られているウェブサイトの内容について、当社はこ
れを保証するものではありません。当社は、これらに起因する損害について一切の責任
を負わないものとします。受講者および保護者が本規約に違反した場合、当社は、保護
者に対し、その違反行為により当社が被った一切の損害（合理的な弁護士費用を含みま
す。）の賠償を請求できるものとします。
第１０条（規約の変更について）
本規約は、１日以上の予告期間をおいて、本スクールのホームページにおいて、変更後の本
規約の内容を周知することにより、いつでも本規約の内容を変更することができるものと
し、当該予告期間経過後は、変更後の本規約の内容が適用されるものとします。なお、最新
の本規約につきましては、本スクールのホームページにアクセスしていただくか、本スクー
ルまでお問い合わせください。
《お問い合わせ先》
FULMA株式会社
受付時間は営業時間に準じます。
メールアドレス：media@fulma.co.jp
２０１９年１２月 ２日制定
２０１９年１２月２１日改定

