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Generalist/LW サービス 利用規約 

 

本 規約 は、東芝デ ジタルソリューシ ョンズ 株式会社 (以下 、「当社 」と称します)が提 供する

Generalist/LW e ラーニングクラウドサービス（以下、「本サービス」と称します）の利用に関する条件を定

めるものです。 

本サービスのご利用に際しては、本規約の全文をお読み頂いた上で、本規約に同意いただく必要がありま

す。 

 

第１条 （目的） 

本規約は、当社が提供する本サービスの利用に関する条件を定めることを目的とするものです。 

本サービスの内容については、別紙の「Generalist/LW サービス仕様書」に規定するものとします。 

 

第２条 （規約の変更） 

当社は自ら必要と判断する場合、お客様に事前通知することなく、いつでも、本規約及び本規約付

属の各種仕様書を変更できるものとします。 

２ 前項に定める変更は、変更後の規約または本規約付属の各種仕様書が、Generalist/LW ユーザ

ーサイト内の適宜の場所に掲示された時点からその効力を生じるものとします。 

 

第３条 （定義） 

「本サービス」とは、お客様が本規約に同意することによりアクセスすることができるコンテンツライセンスを

含む、各種の Generalist/LW e ラーニングクラウドサービスを指します。 

２ 「Generalist/LW ユーザーサイト」とは、お客様に本サービスの購入申込み、変更等申込み等をして

いただける当社が提供するウェブサイトを指します。 

３ 「お客様」とは、当社が定める手続きに従って本サービスの購入申込み（ユーザー登録）を行い、本

サービスを利用する法人又は個人を指します。 

４ 「アカウント」とは、お客様が本サービスを利用する権利を指します。 

５ 「ID」とは、本サービスを利用していただくのに際し、当社がお客様を識別し、管理等を行うために付与

される識別子を指します。 

６ 「アクセス」とは、本サービスにユーザー情報を登録され、ID 及びパスワードにより本サービスを利用され

ることを指します。 

７ 「代金決済サービス」とは、本サービスの利用料金の支払いについて、当社が第三者に委託するクレジ

ットカード決済サービス（GMO ペイメントゲートウェイ株式会社の PG マルチペイメントサービス）、請
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求書払いサービス（株式会社ラクーンの Paid サービス）、その他の代金決済サービスを指し、当該

サービスを提供する法人等を「決済会社等」といいます。 

８ 「コンテンツライセンス」とは、お客様が当社の用意するｅラーニングコンテンツを利用するためのライセン

スを指します。必要なコンテンツを必要な ID 数で個別に購入いただけます。 

９ 「個別利用規約」とは、「規約」、「ガイドライン」などの名称で本規約とは別に当社が定める文書を指

します。 

 

第４条 （購入申込） 

本サービスの利用にあたり、お客様には、「Generalist/LW ユーザーサイト利用規約」に従い、ユー

ザー登録を完了していただく必要があります。 

２ 本サービスのご購入は、お客様が当社所定の購入申込手続きを実施したときに成立するものとします。

なお、お客様が本サービスの購入を申込まれる際は、本規約の内容を承諾の上で行うものとし、お客

様が本サービスの購入申込を行った時点で、当社はお客様が本規約の内容に同意しているものとみ

なします。 

３ 当社は、本規約の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスのご利用を

お断りすることがあります。 

① 本サービスの利用申込時に事実と異なる内容（虚偽、誤記、記載漏れ等を問いませ

ん。）をお客様が当社に通知したことが判明したとき 

② お客様が、本サービスの料金、費用、遅延損害金若しくは当社の提供する他のサービス

（本約款の適用の有無を問いません。）の料金、費用、遅延損害金の支払いを怠り、

又は怠るおそれがあると当社が判断するとき 

③ 当社が指定する代金決済サービスを、お客様がご利用になることができないとき 

④ お客様が、前号のほか本規約及びその他当社との契約に反する事実があるとき、又は反

する事実が発生すると合理的に判断されるとき 

⑤ その他本サービス利用の継続が適当でないと当社が判断するとき 

 

第５条 （本サービスの内容とお客様の責任） 

当社は、お客様に第 8 条に定める利用料金をお支払いただくことを条件に、本規約に従って、お客様

に本サービスを提供します。本サービスに関連し、個別利用規約がある場合、お客様は、本規約の他、

当該個別利用規約も遵守していただく必要があります。 

２ お客様には、本規約の有効期間中、本規約に従って本サービスを外国為替及び外国貿易法に定め

る居住者が使用する権利と、当社による事前許可のもとで非居住者に提供する権利のみが許諾さ

れます。 

３ お客様は、本サービスに必要な資料等がある場合、当社に対し、本規約に定める条件に従い、開示、

貸与等の提供を行うものとします。 

４ お客様は、当社へ提供する全ての情報が、真正で正確かつ完全な情報であることを保証し、常に最
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新の状態に保つことに同意するものとします。お客様が当社に提供する資料等に内容等の誤りがある

