利用規約
本規約は、株式会社日本経営（以下「当社」といいます）が運営する動画配信サービス「NK Academia（エヌケー
アカデミア）
」
（以下「本サービス」といいます）の利用規定を定めるものです。本サービスを利用する全ての利
用者は、本規約に同意および遵守していただく必要があります。
第1条

適用範囲

1. 本規約は、本サイト、本サービスの利用に関し、全ての利用者に対して適用されます。
2. 当社が本サイトに個別規定や追加規定を掲載する場合、当該規定は本規約の一部を構成するものとし、個別
規定又は追加規定が本規約と抵触する場合には、個別規定又は追加規定が優先するものとします。
第2条

サービス概要

1. 本サービスは、動画コンテンツ、その他本サービスを構成する文章、画像、プログラム等、一切の情報（以
下「各種コンテンツ」といいます）を、利用者が当社の推奨するデバイスを通じて利用するサービスおよび
機能となります。
2. 本サービスは、当社が契約するサーバーと動画配信システムを、本利用規約に定める範囲内で利用者が自己
の責任で利用することを認めるサービスです。
3. 動画コンテンツは、利用者登録のみで利用可能なもの、毎月定額で利用可能なもの、直接決済での課金によ
り利用可能なものがあります。
4. 本サービスは、以下の各種の事情もしくはその都合により、任意に本サービスの運営の全部または一部を中
止し、 またはその利用が制限されることがあります。本サービスの運営の中止、制限により、利用者に不利
益、損害が発生したとしても、当社はその責任を負いません。
①

設備の設置、保守、改修の工事などの実施。

②

火災、停電、通信回線の不通などの事件・事故の発生。

③

地震、噴火、洪水、津波などの天災の発生。

④

戦争、動乱、暴動、騒乱などの不測の事態の発生。

第3条

利用者の定義

1. 「利用者」とは、本サービスを利用する法人、団体又は個人をいいます。
2. 「利用登録」とは、第 5 条に規定する方法に従って、利用希望者が行う本サービスの利用登録をいいます。
3. 「利用者 ID」とは、パスワードと組み合わせて、利用者とその他の者とを識別するために用いられる符号を
いいます。
4. 「パスワード」とは、利用者 ID と組み合わせて、利用者とその他の者とを識別するために用いられる符号
をいいます。
第4条

サービスの利用許諾条件

1. 利用者は当社がユニークな識別子を取得することに同意した上で、サービスを利用できるものとします。
2. 本サービス、および各種コンテンツの利用は、利用者本人の個人的な範囲に限るものとします。
3. 利用者は当社が提供するサービスを、著作権法第 30 条に定める「私的使用」の範囲内で、かつ前項に定め
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る「利用者本人の個人的な範囲」に限り使用できるものとします。
4. 本サービスをご利用いただいた場合、データ取得のために自動的に通信を行います。
5. 本サービスの利用に必要となる、デバイス、通信環境の整備・維持、およびこれらに必要な費用は利用者が
負担するものとします。利用環境によって、本サービスの全部または一部が利用できないことがあります。
6. 利用するデバイス、通信環境等によって、利用できるコンテンツ、サービスが一部異なる場合があります。
第5条

利用登録・退会

登録希望者が当社の定める方法によって利用登録を申請して利用登録が完了するものとします。
1. 利用登録が完了した者を、利用者といいます。
2. 当社は、本サービス利用申込みの審査により、利用希望者が次の各号の何れか一つに該当することが判明
した場合、当該申込みを承認しないことができるものとします。ただし、次の各号の何れか一つに該当し
ない場合においても、当社は本サービス利用申込みに対して承認の義務を負うものではありません。
① 会計事務所、コンサルティング企業など、当社が同業と認めた場合
② 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
③ 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
④ 反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。
）
である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与す
る等反社会的勢力との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
⑤ その他、当社が利用登録を相当でないと判断した場合
3. 利用者は、当社に対してウェブサイト上から退会の申請をすることにより、退会することができます。退
会の効力は、利用者が当社に対して負担する全ての債務を履行した時点で生じるものとします。また、退
会によって、サービスの履歴等のデータは消去されるものとし、データの復元についてはこれを受け付け
ないものとします。
4. 利用者は、複数の利用者登録を行わないものとし、万一、複数の利用者登録をしていることが判明した場
合、 当社は、事前の通知なくして、また利用者の承諾なくしてサービスの全部または一部の提供を中断ま
たは停止する等の必要な措置をとることができるものとします。この場合利用者に生じた損害について、
当社は一切責任を負わないものとします。
第6条

