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利用規約（全文） 
 

「Life is Tech! Lesson」は、ライフイズテック株式会社（以下「当社」といいます。）が開発・運

営するインターネット上のプログラミング学習支援サービスを含むプラットフォーム提供サービ

ス（以下「本サービス」といいます。）です。 

本規約には、本サービスの提供条件及び当社と本サービスを利用するために、当社と本サービス

に係る契約を締結する法人（以下「登録ユーザー」といいます。）との間の権利義務関係等が定め

られています。本サービスをご利用いただく際には、本規約をよくお読みいただき、本規約及び当

社が定める本サービスに関する各種の規約・規程にご同意の上、本サービスの利用に関する利用登

録を行っていただく必要があります。  

本サービスの内容及び本規約に関し、ご質問があれば当社宛にご連絡ください。 

 

第 1 条（適用）  

 1. 本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社と登録ユーザーとの間

の権利義務関係等を定めることを目的とし、登録ユーザー及び当社との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. 本規約の内容と、その他の本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、本規約

の規定が優先して適用されるものとします。  

 

第 2 条（定義）  

 本規約において使用する以下の用語は、本規約において別段に定義する場合を除き、以下の各号

に定める意味を有するものとします。 

(1)「学生等ユーザー」とは、登録ユーザーに在籍又は所属する者で、登録ユーザーから本サー

ビスに係る利用を許諾された者をいいます。 

(2)「サービス利用契約」とは、本規約及び当社と登録ユーザーの間で締結する、本サービスの

利用契約を意味します。 

(3)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権（そ

れらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。）を意味し

ます。 
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(4)「登録ユーザー」とは、第 3 条（登録）に基づいて本サービスの利用者としての登録がなさ

れた法人又は団体を意味します。 

(5)「ユーザー制作物」とは、登録ユーザー又は学生等ユーザーが本サービスを利用して投稿、

制作その他送信するコンテンツ（文章、画像、動画、プログラムその他のデータを含みます。）

を意味します。 

(6)「本サービス」とは、当社が提供する「Life is Tech! Lesson」という名称のサービス（理由

の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みま

す。）を意味します。   

(7)「本サービスウェブサイト」とは、本サービスを提供するために当社が運営するウェブサイ

ト（理由の如何を問わず、当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該

変更後のウェブサイトを含みます。）を意味します。 

 

第 3 条（登録） 

 1. 本サービスの利用者としてサービス利用契約の締結を希望する者（以下「登録希望者」とい

います。）は、本規約及び当社のプライバシーポリシー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「登録事項」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、本サービスの利用の登録を申請することができます。 

2. 登録希望者は、本サービスにおいて予め定められている登録手続を完了した時点で、サービ

ス利用契約が登録ユーザーと当社の間に成立し、登録ユーザーは本サービスを本規約に従い利

用することができるようになります。 

 3. 登録希望者は、本条に定める登録に当たり、登録希望者及び登録希望者が本サービスを実際

に利用させる学生等ユーザーが、以下の各号のいずれにも該当するものではないことを当社に

対し、表明し保証するものとします。登録希望者及び学生等ユーザーが、以下の各号のいずれ

かに該当すると当社がその裁量により判断した場合は、登録及び再登録を拒否し、又は登録を

抹消することがあり、またその理由について当社は一切開示義務を負いません。 

 (1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合  

 (2)反社会的勢力等に該当し、又は該当するおそれのある場合 

 (3)登録希望者が過去に当社との契約（本サービスに限られず、当社が提供するサービス全てに関

する契約をさします。）に違反した者若しくはその関係者である又はそのおそれがある場合 
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 (4)第 9 条に定める措置を受けたことがある場合 

 (5)その他、当社が登録を適当でないと判断した場合  

4. 前項に定める「反社会的勢力等」とは、以下の各号のいずれかに該当する者をいいます。 

(1)暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号。その後の

改正を含みます。）第 2 条第 1 号の意義を有する者。以下同じ。） 

(2)暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号の意義を有する者。

以下同じ。）又は暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 

(3)暴力団準構成員（暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴

力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を

行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいいます。以下

「準構成員」といいます。） 

(4)暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴

力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運

営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し

暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいいます。） 

(5)総会屋等（総会屋、会社ゴロなど企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行

うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。） 

(6)社会運動等標榜ゴロ（社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求

めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。） 

(7)特殊知能暴力集団等（前各号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、そ

の威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又

は個人をいいます。） 

(8)その他、(1)ないし(7)までに準じる者（(1)ないし(8)を以下「暴力団等」といいます。） 

(9)暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 

(10)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的等をもって、不

当に暴力団等を利用していると認められる関係を有する者 

(11)暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関

係を有する者 

(12)その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者 
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第 4 条（本サービスの概要）  

