
サービス利用規約

　本サービス利用規約（以下「本規約」といいます）は、株式会社ストリートスマート（以下、「当社」

といいます。）が本ウェブサイト「Master Education」上で提供するサービス「master study 」（以
下、「本サービス」といいます。）の利用条件を定めるものです。ユーザーの皆さまには、本規約

に従って、本サービスをご利用いただきます。

　本規約は、第1編の基本利用規約および第2編の個別規約で構成されます。ユーザー登録して
いただく際には、本規約第1編の基本利用規約にご同意いただき、個別サービス利用の際には、
第2編の個別規約にご同意いただきます。

第1編　基本利用規約

【第1条　基本利用規約について】
1. 本編に定める基本利用規約（以下「本基本利用規約」といいます。）は、本サービスの利
用条件を定めるものです。本サービスへの登録を希望される個人又は企業・団体は、本

サービスの利用に当たって、本基本利用規約をよく読み、理解し、同意した上で申込みを

行うものとします。また、本サービスをご利用される場合には、本基本利用規約に同意し

たものとみなされます。

2. 当社は、個別のサービスにおいて個別の規約やガイドライン（以下「個別規約」といいま
す。）を定めています。個別規約も名称の如何にかかわらず本利用規約の一部を構成す

るものとします。なお、個別のサービスにおいては、本基本利用規約のほか第2編に定め
る当該個別のサービスの個別規約も適用されますので、当該個別規約の内容もご確認く

ださい。

3. 基本利用規約の定めと個別規約の定めが異なる場合には、当該個別規約の定めが優
先して適用されるものとします。

4. 当社は、ユーザーの一般の利益に適合するとき、または、本基本利用規約の目的に反
せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし

て合理的である場合には、ユーザーの事前の承諾を得ることなく、当社の判断により、本

基本利用規約をいつでも変更することができるものとします。

5. 当社は、前項により本基本利用規約を変更するときは、変更後の本基本利用規約の効
力発生時期を定め、当社が別途定める場合を除いて、あらかじめ本サイト上に、本基本

利用規約を変更する旨、変更後の本基本利用規約の内容および効力発生時期を表示し

て周知するものとします。変更後の本基本利用規約は効力発生時期より効力を生じるも

のとします。また、本基本利用規約の変更の効力が生じた後、ユーザーが本サービスを

ご利用される場合には、変更後の本基本利用規約に同意したものとみなされます。

6. 本基本利用規約の新たな制定・変更等がなされた場合、当該規約の制定・変更等より前
にユーザーによって行われた行為についても、当該制定・変更等がなされた後の本基本