場合又は、資料提供に遅延があることに起因して生じた本サービスの履行遅滞、結果については、当

社はその責めを免れるものとします。 

５ お客様は、本サービスの利用開始後、本規約の条項の１つにでも同意ができなくなった場合には、本

サービスの利用を中止しなければならないものとします。 

６ 当社は、本サービスの提供を当社が指定する第三者（以下、「委託先」と称します）に対して委託

できるものとします。当社は、委託先に対して本サービスにおける当社の義務と同様の義務を負わせる

ものとし、委託先の本サービスの履行について責任を負うものとします。 

７ お客様が本サービスの利用に必要なメールアドレス、ＩＤ及びパスワード等（以下、「ＩＤ等」と称し

ます）の管理及び保管は、お客様の責任及び費用で行うものとし、本規約または本規約付属の仕

様書に別段の定めがある場合を除き、お客様以外の第三者に利用させる行為の他、譲渡、貸与、

又は質入等の担保権の設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。当社は、お客様の

ＩＤ等の管理不十分、使用上の過誤及び第三者の使用等による損害については、一切の責任を

負いません。 

８ お客様は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに当社に届け出るとともに、当社の指

示に従うものとします。 

① ＩＤ等を紛失したとき 

② ＩＤ等が盗難にあったとき 

③ ＩＤ等が正常に機能しないとき 

④ ＩＤ等が第三者により使用されていることが判明したとき 

９ お客様が本サービスを利用されるにあたり、当社が本サービス提供設備内にお客様に割り当てた領

域に蓄積・保存されたファイルその他データは、お客様の責任によって管理されるものとし、当社は、

第１項の義務の違反がない限り、その消失、漏洩、第三者による改ざん、コンピュータウィルス等有

害なプログラムへの感染等に対して、いかなる責任も負わないものとします 。 

１０ お客様が本サービスを利用されるにあたり、当社が本サービス提供設備内にお客様に割り当てた領

域に蓄積・保存しているファイルその他データは、お客様の責任によって管理されるものとします。 ま

た、当社はその内容の監視、検閲、確認及び第三者への開示を行わないものとしますが、次の場合

はその限りではありません。 

① 障害対応時などお客様の利益を保護するために必要と当社が判断した場合 

② 本サービス提供のために必要で、かつお客様が事前に了解した場合 

③ 法令の定めに基づく開示請求があった場合 

１１ お客様は、本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア、通信回線等のうち当社が提供し

ないものについては、お客様の責任により調達・整備・維持するものします。これらの設備が原因でお

客様に損害が発生した場合には、当社は当該損害に対して、一切責任を負わないものとします。 

１２ お客様による本サービスの利用によって当社又は第三者に損害が発生した場合には、お客様は当

社又は当該第三者に対して損害賠償の責任を負うものとします。当社は、お客様の行為について

一切責任を負わないものとします。 
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第６条 （当社からの通知） 

本サービスに関する当社からお客様への通知は、当社のウェブサイト等への掲示、その他お客様への

メール等の当社が適当と認める方法により行うものとし、ウェブサイトでの通知の場合は、当社が当該

通知内容を当社のウェブサイト等への掲示、その他お客様へのメール等の送信をしたことをもって、当

該通知は、お客様に対してなされたものとみなします。 

２ 前項に定める通知は、本規約と一体のものとし、お客様はこれら全てを遵守するものとします。なお、

かかる通知が本規約に相反し又は矛盾する内容がある場合は、本規約の規定を優先して適用す

るものとします。 

 

第７条 （本サービスの提供期間） 

当社からお客様への本サービスの提供期間は、お客様が Generalist/LW ユーザーサイトで本サービ

スの購入申込みを完了した月の翌月 1 日から 6 ヶ月間とし、お客様から変更又は解約の申入れが

ない限り、同一条件をもって 6 ヶ月間延長するものとし、それ以降も同様とします。 

 

第８条 （利用料金及び支払い条件） 

本サービスの利用にかかる料金（以下、「利用料金」と称します）は、「別紙 利用料金」に定める

金額とします。 

２ お客様がご利用中の本サービスにかかる利用料金は、Generalist/LW ユーザーサイトにてご確認い

ただけます。お客様は、当該内容を確認し、内容が事実と異なる場合には速やかに当社にご連絡い

ただくものとします。 

３ お客様は、当社が別途定める場合を除き、当社指定の代金決済サービスにより利用料金をお支払

いいただくものとします。 

４ お客様は、コンテンツライセンスを除く利用料金を 1 ヶ月単位で当社にお支払いいただくものとします。

お客様が「料金プラン A：使う月だけお支払いプラン」および「料金プラン B：毎月お得な定額プラ

ン」を選択された場合の利用料金の請求および支払い条件は、別紙に定めるとおりとします。 

なお、利用料金の支払い手続きに際しては、お客様は、決済会社等が定める所定の規定に従ってい

ただくものとします。 

５ 代金決済サービス等により利用料金のお支払いが承認された後に、その理由の如何を問わず代金

決済サービス等から当社への支払いが取消された場合には、当社又は当社指定の請求事業者から

料金を直接請求させていただく場合があります。 

６ 本条の規定は、本規約の終了後、お客様が利用料金のお支払いを完了するまで有効に存続します。 

７ 支払期日を経過してもお客様から利用料金のお支払いがなされない場合、当社は、未払いの利用

料金に年率１４.６％の割合による遅延損害金を加えた金額をお客様に請求することができるもの

とします。 
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８ 本サービスのご利用日数に応じた利用料金の日割り計算はいたしません。 

９ お客様が本条に従い当社にお支払いになられた利用料金については、本規約に定めのない限り、当

社より返金されないものとします。 

 

第９条 （第三者への委託） 

1. 当社は本ライセンスの全部又は一部について、当社の責任において第三者に委託することが出来る

ものとします。 

2. 前項の場合、当社は、お客様から受領した情報のうち本ライセンスを提供するために必要な情報を、

当該第三者に提供し、お客様はそれに承諾するものとします。 

3. 第 1 項の場合、当社は、本契約条件上当社が負う義務と同等の義務を当該第三者に課すもの

とします。 

第１０条 （第三者サービス） 

1. 本サービスには、第三者のウェブサービス、製品又は機能（以下「第三者サービス等」とする）へのリ

ンクが含まれる場合があります。お客様が第三者サービス等を利用される場合には、本規約のほか、

第三者サービス等の定める条件にお客様の責任で遵守するものとします。 

２ 前項の定めは、本サービスの範囲外で発生した事象（例えば、お客様が、購入した第三者サービス

等を本サービスと連携するような場合に、当該第三者サービス等において発生した事象を含む）に起

因する、本サービスの停止、障害、障害復旧等については適用されず、、当社は一切責任を負わな

いものとします。 

３ 本サービスのマニュアル等に特段明記されていない方法で本サービスを使用し、お客様及び第三者サ

ービス等に障害が発生した場合、当社は一切責任を負わないものとします。 

４ お客様は、本サービスがネットワークを介して提供され、本サービスには第三者が行うサービスが含まれ

ることを了承するものとします。当社は、本ネットワークおよび第三者が行うサービスの完全性、適時性、

確実性を含め、一切の保証を行わないものとします。ただし、何らかの不都合が発生した場合、誠意

をもって、この解決にあたるものとします。 

 

 

第１１条 （お客様からの提案） 

当社は、本サービスに関するお客様からのアイデア、提案等について、特段当社が依頼したものでない

限り、受領又は検討しないこととし、お客様が任意で当社に提示された当該アイデア、提案等につき

何ら責任を負わないものとします。 

 

第１２条 （お客様の本サービス利用事項の変更） 
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お客様は、その氏名（商号）又は法人名等の変更、その他の Generalist/LW ユーザーサイト申