1. 本サービスの概要は以下のとおりとします。 

(1) 本サービスの利用可能期間 

各年度開始日（4 月 1 日）から各年度終了日（3 月 31 日まで）とし、年度の途中から本サー

ビスの利用を開始した場合であっても、利用開始期間は当該利用開始日から当該利用開始年

度の終了日までとします。 

(2) 本サービスの利用料金 

登録ユーザーに在籍する学生等ユーザーに対して 1 つの ID の利用権限を付与するものとし、

一年度における 1ID あたり 2,000 円（税別）とします。前号の規定に基づき、利用開始期間に

かかわらず、一年度の利用が開始された時点で 2,000 円の利用料が発生するものとし、日割計

算は致しません。また、中途で利用停止した ID についても、上記利用料は返金不可と致しま

す。 

(3) 本サービスの利用可能時間 

朝 7 時から夜 9 時までの間とし、当該利用開始時間以外の利用はできません。 

 

第 5 条（登録事項、パスワード及び登録ユーザーID の管理）  

 1. 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を速

やかに当社に通知するものとします。   

2. 登録ユーザーは、自己の責任において、本サービスに関するパスワード、メールアドレス及

び登録ユーザーID を適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、

譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。  

 3. パスワード、メールアドレス又は登録ユーザーID の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使

用等によって生じた損害に関する責任は登録ユーザーが負うものとし、当社は一切の責任を負

いません。   

4. 登録ユーザーは、1 学生等ユーザーに対してのみ 1 登録ユーザーID を利用させることができ

るものとします。学生等ユーザーに転校、退学、転籍又は退職が生じた場合には、当該利用 I

D の利用停止を当社に申請することとし、他の在校生又は所属教職員に利用させてはならない

ものとします。  
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5. 登録ユーザーは、学生等ユーザーに対してのみ登録ユーザーID を利用させることができるも

のとしますが、特定の学生等ユーザーの利用に係る全ての問題は、当社及び第三者との関係に

おいては、全て登録ユーザーの責任と同視できるものとし、重畳的に責任を負うものとします。 

 

第 6 条（禁止事項） 

 1.登録ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当

すると当社が判断する行為をしてはならず、学生等ユーザーをして当該行為をさせてはなりま

せん。また、登録ユーザーは、以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを当社に

対し誓約し、登録ユーザーは学生等ユーザーをして当該行為をさせないことを誓約します。 

 (1)法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為  

 (2)当社、他の登録ユーザー、学生等ユーザー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、他の登録ユーザー、学生等ユーザーその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシ

ーの権利、名誉、その他の権利若しくは利益を侵害し、又は侵害するおそれのある行為  

 (5)本サービスを通じ、以下の各事項に該当し、又は該当すると当社が判断する情報を当社、登録

ユーザー、学生等ユーザーその他の第三者に送信する行為  

① 暴力的又は残虐な表現を含む情報 

② コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報 

③ 当社、他の登録ユーザー、学生等ユーザー又はその他の第三者の名誉又は信用を毀損す

る表現を含む情報 

④ わいせつな表現を含む情報 

⑤ 差別を助長する表現を含む情報 

⑥ 自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報 

⑦ 薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報 

⑧ 反社会的勢力等と関連する表現を含む情報 

⑨ チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報 

⑩ 他人に不快感を与える表現を含む情報 

⑪ 面識のない異性との出会いを目的とした情報 

 (6)本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為 

 (7)本サービスの運営を妨害するおそれのある行為 
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 (8)当社のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為 

 (9)第三者に成りすます行為 

 (10)他の登録ユーザー、学生等ユーザーの ID、メールアドレス又はパスワードを利用する行為 

 (11)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  

 (12)当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為 

 (13)反社会的勢力等に関与する行為（但し、社会的に非難されない行為は除きます。）。 

 (14)面識のない異性との出会いを目的とした行為 

 (15)当社、本サービスを利用して事業・商業を行うことを目的とした行為 

(16)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 

 (17)その他、当社が不適切と判断する行為   

2.前項の他、登録ユーザーは、当社の事前の承諾なく、自己の所属する法人又は団体において、

本サービスの内容、又は本サービス上に存在するコンテンツを利用して、他の登録ユーザーその

他第三者（学生等ユーザーを除きます。）に対し、本サービスが目的とするプログラミング学習

支援その他これに類する活動（スライドの埋め込み、レッスンへのリンク、転載・引用の範囲を

超えた利用を伴う活動を含みますが、これらに限られません。）を行う場合には、当該活動が有

償又は無償であるとを問わず、前項に定める「事業・商業を行うことを目的とした行為」に該当

することを予め承諾し、当該行為を行わないことを当社に誓約します。 

 