利用規約が適用されます。

7. 本基本利用規約の一部の規定の全部または一部が法令に基づいて無効と判断された
場合であっても、当該規定の無効部分以外の部分および本基本利用規約のその他の規

定は有効とします。本基本利用規約の一部が特定のユーザーとの間で無効とされ、また

は取り消された場合でも、本基本利用規約はその他のユーザーとの関係では有効としま

す。

8. 本基本利用規約に示される権利を行使または実施しない場合でも、当社が当該権利を
放棄するものではありません。



【第2条　定義】
　本基本利用規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。

⑴ 「ユーザー」とは、本サービスを利用する全ての個人又は企業・団体をいいます。

⑵ 「登録者」とは、第3条又は第4条に基づきユーザー登録又は企業・団体登録を行
い本サービス（無料機能のみならず有料機能によって提供されるサービスを含み

ます。）を利用するユーザーをいいます。

⑶ 「ユーザー登録」とは、本サービスのユーザーとして当社のサーバーに登録され

ることをいいます。

⑷ 「企業・団体」とは、法人、組合、サークル等の自然人が所属する組織をいいま

す。

⑸ 「企業・団体登録」とは、企業・団体の情報が当社のサーバーに登録されることを

いいます。

⑹ 「パスワード」とは、登録者がユーザー登録又は企業団体登録に際し、登録者本

人を識別するための文字および数字の列をいいます。

⑺ 「登録情報」とは、氏名、メールアドレス、電話番号、企業・団体に関する情報等、

登録者がユーザー登録または企業・団体登録の手続き時に登録した情報に加

え、本条第6号で定義するパスワード情報をいいます。
⑻ 「届出情報」とは、登録情報のほか、住所、銀行口座、クレジットカード番号等、登

録者が当社に対して届け出た情報をいいます。

⑼ 「個人情報」とは、特定のユーザーを識別することができる情報（他の情報と容易

に照合することができ、それにより特定のユーザーを識別することができることと

なるものを含みます。）をいいます。

【第3条　利用登録】
1. 本サービスにおいては、本サービスへの登録を希望される個人（以下「登録希望者」とい
います。）が本基本利用規約に同意の上、当社の定める方法によってユーザー登録を申

請し、当社がこれを承認することによって、ユーザー登録が完了するものとします。

2. 当社は、登録希望者に以下の事由があると判断した場合、ユーザー登録の申請を承認
しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。

⑴ 登録希望者が当社と競争関係にある者である場合

⑵ 登録希望者が学校その他の教育機関（営利を目的として設置されているものも

含む。以下同じ。）において教育を担任する者ではない場合

⑶ 登録希望者がユーザー登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合

⑷ 本基本利用規約に違反したことがある者からの申請である場合

⑸ その他、当社がユーザー登録を相当でないと判断した場合

【第4条　企業・団体登録】
1. 本サービスへの登録を希望される企業・団体（以下「企業・団体登録申込者」といいま
す。）は、本基本利用規約に同意の上、当社所定の登録手続きを行っていただきます。

2. 当社は、前項の手続きに沿って入力されたお申込み内容につき必要な審査を行い、企
業・団体登録申込者の企業・団体登録を承諾する場合、当該お申込み内容を登録情報と

して登録いたします。なお、お申込み内容の審査を行った結果、次のいずれかに該当す

る場合には、当社の判断によって企業・団体登録を承諾しないことがあります。

⑴ 企業・団体登録申込者が当該企業・団体の構成員でない場合または当該企業・

団体を代表する正当な権限がない場合

⑵ その他当社が不適切と判断した場合



3. 当社は、前項とは別に、企業・団体登録の事前事後を問わず、企業・団体登録申込者ま
たは企業・団体登録のお申込み内容または登録情報を審査し、以下の項目に該当する

と当社が判断した場合には、当社の判断により、企業・団体登録を承諾せず、または解

除することができるものとします。

⑴ 当該企業・団体が存在しない場合または解散した場合

⑵ お申込み内容または登録情報に虚偽の記載があった場合

⑶ 当社が定める不適切な行為を行った場合

⑷ その他当社が企業・団体登録申込者または企業・団体登録を不適当と判断した

場合

【第5条　メールアドレスおよびパスワードの管理】
1. ユーザーは、自己の責任において、本サービスのユーザーIDおよびパスワードを適切に
管理するものとします。

2. ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸
与し、もしくは第三者と共用することはできません。

3. 当社は、ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場
合には、そのユーザーIDを登録しているユーザー自身による利用とみなします。

4. ユーザーID及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は、当
社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとしま

す。

【第6条　個人情報の取扱い等】
　当社は、当社が取得した個人情報に関し、別途定めるプライバシーポリシーに基づき、適切に

取り扱うものとします。

【第7条　届出情報の変更、ユーザー登録の解除等】
1. 登録者は、届出情報に変更があった場合、すみやかに当社の定める手続きにより当社
に届け出るものとします。この届出がない場合、当社は届出情報の変更がないものとし

て取り扱います。

2. 登録者からの届出情報の変更の届出がないために、当社からの通知、その他が遅延
し、または不着、不履行であった場合、当社はその責任を負わないものとします。

3. 登録者は、当社所定の登録解除の手続きを行うことによって、ユーザー登録を解除する
ことができます。

【第8条　譲渡禁止等】
1. 登録者は、本サービスに関する権利について、第三者に譲渡し、または質権の設定その
他の担保に供する等の行為ができないものとします。

2. 登録者の地位は、当社が指定する方法により企業・団体登録をした登録者の地位を企
業・団体の構成員である別の登録者に承継する場合および当社が別途指定する場合を

除き、売買、名義変更および承継することはできないものとします。

3. 当社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い
サービス利用契約上の地位、本基本利用規約に基づく権利および義務ならびにユー