込事項に変更があるときは、その変更内容を Generalist/LW ユーザーサイトにて随時行うものとし

ます。 

２ 前項の変更等申込みに際し、当社は、お客様に対し、その申込みのあった事実を証明する書類の

提出をお願いすることがあります。 

３ お客様が、料金プランの変更を行う場合は、Generalist/LW ユーザーサイトで所定の方法により

申込みをするものとします。但し、第７条に定める本サービスの有効期間の延長の初日より適用さ

れるものとします。 

 

第１３条 （サービスの変更、停止・中断） 

当社は、いつでも、本サービスの全部又は一部の変更又は一時停止・中断ができるものとします。 

２ 当社は、合理的必要性がある場合、いつでも、本サービス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 法定点検日（年１回）、その他本サービスに関係する機器、設備等の保守又は工事を必

要とする場合、その他これらに類する行為上やむを得ない場合。 

② 当社が所有又は管理する電気通信設備に過大な負荷が発生し、その利用又は運営に支障

を与える又は支障を与えるおそれのある場合。お客様が過大な負荷を生じさせる行為をしたと

き。 

③ 前２号のほか当社が管理する機器等にやむを得ない障害が発生した場合。 

④ データベースバックアップを行う場合。 

⑤ 電気通信事業者又はお客様若しくは当社に電気通信役務（通信回線等の提供を含む）

を提供している者（以下、あわせて電気通信事業者等という）の事情により、当社がお客様

に本サービスの全部又は一部を提供できない場合又はそのおそれがある場合。 

⑥ 前号を含む停電、火災、その他の当社の責めに帰さない事由により、本サービスの提供が困

難な場合。 

⑦ 障害発生時。 

⑧ コンピュータウィルスなどへのセキュリティ緊急対策を行う場合。 

⑨ 天災地変、戦争、内乱、法令の制定改廃その他不可抗力により、非常事態が発生した場

合、又は発生するおそれがある場合。 

⑩ 代金決済サービスにおいて、お客様の与信審査又は決済が一度でも通らない場合。 

⑪ お客様が次の各号のいずれかに該当し、相当期間を定めて催告してもそれが是正されない場

合。 

(a) お申込み内容（申込み利用数）を超過して本サービスの利用を継続し、当社から申込

み利用数を追加する契約の締結を要請しても、合理的理由なく追加契約が行われない

場合 

(b) 前号のほか本規約に違反したとき。 
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⑫ その他、本サービスの提供を中断する合理的必要性がある場合。 

３ 本条により本サービスが変更又は一時停止・中断した場合でも、本規約に特段の定めがある場合を

除き、当社は、お客様に対していかなる責任も負わないものとします。 

 

第１４条 （禁止事項） 

お客様は、本サービスの利用にあたって、次の各号のいずれかに該当する当社の本サービスの運営を

妨げる行為又はそのおそれのある行為（以下、禁止事項という）を行ってはならないものとします。お

客様が禁止事項を行った場合、当社は、お客様による本サービスの利用を停止又は本サービスの提

供を終了することができるものとします。当社は、お客様が行った禁止事項により損害を被ったときは、

お客様に賠償を求めることができるものとします。 

① 当社の事前の書面による承諾（この承諾には、本規約または本規約付属の仕様書に

別段の定めがある場合を含みます）なく、第三者に対して本サービスを利用する権利の

全部又は一部を譲渡、貸与、又は担保に供すること及びその他本サービスを第三者に

利用させること（お客様のアカウント自体又はお客様ネームに付帯する各種権利につい

て販売、移転、利用許諾又は譲渡を行うことを含みます）、複製、改変、リバースエンジ

ニアリング、逆コンパイル等を行うこと。 

② 当社の事前の書面による承諾なく、当社が承諾した利用目的以外又は本サービス提供の趣

旨に反する目的で、本サービスを利用すること。 

③ 当社、本サービスを利用している他のお客様、その他第三者の著作権、商標権、その他の知

的財産権を侵害する行為又はそのおそれのある行為。 

④ 第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行

為。 

⑤ 第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。 

⑥ 詐欺、業務妨害等犯罪行為、又はこれを勧誘若しくは信用を毀損する行為。 

⑦ 無限連鎖講（ネズミ講）若しくはマルチ商法に類する商法を開設し、又はこれを勧誘する行

為。 

⑧ 法令若しくは公序良俗に違反し、又は第三者に不当に不利益を与えるおそれのある行為。 

⑨ 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為。 

⑩ 本サービスの利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為。 

⑪ コンピュータウィルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて又は本サービスに関連して使用、

送信、書き込み又は提供する行為。 

⑫ 第三者に成りすます行為（第三者、情報を本サービスに投稿する行為を含みます。） 

⑬ 当社が承諾しない方法により、又は第三者の代りに（第三者に成りすます行為、を含みます）

本サービスのアカウントを作成する行為 

⑭ 当社が認めていない方法により、外部サービス又は本サービスが公開していない API へアクセ

スする行為 
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⑮ 本サービス内に記載された著作権表示、ラベル、商標その他の表示を除去する行為 

⑯ その他当社が不適切と判断した行為。 

 

第１５条 （本サービスの終了） 

当社は、本サービスの提供を、３ヶ月前までにユーザーに通知し終了できるものとします。本終了に関

し、当社はお客様が被る損害の責任を一切負わないものとします。 

 

第１６条 （本サービスの廃止） 

1． 当社は、1 ヶ月前までに書面でお客様に通知することにより、本サービスの全部又は一部を廃止す

ることができるものとします。 

2． 当社に故意または重過失のない限り、当社は本サービスの廃止により、お客様が被るいかなる損害

の責任も負わないものとします。 

 

第１７条 （解除） 

当社は、お客様に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、何らの催告なしに、サービスの

提供を終了し、直ちに本規約を解除することができるものとします。 

① 重大な過失又は背信行為があった場合。 

② 支払の停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、

会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合。 

③ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。 

④ 公租公課の滞納処分を受けた場合。 

⑤ その他前各号に準ずるような本規約の条件を継続し難い重大な事由が発生した場合。 

⑥ 代金決済サービスにおいて、お客様の与信審査又は決済が一度でも通らない場合。 

２ 当社は、お客様が本規約のいずれかの条項に違反し、債務不履行が発生した場合、本サービスの

提供を終了し、本規約を解除することができるものとします。本解除により、お客様に生じる損害につ

いて、当社は一切の責任を負わないものとします。 

３ お客様は、第１項各号のいずれかに該当する場合又は前項に定める解除がなされた場合、当社に

対し負担する一切の金銭債務につき当社から通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ち

に弁済しなければならないものとします。 

 