第 7 条（本サービスの停止等）  

 1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、事前に通知することなく、本サービスの全部

又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。 

 (1)本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合  

 (2)コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合 

 (3)地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができな

くなった場合  

 (4)その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合  
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 2. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき登録ユーザー又は学生等ユーザーに生じた

損害について一切の責任を負いません。   

 

第 8 条（権利帰属） 

 1. 本サービスウェブサイト及び本サービスに関する知的財産権は全て当社に帰属しており、本

規約に基づく本サービスの利用許諾は、本サービスウェブサイト又は本サービスに関する当社

の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。但し、著作権法に基づく適法な引用

による場合には、その限りにおいて本サービスに係る著作物を利用できるものとします。 

 2. ユーザー制作物に関する知的財産権は、当該データを投稿した各登録ユーザー又は学生等ユ

ーザーにそれぞれ帰属するものとします。但し、登録ユーザー又は学生等ユーザーは、ユーザ

ー制作物を自らが投稿その他送信することについての適法な権利を有していること、及びユー

ザー制作物が第三者の権利を侵害していないことについて、当社に対し表明し、保証するもの

とします。 

 3.登録ユーザー又は学生等ユーザーは、本サービスの利用に伴うユーザー制作物その他送信する

コンテンツ（文章、画像、動画、プログラムその他のデータを含みますが、これらに限りませ

ん。）について、当社に対し、世界的、非独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な

使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示及び実行に関するライセンスを付与します。当社

は、かかるライセンス許諾を受け、本サービスの営業・宣伝・広報・インタビュー等の幅広い

目的に利用できるものとし、登録ユーザーは当該著作物の利用については、著作者人格権を行

使しないものとします。 

 4. 登録ユーザーは、当社及び当社から権利を承継し又は許諾された者に対して著作者人格権を

行使しないことに同意するものとします。   

 5. 本条第 1 項にかかわらず、登録ユーザー又は学生等ユーザーは、本サービスに基づき当社が

提供したコンテンツにつき、自らの学習の範囲に限り、編集し、複製することができます。但

し、登録ユーザー又は学生等ユーザーが、当該コンテンツの利用を不特定多数の者が閲覧可能

な状況に置く場合には、当社が提供したコンテンツについては当社の許可なく、編集、複製、

改変してはならないものとし、また引用にあたってもロゴデザインを適切に維持表示するもの

とします。 

 6. 当社は、登録ユーザー又は学生等ユーザーによる前項の行為につき、自己の完全な裁量によ

り不適切と判断した場合は、直ちにその編集、複製又は譲渡を禁止することができ、登録ユー

ザー及び学生等ユーザーは、いかなる場合も、直ちに当社の指示に従うものとします。 
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 7. 登録ユーザーは、いかなる場合も、本サービスに基づき利用できるコンテンツ及びその編集

物につき有償で譲渡してはなりません。 

8. 登録ユーザー又は学生等ユーザーが投稿したユーザー制作物が、万が一、第三者の知的財産

権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利若しくは利益を侵害する場合であった

としても、当社は当該侵害について全く関与・関知するものではなく、当該侵害に関連する問

題については登録ユーザー自身がその解決に当たるものとします。但し、登録ユーザーは、当

該問題が生じた場合には、当社に対し、直ちにその旨を通知するものとします。 

 

第 9 条（登録抹消等） 

 1. 当社は、登録ユーザー又は学生等ユーザーについて以下の各号のいずれかの事由に該当する

場合は、事前に通知又は催告することなく、ユーザー制作物を削除し若しくは当該ユーザー制

作物を掲載した登録ユーザー又は学生等ユーザーについて本サービスの利用を一時的に停止し、

又は登録ユーザーとしての登録を抹消、若しくはサービス利用契約を解除することができます。 

 (1)本規約のいずれかの条項に違反した場合 

 (2)登録事項に虚偽又は不正確な事実があることが判明した場合 

 (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、会社更生手続開始、

特別清算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)当社からの問いあわせその他の回答を求める連絡に対して 30 日間以上応答がない場合 

 (5)第 3 条第 3 項各号のいずれかに該当することが判明した場合 

 (6)その他、当社が本サービスの利用、登録ユーザーとしての登録、又はサービス利用契約の継続

を適当でないと判断した場合 

 2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合で、登録ユーザーが当社に対して負っている債務

がある場合には、当該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全て

の債務を履行しなければなりません。 

 3. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により登録ユーザー又は学生等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 10 条（退会） 