ザーの登録事項その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものと

し、ユーザーは、かかる譲渡につきあらかじめ同意したものとします。なお、本項にかか

る事業譲渡は、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる

場合を含むものとします。

【第9条　連絡または通知】



1. 登録者への連絡または通知の必要があると当社が判断した場合には、登録されたメー
ルアドレスへの電子メールの送付、本サイト上への表示、その他当社が適切であると判

断する方法にて連絡または通知を行います。

2. ユーザーは、本基本利用規約に別段の定めがある場合を除き、当社への連絡はお問い
合わせフォームから行うものとします。

【第10条　本サービスの提供の中断等】
1. 当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知すること
なく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとしま

す。

⑴ 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合

⑵ 地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が

困難となった場合

⑶ コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合

⑷ その他、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合

2. 当社は、本サービスの提供の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が被ったい
かなる不利益または損害についても、一切の責任を負わないものとします。

【第11条　利用環境の整備】
1. ユーザーは、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機器を、自己の費用と責任において準備し、利用可能な状態

に置くものとします。また、本サービスのご利用にあたっては、自己の費用と責任におい

て、ユーザーが任意に選択し、電気通信サービスまたは電気通信回線を経由してイン

ターネットに接続するものとします。

2. ユーザーは、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の利用環境に応じ、コン
ピュータ・ウィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等セキュリティを保持す

るものとします。

3. 当社は、ユーザーの利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負いません。

【第12条　自己責任の原則】
1. ユーザーは、ユーザー自身の自己責任において本サービスを利用するものとし、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その責任を負うものとしま

す。

2. ユーザーは、本サービスのご利用に際し、他のユーザーその他の第三者および当社に
損害または不利益を与えた場合、自己の責任と費用においてこれを解決するものとしま

す。

【第13条　許諾】
　当社は、別途当社の定める条件下において、第3条又は第4条に定める利用登録をしたユー
ザーに対し、ユーザーが、学校その他の教育機関における教育目的のため、ユーザーのパソコ

ン、タブレット及びスマートフォンで本サービスを使用、コピー、改変及び生徒に配布（以下、「使

用等」といいます。）することを許諾するものとします。

【第14条　当社の知的財産権】
1. 本サービスに含まれる一切のコンテンツ（映像、音声、文字等を含みます。）および情報
に関する著作権、著作隣接権、商標権、意匠権その他一切の知的財産権は当社または

当社に使用を許諾した第三者に帰属するものであり、ユーザーに対していかなる権利も

付与されません。



2. 本サービスに掲載・提供されているコンテンツは、著作権法、商標法、意匠法等により保
護されております。

3. 本サービスおよび本サービスに関連して使用されているすべ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権利および営業秘密を含んでおります。

【第15条　禁止事項】
1. ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。

⑴ 販売など、学校その他の教育機関における教育目的以外の目的で本サービスを

使用等すること

⑵ 本サービスの著作者の名誉人格を傷つけること

⑶ 本サービスの全部または一部のソースコードを抽出すること

⑷ 本サービスを機械読みとり可能な状態に改変、修正または翻訳すること

⑸ 法令または公序良俗に違反する行為

⑹ 犯罪行為に関連する行為

⑺ 本サービスの内容等、本サービスに含まれる著作権、商標権ほか知的財産権を

侵害する行為

⑻ 当社、ほかのユーザー、またはその他第三者のサーバーまたはネットワークの機

能を破壊したり、妨害したりする行為

⑼ 本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為

⑽ 当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為

⑾ 不正アクセスをし、またはこれを試みる行為

⑿ 他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為

⒀ 不正な目的を持って本サービスを利用する行為

⒁ 本サービスの他のユーザーまたはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与

える行為

⒂ 他のユーザーに成りすます行為

⒃ 当社が許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為

⒄ 当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供

与する行為

⒅ その他、当社が不適切と判断する行為

2. ユーザーは、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または
該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものと

します。

3. 当社は、本サービスの利用に関して、ユーザーの行為が第１項各号のいずれかに該当
するものであることまたはユーザーの提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関
連する情報であることを知った場合、事前にユーザーに通知することなく、本サービスの