第１８条 （中途解約） 

お客様が、本サービスを解約する場合には、Generalist/LW ユーザーサイトにて当該サービスの解約

手続きを行うものとします。当社が特段定める場合を除き、解約手続き完了後、当社は本サービス
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有効期間満了日に本サービスの提供を終了します。 

２ 前項に基づき、お客様が、本サービスを解約する場合、第８条（利用料金及び支払い条件）の定

めに関わらず、お客様は本サービス有効期間満了月分までの本サービスの料金を、当社所定の方法

により当社に支払うものとし、お客様が当社に支払い済みの本サービスの利用料金は、本規約に特

段の定めのない限り返金しないものとします。 

 

第１９条 （本サービス提供終了の効果） 

原因の如何に関わらず、本サービスの提供が終了した場合、本規約に従いお客様に対し付与されて

いた全ての権利は失効し、お客様は本サービスを利用することはできません。 

２ 原因の如何に関わらず、本サービスの提供が終了した場合、当社は、お客様の全てのデータを削除

することができるものとします。 

３ 本サービスの提供が終了した場合、別段の定めがある場合を除き、お客様は、本サービスに関して当

社が提供した全ての資料を遅滞なく当社に返却する又は当社の承諾を得て自己の責任で廃棄する

ものとします。 

４ 第２項の定めにかかわらず、お客様は、本サービスの提供終了後も、当社が本規約に従い、お客様

を特定できない方法でお客様データを取り扱うことがあることに同意するものとします。 

 

第２０条 （秘密保持） 

お客様及び当社は、本規約の遂行のため、互いに知り得た相手方の技術上又は営業上その他業

務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報及び口頭により秘密で

ある旨を示して開示した情報で開示後３０日以内に書面により内容を特定した情報（以下、秘密

情報という）を第三者（委託先を除く）に開示又は漏洩しないものとします。但し、次の各号のいず

れかに該当する場合はこの限りではありません。お客様及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基

づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとします。 

① 相手方から開示を受けた際、既に自ら所有していたもの。 

② 本規約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知又は公用となったもの。 

③ 正当な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を負わずに入手したもの。 

④ 相手方から提供を受けた情報を使用せず、独自に開発、創造したもの。 

２ 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講じるものとします。 

３ 本条の秘密保持義務は本サービス終了後３年間有効に存続するものとします。 

４ お客様及び当社は、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、相手方から開示された秘

密情報の本規約の目的遂行に必要な限度を超えての複製若しくは複写又は本規約の目的以外で

の使用若しくは利用をしてはならないものとします。お客様及び当社は、本項に従い秘密情報を複製

又は複写した情報も秘密情報として取り扱うものとします。 

５ お客様及び当社は、相手方から開示された秘密情報を善良なる管理者としての注意義務をもって
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管理するものとします。 

６ お客様及び当社は、本規約の目的遂行のために開示を必要とする最小限の役員及び従業員（委

託先を含む）に対してのみ秘密情報を開示するものとし、当該役員及び従業員に対しては、本規

約の内容を知らせ、本規約に基づく義務を退職後も含め遵守させるものとします。 

７ お客様及び当社は、相手方から書面で要求があった場合又は本サービスが終了した場合には、本規

約に基づき相手方から開示された秘密情報を直ちに相手方に返却する又は相手方の承諾を得て廃

棄するものとします。 

８ 秘密情報のうち、個人情報に該当する情報については、次条の規定が本条の規定に優先して適用

されるものとします。 

 

第２１条 （個人情報の取り扱い） 

当社は、当社のホームページで公表されている「個人情報保護方針」に定めるところにより、お客様に

係る情報（本サービス申込時又はサービス提供中に、当社がお客様に関して取得する氏名、住所、

電話番号、メールアドレス及びＩＰアドレス等の全ての個人情報をいう。以下同じとする。）を次に

定める目的の遂行に必要な範囲において、利用します。 

① お客様からの問い合わせへの対応、当社サービスの利用に関する手続きの案内又は情報の

提供等のお客様に対する取扱い業務。 

② 課金計算に係る業務。 

③ 利用料金請求に係る業務。 

④ 当社又は他社の商品、サービス並びにキャンペーンの案内等 

⑤ 当社のサービスについての工事、保守又は障害対応等の取扱い業務。 

２ 前項に定める他、同「個人情報保護方針」に定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と

共同利用（個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５７号。以下同じ

とする。）第２３条第４項３号に定めるものをいう。）を行う場合においては、お客様に係る情報を

次に定める目的の遂行に必要な範囲において利用することとします。 

① 前項の第１号乃至第５号（第１号については、「当社」を「共同利用者」に読み替えて適

用するものとします。）に規定する業務等。 

② 当社と共同利用者に係るサービス（割引サービス及び合算請求等）の提供。 

３ 前２項の場合において、当社の情報セキュリティ管理責任者は、当該お客様に係る情報について責

任を有するものとします。 

４ 当社が、他の電気通信事業者等より､本サービスの前提となる電気通信サービスの提供を受ける場

合、当該電気通信サービスの提供を受けるために必要な範囲において、お客様に係る情報を当該電

気通信事業者等に提供することとします。 

５ お客様は、前４項に定めるところにより当社がお客様に係る情報を利用することに同意していただくも

のとします。 

６ お客様は、次の場合において、当社がお客様の通信の内容に関する情報にアクセスして収集するこ
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と及び障害対応時等において当社が必要と判断する第三者機関に対して当該情報を開示するこ

とに同意されたものとします。 

① 適用法令の遵守 

② お客様の本サービスのご利用に関する当社及びその顧客の権利又は財産の保護 

③ お客様、当社、当社の顧客、一般個人の安全を確保するため、かかるアクセス又は開示が必

要であるという合理的な判断を行った場合 

 

 

第２２条 （知的財産権） 

本サービスにおける提供物の著作権、当社による本サービスの提供に関するアイディア、ノウハウ等、そ

の他一切の知的財産権は、本規約で明示的に別段の定めを行わない限り、当社又は当社が許諾

を受けている者に帰属します。 

２ お客様は、本サービスに含まれているか付帯しているいかなる著作権表示、商標、サービスマークなど

の専有権表示も削除、改変、又は隠蔽せず、本サービスにおける提供物について、再現、修正、改

造、派生著作物の作成、公演、表示、公開、配布、伝送、放送、販売、利用許諾、営利利用を

行わないものとします。 

３ 本サービスで使用される商標につき、当社が運営するウェブサービスに掲げるブランドガイドラインで認

められている場合を除き、当社の事前の書面による承認なしに、その全体又は一部を複製、模倣、

又は使用することはできません。 

４ 本サービスに関して、第三者との間に国内外の産業財産権・回路配置利用権・著作権にかかる権

利侵害等の紛争を生じたときは、お客様は、直ちにその旨を書面により当社に連絡するものとします。 

５ お客様は、本サービスで生成された成果物について、第三者のいかなる権利及び利益（知的財産

権、名誉、プライバシー権、肖像権を含むが、これらに限らない。）も侵害しないこと及び著作権法そ

の他の法令に違反しないことを保証するものとします。 

６ 前項の成果物に関し、第三者が権利の侵害、差止めその他の請求をした場合、お客様の責任と費

用において解決するものとします。 

 