9 
 

 1. 登録ユーザーは、当社所定の方法で当社に通知することにより、本サービスから退会し、自

己の登録ユーザーとしての登録を抹消することができます。 

 2. 退会にあたり、当社に対して負っている債務がある場合は、登録ユーザーは、当社に対して

負ってい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全ての債務を履

行しなければなりません。 

 3. 退会後の利用者情報の取扱いについては、第 13 条の規定に従うものとします。   

4. 登録ユーザーは、学生等ユーザーについて転校、退学、転籍又は退職が生じた場合には、当

該利用 ID について利用停止手続を取るものとします。  

 

第 11 条（本サービスの内容の変更、終了）  

 1. 当社は、当社の都合により、事前の予告なく本サービスの内容を変更し、又は本サービスの

提供を終了することができます。但し、当社が本サービスの提供を終了する場合、第 4 条第 1

項第 2 号の規定に拘らず、本サービス料金の月割計算による返金を致します。 

2．登録ユーザーは、当社が行う本サービスの内容の変更若しくは本サービスの提供の終了又は

第 7 条に定める本サービスの停止若しくは中断を行うにあたり、本サービス上に存在する、登

録ユーザーが本サービスの利用の過程で作成等したユーザー制作物が削除、消去又は抹消され

る可能性があることを十分に認識するとともに、かかる場合であっても、登録ユーザーは当社

に請求・異議・クレームを行わないことを予め承諾します。 

3．当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき登録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 12 条（秘密保持） 

 登録ユーザーは、本サービスに関連して当社が登録ユーザーに対して秘密に取り扱うことを求め

て開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り

扱うものとします。  

 

第 13 条（利用者情報の取扱い） 

 1. 当社による登録ユーザーの利用者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシー

（http://life-is-tech.com/policy/）の定めによるものとし（但し、当該ポリシーは適宜変更される
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可能性があります。）、登録ユーザーはこのプライバシーポリシーに従って当社が登録ユーザ

ーの利用者情報を取扱うことについて同意するものとします。 

 2. 当社は、本サービスに関連して当社が登録ユーザーから取得した情報、データ等を、個人を

特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開することができるもの

とし、登録ユーザーはこれに異議を述べないものとします。 

 

第 14 条（保証の否認及び免責） 

 1. 当社は、本サービスが登録ユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価

値・正確性・有用性を有すること、登録ユーザーによる本サービスの利用が登録ユーザーに適

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、及び不具合が生じないことについて、

何ら保証するものではありません。 

 2. 当社は、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、登録ユーザ

ー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消失、登録ユーザーの登録の抹消、

本サービスの利用による登録データの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに

関して登録ユーザーが被った損害（以下「登録ユーザー損害」といいます。）につき、賠償す

る責任を一切負わないものとします。 

 3. 本サービス又は本サービスウェブサイトに関連して登録ユーザーと他の登録ユーザー又は第

三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、当社は一切責任を負いません。 

 

第 15 条（本規約等の変更） 

 当社は、本規約を任意に改定できるものとし、また当社において本規約を補充する規約（以下「補

充規約」といいます）を定めることができます。本規約の改定又は補充は、改定後の本規定又は

補充規約を当社の所定のサイトその他当社の定める任意の方法により掲示・連絡するものとし、

当該掲示・連絡後に登録ユーザーが本サービスを利用した時にその効力を生じるものとします。

この場合、登録ユーザーは、登録ユーザー登録及び行為の時期にかかわらず、当然に改定後の規

約及び補充規約に従うものとします。  

 

第 16 条（連絡／通知） 
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 本サービスに関する問い合わせその他登録ユーザーから当社に対する連絡又は通知、及び本規約

の変更に関する通知その他当社から登録ユーザーに対する連絡又は通知は、当社の定める方法で

行うものとします。  

 

第 17 条（サービス利用契約上の地位の譲渡等）  

 1.登録ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、サービス利用契約上の地位又は本規約に

基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をする

ことはできません。 

 2. 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、本規約に基づく権利及び義務並びに登録ユーザーの登録事項その他の顧客情

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、登録ユーザーは、かかる譲渡に

つき本項において予め同意するものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、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 18 条（分離可能性）  

 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能

と判断された場合であっても、本規約の残りの規定、及び一部が無効又は執行不能と判断された

規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。  

 

第 19 条（準拠法及び管轄裁判所） 

 1. 本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とします。なお、本サービスにおいて物品の

売買が発生する場合であっても、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用を排除するこ

とに合意します。 

 2. 本規約又はサービス利用契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、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。 

以上 

2020 年 3 月 16 日 制定 