会員情報の取り扱い

1. 当社は、利用者が登録した情報および利用者による本サービスの利用履歴等の情報（以下「利用者情報」
という）を適正に管理することに努めます。
2. 利用者より預託された個人情報を当社が取り扱うにあたっての利用目的、共同利用の範囲、安全管理、開示・
訂正・利用停止等については、システム提供元のデジストリーム株式会社の個人情報保護方針
（http://digistream.jp/pms.html）ならびに当社が別途定めるプライバシー・ポリシーに準ずるものとし
ます。
3. 当社は、本項第 1 号及び第 2 号に該当する場合、利用者の同意を得ることなく本サービスの利用者情報を
利用します。
①

本サービスの提供

②

当社が利用者に対して行う商品・サービスの提供やご案内

4. 本サービスの目的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、当社は、外部委託先との間で会員
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情報の秘密保持に関する協定を締結し、外部委託先およびその従業員に協定遵守を確約させた上で必要な
会員情報を提供することができるものとします。
5. 当社は、本条または以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、利用者情報を第三者に提供しません。
①

利用者の同意が得られた場合

②

法令または証券取引所等の自主規制団体等の規則あるいは公的機関の命令または要請による場合

③

個別の会員が特定できない状態で提供する場合

第7条

共同利用

1. 利用者は、利用者情報及び利用者に関する個人情報を、以下に定める者（以下「共同利用者」という）
が、 共同して利用することに予め同意するものとします。
①

当社の関連会社
当社と業務提携している会社
※ なお、「当社の関連会社」とは、一方の当事者を直接的若しくは間接的に支配するか、これにより支配
されるか、又はこれと共同して支配されているあらゆる事業体を指します。

2. 共同利用者の個人情報に関する管理責任は、当社が負うものとします。
第8条

利用者 ID およびパスワードの管理

利用者は、自己の責任において、本サービスの利用者 ID およびパスワードを管理するものとします。
1. 利用者は、いかなる場合にも、利用者 ID およびパスワードを第三者に譲渡または貸与することはできませ
ん。当社は、利用者 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、その利
用者 ID を登録している利用者自身による利用とみなします。
2. 利用者は、利用者 ID およびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用などに起因する損害に
ついて、責任を負うものとします。
3. 利用者は、利用者 ID およびパスワードが第三者によって使用されていることを知った場合には、直ちに当
社に連絡し、指示に従うものとします。
第9条

利用者の地位の喪失と措置

1. 当社は、会員が以下のいずれかの事由に該当するときは、事前の通知なくして、また利用者の承諾なくし
て利用者の地位を喪失させることができるものとします。
①

利用者が利用規約に違反し、引き続き利用者として認めることが相当でないとき。

②

利用者が虚偽の情報の届出を行ったとき。

③

当社が相当の通信手段を尽くしても利用者との連絡がとれないとき。

④

利用者が死亡したとき（利用者の地位は相続されないものとします。
）。

⑤

利用者に本サービスの円滑な運用を妨げる事由が発生し、引き続き利用者として認めることが相当でない
とき。

⑥

利用者が本サービスの円滑な提供に悪影響を与える行為を行ったとき、またはその試みを行ったとき。

⑦

利用者が本サービス等への不正アクセス等を実施したとき、またはその試みを行ったとき。

⑧

利用者が第 15 条に定める利用規約の変更に異論を唱えたとき。

⑨

その他、当社が利用者として不適切と判断したとき。

2. 利用者が、本サービスの消滅、退会、利用者の地位の喪失、その他の事由により、本サービスの利用者で
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なくなったときは、利用者登録は取り消され、 利用者 ID、パスワードは失効となります。この場合、当該
利用者が利用者でなくなった時に利用者サービスのすべての権利は失効します。
第 10 条

料金

1. 各月額コースの内容は本サービス内に記載しており、その内容に従って利用していただきます。
2. 各月額コースに必要なサービス利用料は、登録された月から発生します。
3. お支払いただいた月額コースのサービス利用料は、理由を問わず一切払い戻しを行いません。
第 11 条

各種コンテンツの使用条件

1. 利用者は次の各号に示す事項を遵守して、本サービスを利用することとします。
①

本サービス外で各種コンテンツを利用・使用することはできません。

②

各種コンテンツの全て、または一部の複製・改変・改ざん、変換等を行ってはなりません。

③

各種コンテンツに表示される著作権その他の権利の表示を除去・変更等してはなりません。

④

各種コンテンツの全部または一部を第三者に販売・頒布・貸与・譲渡等してはなりません。

⑤

各種コンテンツを、当社やそれぞれの権利者である第三者の権利を侵害する行為や公序良俗に反する行為
等に使用してはなりません。それに違反して、権利を有する第三者との紛争が生じた場合は、利用者の自
己責任によってこれを解決し、当社が被害を被った場合は当該利用者に損害賠償を請求できるものとしま
す。