第２３条 （輸出関連法令の遵守） 

お客様は、当社から納入された納入物を武器、大量破壊兵器の設計・製造・使用の目的で使用し

ないものとし、当社の提供物（本サービス及び本サービスに関連し当社がお客様に提供する一切の

情報及び物品）を輸出する場合、外国為替及び外国貿易法その他輸出関連法を遵守し、所定

の手続きをとるものとします。なお、米国輸出関連法等外国の輸出関連法令の適用を受け、所定の

手続きが必要な場合も同様とします。 

お客様は、自己が、日本、米国等の輸出管理法令に違反して法律上の処分を受けたり、又は国際

的な平和を阻害する懸念があると日本、米国等の政府機関から指定を受けていないことを確約しま

す。 
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第２４条 （反社会的勢力の排除） 

お客様は、自己が、現時点及び将来にわたって、次の各号の一に該当しないことを確約します。 

① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、

特殊知能暴力集団その他これらに準じる者（以下、あわせて「反社会的勢力」と称します）

であること。 

② 反社会的勢力が、実質的に経営を支配し又は経営に関与していること。 

③ 反社会的勢力を利用していること。 

④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること。 

⑤ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。 

２ お客様は、自身又は第三者を利用して、当社又は当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅

迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損し又は当社の

業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約します。 

３ 当社は、お客様が前２項のいずれかに違反した場合には、何らの通知、催告を要せず、本サービスの

全部又は一部を終了することができることとします。 

４ 前項の定めにより、本サービスの全部又は一部を終了した場合には、お客様に損害が生じても当社

は一切これを賠償せず、また、かかる終了により当社に損害が生じたときは、お客様はその損害を賠

償するものとします。 

 

第２５条 （当社の責任） 

本サービスにおける当社の責任は、本規約の内容に従って継続的にお客様に提供するために合理的

な努力をもって実施することに限られるものとします。 

２ 当社は、本規約に特に定める場合を除き、本サービスに関し、有用性、商品性及び特定目的への

適合性、第三者の権利の非侵害性の保証を含めて、本サービスにつき、明示的か黙示的かを問わ

ず、いかなる保証も排除します。 

３ 第１項により責任を負う場合及び本規約にて特に定める場合を除き、当社はお客様の本サービスの

利用および本サービスを利用した結果に関し、一切責任を負わないものとします。 

  

第２６条 （損害賠償） 

当社は、第２５条（当社の責任）に基づき責任を負う場合又は本規約の履行若しくは不履行に

関し、当社の責めに帰すべき事由によりお客様に損害を与えた場合、当社はお客様に対して当該事

由の直接の結果として、お客様が現実に被った通常の損害に限り賠償するものとします。損害賠償の

累計総額は、次の各号を限度とします。但し、当社の故意又は重過失に基づく場合は、この限りで

はありません。 

① 本サービスに連続２４時間未満の停止があった場合には、賠償責任を負わないものとします。 
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② 本サービスに連続２４時間を越えた停止があった場合には、当該時間数を２４時間で割る

ことにより算出される数の整数部分を停止日数とし、本サービスの利用料金の３０分の１に

停止日数を乗じた額を限度とする。但し、利用料金の３ヶ月分に相当する金額を超えないも

のとします。 

③ 前二号以外の場合には、利用料金の３ヶ月分に相当する金額を限度とします。 

２ 前項にかかわらず、お客様の損害が電気通信事業者等による電気通信役務の提供等に起因する

場合で、当該電気通信役務の提供等に関して、当社が電気通信事業者等から受領する損害賠

償額が前項で定める当社の損害賠償額に満たないときは、電気通信事業者等から受領する損害

賠償額を限度とするものとします。 

３ 前項にかかわらず、お客様の損害が、第三者が行うサービス環境に起因する場合は、事由の如何を

問わず、当社は一切の責を負わないこととします。 

４ 第２５条（当社の責任）第１項及び本条の定めにかかわらず、当社が本サービスを提供するにあ

たりお客様に生じたデータ、プログラムその他無体財産に対する損害については、当社は一切賠償責

任を負わないものとします。 

５ 当社が本規約に基づきお客様に対して負う責任は、債務不履行責任、不法行為責任を問わず、

前各項の範囲に限られるものとします。 

６ お客様が、本規約に違反することにより当社に損害を与えた場合、お客様は当社に対する損害賠償

の責を負うものとします。 

 

第２７条 （不可抗力（天災等についての免責）） 

当社は、火災、水害、地震、落雷、噴火等の天災地変、戦争やテロ行為、事故、ストライキ、電

力調達不能、疫病（感染症を含む）等の、当事者が予見できず又はその発生を回避することが

できない事由（不可抗力事由）により、本サービス提供の遅延等、本契約の不履行が発生した

としても、当社はその責任を問われないものとします。 

 

第２８条 （譲渡の禁止） 

お客様は、本規約上の地位を第三者に承継させること又は本規約から生じる権利義務の全部又は

一部を第三者に譲渡、移転若しくは担保に供することはできないものとします。  

但し、当社の事前の書面による承諾がある場合はこの限りではありません。 

 

第２９条 （存続条項） 

お客様の本サービスのご利用終了後も第１条（目的）、第３条（定義）、第５条（本サービス

の内容とお客様の責任）、第８条（利用料金及び支払い条件）、第１１条（お客様からの提

案）、第１７条（解除）、第１８条（中途解約）、第１９条（本サービス提供終了の効果）、

第２０条（秘密保持）、第２１条（個人情報の取り扱い）、第２２条（知的財産権）、第
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２３条（輸出関連法令の遵守）、第２４条（反社会的勢力の排除）、第２５条（当社の責

任）、第２６条（損害賠償）、第２９条（存続条項）、及び第３０条（準拠法、協議、合

意管轄）は引き続き有効に適用されるものとします。 

 