全部または一部の提供を一時停止し、または第１項各号に該当する行為に関連する情

報を削除することができるものとします。ただし、当社は、ユーザーの行為またはユー

ザーが提供または伝送する（ユーザーの利用とみなされる場合も含みます。）情報（デー

タ、電子メール、コンテンツを含みます。）を監視する義務を負うものではありません。

【第16条　利用制限および登録抹消】
1. 当社は、ユーザーが以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、ユーザーに
対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、またはユーザーとしての登録を

抹消することができるものとします。

⑴ 本基本利用規約のいずれかの条項に違反した場合

⑵ 届出事項に虚偽の事実があることが判明した場合

⑶ 当社からの連絡に対し、一定期間返答がない場合



⑷ 本サービスについて、最終の利用から1年間の利用がない場合
⑸ その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合

2. 当社は、前項に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について、一切の
責任を負いません。

【第17条　退会】
ユーザーは、当社の定める退会手続きにより、本サービスから退会できるものとします。

【第18条　アンケートの実施】
1. ユーザーは、当社が、調査を行う目的で、本サービス上でアンケートを実施することに同
意するものとします。

2. ユーザーは、本サービス上でアンケートに回答する場合、不正回答を行わず、また当該
アンケートによって得た情報、回答内容を第三者に開示・漏洩（掲示板やホームページへ

の記載を含む）しないものとします。

3. 当社は、当社が実施したアンケートの回答内容に関して、追加情報を得る目的でユー
ザーに対し電話や電子メールによる確認を行う場合があります。

4. 当社は、あらかじめ告知のうえ、アンケートに対する回答を行ったユーザーに対し、抽選
による景品を提供する場合があります。但し、ユーザーが虚偽の情報を回答した場合又

はその可能性があると当社が判断した場合には、この限りではありません。

5. ユーザーは、前項に定める景品を受け取る権利について、譲渡、貸与、名義変更、担保
供与し、その他第三者の利用に供する行為をすることはできないものとします。

6. 当社は、アンケートの回答内容を、当該回答をしたユーザーの承諾なく利用及び開示す
ることができるものとします。なお、個人情報の取扱については、プライバシーポリシーに

定めるところによります。

【第19条　保証の否認および免責事項】
1. 当社は、本サービスに安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合
性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などがないことを明示的に

も黙示的にも保証しておりません。

2. 当社は、本サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負
いません。ただし、本サービスに関する当社とユーザーとの間の契約（本規約を含みま

す。）が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、この免責規定は適用されませ

ん。

3. 前項ただし書に定める場合であっても、当社は、当社の過失（重過失を除きます。）によ
る債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた

損害（当社またはユーザーが損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みま

す。）について一切の責任を負いません。また、当社の過失（重過失を除きます。）による

債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害の賠償は、ユーザーから当該

損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。

4. 当社は、本サービスに関して、ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生
じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。

【第20条　開発中のサービスについて】
1. 当社は、本サービスの一部または独立したサービスとして、開発中のサービスを提供す
ることができるものとします。

2. ユーザーは、開発中のサービスがその性質上、バグや瑕疵、誤作動等、正常に動作しな
い症状等の不具合を含み得るものとして提供されることを理解するものとします。
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3. 当社は、当社が必要と判断した場合には、事前に通知することなくいつでも開発中の
サービスの内容を変更し、または開発中のサービスの提供を停止もしくは中止すること

ができるものとします。

4. 当社は、開発中のサービスの完全性、正確性、適用性、有用性、利用可能性、安全性、
確実性等につきいかなる保証も一切しません。

【第21条　本サービスの変更、終了】
1. 当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することがで
きます。当社が本サービスの提供を終了する場合、当社は利用者に事前に通知するも

のとします。

2. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき利用者に生じた損害について一切の
責任を負いません。

【第22条　準拠法】
　本規約は、日本法に準拠し、解釈されるものとします。

【第23条　裁判管轄】
　本サービスに関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地

方裁判所を専属的合意管轄とします。

第2編　個別規約
master study 基本契約プラン利用規約

以上
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