⑥

利用者は個人的かつ非商業的な目的にのみ各種コンテンツを利用・使用できるものとします。

⑦

本サービスを通じて以外の方法で、各種コンテンツへの接続またはそれを試みてはなりません。

2. 各種コンテンツの内容・品質は、利用者がアクセスした時点で当社が合理的に提供可能な範囲のものとし
ます。
第 12 条

利用者の責任

1. 利用者は、利用者自身の責任において本サービスを利用するものとし、本サービスにおいて行った一切の行
為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
2. 当社は、利用者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、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るものとします。ただし、当社は、かかる違反を防止または是正する義務を負う
ものではありません。
3. 利用者は、利用者が本サービスを利用したことに起因して当社が直接的もしくは間接的に何らかの損害（弁
護士等の費用の負担を含みます。）を被った場合、当社の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければな
らないものとします。
第 13 条

著作権等

本サービスにおいて、当社が利用者に提供するコンテンツに関する著作権その他一切の知的財産権は当社に帰
属し、利用者は、当社の許諾を得ずにコンテンツの複製、編集及び改変等を行い、又は第三者に使用させ、公開
及び販売を行うことはできません。
1. 利用者が本条の規定に違反して問題が生じた場合、利用者は、自己の費用と責任において問題を解決するも
のとし、当社に迷惑や損害を与えてはなりません。
2. 本サービスは日本国内をサービス提供対象とし、当社は日本国外における権利者の知的財産権に対していか
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なる保証もせず、また一切の責任を負いません。
3. 本サイトには商標、ロゴ及びサービスマーク等（以下、総称して「商標等」といいます。）が表示される場合
がありますが、当社は、本規約により利用者その他の第三者に対し何ら当該商標等を譲渡し、又は使用を許
諾するものではなく、利用者は、本サイト上の未登録商標に対し商標登録の出願をしてはならないものとし
ます。また、利用者は本サービスに関わる発明その他の知的財産に関し特許権、実用新案権、意匠権、商標
権を出願申請し、著作権に関する登録を申請してはならないものとします。
第 14 条

禁止事項

利用者は、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。
1. 法令または公序良俗に違反する行為
2. 犯罪行為に関連する行為
3. 当社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
4. 当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
5. 他の利用者に関する個人情報等を収集または蓄積する行為
6. 他の利用者に成りすます行為
7. 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
8. 当社、本サービスの他の利用者または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉その他の権利また
は利益を侵害する行為
9. 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につなが
る表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感
を与える表現を、投稿または送信する行為
10. 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為（当社の認めたものを除きます。）
、性行為やわいせ
つな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他のお客様に対する嫌が
らせや誹謗中傷を目的とする行為、その他本サービスが予定している利用目的と異なる目的で本サービスを
利用する行為
11. 宗教活動または宗教団体への勧誘行為
12. その他、当社が不適切と判断する行為
第 15 条

利用規約の改訂

1. 当社は必要に応じ、利用規約を事前の予告なく随時変更することができるものとし、これに利用者の承諾を
要しないものとします。
2. 利用規約の変更は、本サービスに掲出するほか、当社が任意に定める方法により利用者に告知します。
3. 利用規約の変更が効力を発生する日時は、本サービスに掲出します。 変更後の利用規約は、その日時以降の
本サービスの運営及び利用者サービスの利用に適用されます。
第 16 条

免責事項

1. 当社は、本サービスの不具合、不稼働、稼働不良などを含む法律上の瑕疵担保責任、その他の保証責任を一
切負わず、かかる瑕疵を除去して本サービスを提供する義務を負わないものとします。
2. 当社は、本サービスに起因して利用者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、当
社が特に認める場合においては、この免責規定は適用されないものとします。
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3. 上記第 2 項の但し書き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利用者に生じた損害のうち、特別な事情から生じた損害について一切の責任を負
いません。
4. 当社の軽過失による債務不履行または不法行為に起因する損害賠償責任は、当社が当該利用者から本サービ
スの対価として現実に支払いを受けた金額を上限とします。
第 17 条

準拠法および管轄

1. 本規約の解釈には日本法が適用されるものとします。
2. 訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属合意裁判所とします。
付則 本規約は 2018 年 10 月 20 日より施行するものとします。
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