第３０条 （準拠法、協議、合意管轄） 

本規約の準拠法は、日本国法とします。 

２ 本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従って協議し、円

満に解決を図るものとします。 

３ 本規約に関して訴訟の必要が生じた場合、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 

 

制定 2022 年 5 月 9 日 
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別紙 利用料金 

【Generalist/LW サービス】 

コンテンツライセンスを除く利用料金の料金プランについては、下記「料金プラン A：使う月だけお支払い

プラン」又は「料金プラン B：毎月お得な定額プラン」の何れかをお客様が選択可能とします。 

 

■料金プラン A：使う月だけお支払いプラン 

ご契約時発行された管理者権限のユーザ以外にも Generalist/LW サービスをご利用される場合のみ

月額利用料をお支払い頂く料金プランです。ご利用しない月は、ご契約時発行された管理者権限のユ

ーザ以外ご利用いただけません。ご利用しない月にご契約時発行された管理者権限のユーザ以外の方

がログインすると、「ご利用月ではないため、サービスを利用できません。詳細についてはシステム管理者に

お問合せください。」というメッセージが表示され、アクセスできません。 

 

【基本運用ルール】 

毎月第 1 営業日に弊社からお客様へ、当月を含む 6 ヶ月間の利用可否についてメールでご連絡いたし

ます。変更がある場合はご連絡した月の 15 日までにメールでご返信ください。 

ご返信いただいたメールに基づき、翌月の利用可否と課金の設定をします。ご返信いただけない場合、弊

社から送付した利用可否の内容に沿って設定します。 

 

【1 日～15 日までに新規ご契約いただいた場合】 

契約月（当月）はアクセス可（課金対象外）とします。契約月（当月）の 20 日までに翌月以降の

利用可否について弊社からメールでご連絡いたしますので、当月の 25 日までにご返信ください。 

ご返信いただけない場合、契約月の翌月は利用しない設定とします。契約月の翌月以降は、基本運用

ルールに従います。 

 

【16 日～末日までに新規ご契約いただいた場合】 

契約月（当月）はアクセス可（課金対象外）とします。契約月の翌月は、利用する設定とし、課金対

象となりますのでご注意ください。翌々月以降の利用可否につきましては、契約月の翌月第 3 営業日ま

でに弊社からメールでご連絡いたしますので、契約月の翌月 15 日までにメールでご返信ください。ご返信

いただけない場合、契約月の翌々月は利用しない設定とします。 
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下記の A1～A10 の中から１つ選択いただきます。 

利用料金（消費税及び地方消費税額を除く） 営業型番 

【A30】  月額利用料 ～ 30 ID まで 20,000 円 KAH-SA030JP 

【A50】  月額利用料 ～ 50 ID まで 25,000 円 KAH-SA050JP 

【A1】  月額利用料 ～ 100 ID まで 40,000 円 KAH-SA001JP 

【A2】  月額利用料 ～ 200 ID まで 55,000 円 KAH-SA002JP 

【A3】  月額利用料 ～ 300 ID まで 70,000 円 KAH-SA003JP 

【A4】  月額利用料 ～ 400 ID まで 85,000 円 KAH-SA004JP 

【A5】  月額利用料 ～ 500 ID まで 95,000 円 KAH-SA005JP 

【A6】  月額利用料 ～ 600 ID まで 110,000 円 KAH-SA006JP 

【A7】  月額利用料 ～ 700 ID まで 120,000 円 KAH-SA007JP 

【A8】  月額利用料 ～ 800 ID まで 130,000 円 KAH-SA008JP 

【A9】  月額利用料 ～ 900 ID まで 140,000 円 KAH-SA009JP 

【A10】 月額利用料 ～1,000 ID まで 150,000 円 KAH-SA010JP 

【A15】 月額利用料 ～1,500 ID まで 180,000 円 KAH-SA015JP 

※該当月 1 日～該当月末日まで（以下 課金対象期間）にご利用した場合に月額利用料を、該当

月の 21 日にお客様に課金させていただきます。 

※カウントの対象となる ID は、ログイン可能な「有効 ID」数となります。運用途中で「ログイン不可」の設

定を行った ID は、「有効 ID」の対象外となります。なお、「ログイン不可」ID 数は、「有効 ID」数の 3

倍までを可能とします。 
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■料金プラン B：毎月お得な定額プラン 

 

利用実績の有無に関わらず、毎月、定額の月額利用料をお支払い頂くプランです。 

下記のＢ1～Ｂ10 の中から１つ選択いただきます。 

 

利用料金（消費税及び地方消費税額を除く） 営業型番 

【B30】  月額利用料 ～ 30 ID まで 10,000 円 KAH-SB030JP 

【B50】  月額利用料 ～ 50 ID まで 12,500 円 KAH-SB050JP 

【B1】  月額利用料 ～ 100 ID まで 20,000 円 KAH-SB001JP 

【B2】  月額利用料 ～ 200 ID まで 27,500 円 KAH-SB002JP 

【B3】  月額利用料 ～ 300 ID まで 35,000 円 KAH-SB003JP 

【B4】  月額利用料 ～ 400 ID まで 42,500 円 KAH-SB004JP 

【B5】  月額利用料 ～ 500 ID まで 47,500 円 KAH-SB005JP 

【B6】  月額利用料 ～ 600 ID まで 55,000 円 KAH-SB006JP 

【B7】  月額利用料 ～ 700 ID まで 60,000 円 KAH-SB007JP 

【B8】  月額利用料 ～ 800 ID まで 65,000 円 KAH-SB008JP 

【B9】  月額利用料 ～ 900 ID まで 70,000 円 KAH-SB009JP 

【B10】 月額利用料 ～1,000 ID まで 75,000 円 KAH-SB010JP 

【B10】 月額利用料 ～1,500 ID まで 90,000 円 KAH-SB015JP 

※カウントの対象となる ID は、ログイン可能な「有効 ID」数となります。運用途中で「ログイン不可」の設

定を行った ID は、「有効 ID」の対象外となります。なお、「ログイン不可」ID 数は、「有効 ID」数の 3

倍までを可能とします。 
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【ストリーミング機能】 

東京情報システム株式会社のサーバへ動画をアップロードし、ストリーミングで動画を利用するための 

機能となります。Generalist/LW サービスの契約と同時にご利用いただけます。 

契約期間は６ヶ月です。 

※Generalist/LW サービスに係る契約が契約満了等により終了した場合、本機能の利用権も終了し

ます。 

ご利用の条件は次の表記載の内容となります。 

 

ストレージ容量 １TB 

月間流量上限（データ転送量） １TB 

画質 480p 720×480 のみ 

超過容量 600 円/1GB 

超過流量 400 円/1GB 

 

※ストリーミングサービス払い出しの関係上、 ご契約いただいてから、5 営業日以内にストリーミング環境

の URL、アカウントの情報をメールにて通知いたします。 

※アップロードが可能な動画形式は一般的な動画形式であればアップロードすることが可能です。 

一般的な動画形式：MP4、MOV、WMV、AVI、MPEG、MPG、FLV 

※容量、月量のご利用状況については、ヘルプデスクまでお問い合わせください。 

※ストレージ容量、月間流量上限を超えた場合は、超過した翌月に超過量に合わせて請求させていた

だきます。 
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【複数法人利用ライセンスオプション】 

本オプションをご契約いただいた場合、お客様は、以下に定める条件で、本サービスを第三者に利用させ

ることができるものとします。 

 

（１）第三者とは、法人を指します。 

（２）お客様が、第三者に利用させることができる本サービスの範囲は、本規約付属のサービス仕様書

に定めるものとします。 

（３）お客様は、自己の責任により、本規約、本規約付属のサービス仕様書に従って本サービスの一

部を第三者に利用させることができることとし、その場合には、お客様は当該第三者に、本規約、

本規約付属のサービス仕様書の内容を遵守させるものとします。当該第三者が利用できる機能

については、本規約付属のサービス仕様書 別表 1 機能メニューの権限：法人管理者、進捗管

理者、主催者、講師、一般ユーザのみとします。当該第三者による、本規約または本規約付属

のサービス仕様書への違反は、お客様による違反とみなし、お客様は当社に責任を負うものとしま

す。 

（４）当社は本サービスをお客様に提供するものとし、前項（３）により、お客様が自己の責任により

本サービスの利用を許諾した第三者に対しては、当社は一切責任を負いません。 

 

本オプションは、Generalist/LW サービスの契約時のご契約、および半年毎の契約更新のタイミングで、

ご契約または解約が可能です。 

本オプションをご契約の場合、【Generalist/LW サービス】の料金に加え、下記費用が発生します。下

記料金は、Generalist/LW サービスの契約内容により確定します。 

※Generalist/LW サービスに係る契約が契約満了等により終了した場合、本オプションの利用権も終

了します。 

 

■【Generalist/LW サービス】使う月だけお支払いプランをご利用の場合 

Generalist/LW サービスの月額利用料が発生した月だけ、オプション料金が発生します。 

 

利用料金（消費税及び地方消費税額を除く） 営業型番 

【LA1】  月額利用料 ～ 100 ID まで 40,000 円 KAH-LA001JP 

【LA2】  月額利用料 ～ 200 ID まで 55,000 円 KAH-LA002JP 

【LA3】  月額利用料 ～ 300 ID まで 70,000 円 KAH-LA003JP 

【LA4】  月額利用料 ～ 400 ID まで 85,000 円 KAH-LA004JP 

【LA5】  月額利用料 ～ 500 ID まで 95,000 円 KAH-LA005JP 

【LA6】  月額利用料 ～ 600 ID まで 110,000 円 KAH-LA006JP 
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【LA7】  月額利用料 ～ 700 ID まで 120,000 円 KAH-LA007JP 

【LA8】  月額利用料 ～ 800 ID まで 130,000 円 KAH-LA008JP 

【LA9】  月額利用料 ～ 900 ID まで 140,000 円 KAH-LA009JP 

【LA10】 月額利用料 ～1,000 ID まで 150,000 円 KAH-LA010JP 

【LA15】 月額利用料 ～1,500 ID まで 180,000 円 KAH-LA015JP 

 

■【Generalist/LW サービス】毎月お得な定額プランをご利用の場合 

 

利用実績の有無に関わらず、毎月、定額のオプション料金が発生します。 

利用料金（消費税及び地方消費税額を除く） 営業型番 

【LB1】  月額利用料 ～ 100 ID まで 20,000 円 KAH-LB001JP 

【LB2】  月額利用料 ～ 200 ID まで 27,500 円 KAH-LB002JP 

【LB3】  月額利用料 ～ 300 ID まで 35,000 円 KAH-LB003JP 

【LB4】  月額利用料 ～ 400 ID まで 42,500 円 KAH-LB004JP 

【LB5】  月額利用料 ～ 500 ID まで 47,500 円 KAH-LB005JP 

【LB6】  月額利用料 ～ 600 ID まで 55,000 円 KAH-LB006JP 

【LB7】  月額利用料 ～ 700 ID まで 60,000 円 KAH-LB007JP 

【LB8】  月額利用料 ～ 800 ID まで 65,000 円 KAH-LB008JP 

【LB9】  月額利用料 ～ 900 ID まで 70,000 円 KAH-LB009JP 

【LB10】 月額利用料 ～1,000 ID まで 75,000 円 KAH-LB010JP 

【LB15】 月額利用料 ～1,500 ID まで 90,000 円 KAH-LB015JP 
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【教材テンプレート提供サービス】 

教材の原本である PPT 資料をご提供します。 

PPT資料をベースにお客様自身で追加、変更してセミオーダーメイドのeラーニング教材が作成できます。 

Generalist/LW サービス契約期間中であればいつでもご利用いただけます。 

本サービスの払い出しは、ご購入いただいた後、数日後となります。 

教材の登録、受講者への紐づけは、お客様にて実施いただきます。 

購入後のキャンセル・返金はできませんので、予めご了承ください。 

 

利用料金（消費税及び地方消費税額を除く） 営業型番 

基本を学ぶ 情報セキュリティ 300,000 円 KAH-PP001JP 

基本を学ぶ 個人情報保護 300,000 円 KAH-PP002JP 

基本を学ぶ 知的財産 300,000 円 KAH-PP003JP 

基本を学ぶ ソーシャルメディア 300,000 円 KAH-PP004JP 

基本を学ぶ 労働関連法 300,000 円 KAH-PP005JP 
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【ストリーミングサービスオプション】 

株式会社 J ストリーム社のサーバへ動画をアップロードし、ストリーミングで動画を利用するための 

オプションとなります。Generalist/LW サービスの契約と同時にご契約いただきます。 

契約期間は６ヶ月です。 

※Generalist/LW サービスに係る契約が契約満了等により終了した場合、本オプションの利用権も終

了します。 

プラン A、プラン B からご選択いただきます。プランの違いは下記の通りです。 

 

  プランＡ プランＢ 

動画登録 総本数上限 10 本まで 5,000 本まで 

ストレージ容量 50GB 250GB 

月間流量上限（データ転送量） 30GB 150GB 

アップロードサイズ上限 2GB/1 ファイル 2GB/1 ファイル 

画質 600kbps のみ 600kbps のみ 

動画サイズ 640×360 のみ 640×360 のみ 

超過容量 600 円/1GB 600 円/1GB 

超過流量 400 円/1GB 400 円/1GB 

※ストリーミングサービス払い出しの関係上、 15 日までにお申込みいただいたお客様は翌月 5 営業日

以内、16 日～月末にお申込みいただいた方は、翌月 10 営業日以内からのご利用となります。ご利

用の際は、弊社よりメールにて通知させていただきます。 

※動画の削除はできません。 

※容量、月量のご利用状況については、ヘルプデスクまでお問い合わせください。 

※ストレージ容量、月間流量上限を超えた場合は、超過した翌月に超過量に合わせて請求させていた

だきます。 

 

■プラン A かつ【Generalist/LW サービス】使う月だけお支払いプランをご利用の場合 

Generalist/LW サービスの月額利用料が発生した月だけ、オプション料金が発生します。 

利用料金（消費税及び地方消費税額を除く） 営業型番 

【JAA1】  月額利用料 ～ 100 ID まで 60,000 円 KAH-JAA01JP 

【JAA2】  月額利用料 ～ 200 ID まで 60,000 円 KAH-JAA02JP 

【JAA3】  月額利用料 ～ 300 ID まで 60,000 円 KAH-JAA03JP 

【JAA4】  月額利用料 ～ 400 ID まで 60,000 円 KAH-JAA04JP 
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【JAA5】  月額利用料 ～ 500 ID まで 60,000 円 KAH-JAA05JP 

【JAA6】  月額利用料 ～ 600 ID まで 60,000 円 KAH-JAA06JP 

【JAA7】  月額利用料 ～ 700 ID まで 60,000 円 KAH-JAA07JP 

【JAA8】  月額利用料 ～ 800 ID まで 60,000 円 KAH-JAA08JP 

【JAA9】  月額利用料 ～ 900 ID まで 60,000 円 KAH-JAA09JP 

【JAA10】 月額利用料 ～1,000 ID まで 60,000 円 KAH-JAA10JP 

※ストリーミングオプションの利用可否に関わらず、オプションの料金が発生します。 

 

■プラン A かつ【Generalist/LW サービス】毎月お得な定額プランをご利用の場合 

利用実績の有無に関わらず、毎月、定額のオプション料金が発生します。 

利用料金（消費税及び地方消費税額を除く） 営業型番 

【JAB1】  月額利用料 ～ 100 ID まで 20,000 円 KAH-JAB01JP 

【JAB2】  月額利用料 ～ 200 ID まで 20,000 円 KAH-JAB02JP 

【JAB3】  月額利用料 ～ 300 ID まで 20,000 円 KAH-JAB03JP 

【JAB4】  月額利用料 ～ 400 ID まで 20,000 円 KAH-JAB04JP 

【JAB5】  月額利用料 ～ 500 ID まで 20,000 円 KAH-JAB05JP 

【JAB6】  月額利用料 ～ 600 ID まで 20,000 円 KAH-JAB06JP 

【JAB7】  月額利用料 ～ 700 ID まで 20,000 円 KAH-JAB07JP 

【JAB8】  月額利用料 ～ 800 ID まで 20,000 円 KAH-JAB08JP 

【JAB9】  月額利用料 ～ 900 ID まで 20,000 円 KAH-JAB09JP 

【JAB10】 月額利用料 ～1,000 ID まで 20,000 円 KAH-JAB10JP 

 

 

■プラン B かつ【Generalist/LW サービス】使う月だけお支払いプランをご利用の場合 

Generalist/LW サービスの月額利用料が発生した月だけ、オプション料金が発生します。 

利用料金（消費税及び地方消費税額を除く） 営業型番 

【JBA1】  月額利用料 ～ 100 ID まで 120,000 円 KAH-JBA01JP 

【JBA2】  月額利用料 ～ 200 ID まで 120,000 円 KAH-JBA02JP 
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【JBA3】  月額利用料 ～ 300 ID まで 120,000 円 KAH-JBA03JP 

【JBA4】  月額利用料 ～ 400 ID まで 120,000 円 KAH-JBA04JP 

【JBA5】  月額利用料 ～ 500 ID まで 120,000 円 KAH-JBA05JP 

【JBA6】  月額利用料 ～ 600 ID まで 120,000 円 KAH-JBA06JP 

【JBA7】  月額利用料 ～ 700 ID まで 120,000 円 KAH-JBA07JP 

【JBA8】  月額利用料 ～ 800 ID まで 120,000 円 KAH-JBA08JP 

【JBA9】  月額利用料 ～ 900 ID まで 120,000 円 KAH-JBA09JP 

【JBA10】 月額利用料 ～1,000 ID まで 120,000 円 KAH-JBA10JP 

※ストリーミングオプションの利用可否に関わらず、オプションの料金が発生します。 
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■プラン B かつ【Generalist/LW サービス】毎月お得な定額プランをご利用の場合 

利用実績の有無に関わらず、毎月、定額のオプション料金が発生します。 

利用料金（消費税及び地方消費税額を除く） 営業型番 

【JBB1】  月額利用料 ～ 100 ID まで 40,000 円 KAH-JBB01JP 

【JBB2】  月額利用料 ～ 200 ID まで 40,000 円 KAH-JBB02JP 

【JBB3】  月額利用料 ～ 300 ID まで 40,000 円 KAH-JBB03JP 

【JBB4】  月額利用料 ～ 400 ID まで 40,000 円 KAH-JBB04JP 

【JBB5】  月額利用料 ～ 500 ID まで 40,000 円 KAH-JBB05JP 

【JBB6】  月額利用料 ～ 600 ID まで 40,000 円 KAH-JBB06JP 

【JBB7】  月額利用料 ～ 700 ID まで 40,000 円 KAH-JBB07JP 

【JBB8】  月額利用料 ～ 800 ID まで 40,000 円 KAH-JBB08JP 

【JBB9】  月額利用料 ～ 900 ID まで 40,000 円 KAH-JBB09JP 

【JBB10】 月額利用料 ～1,000 ID まで 40,000 円 KAH-JBB10JP 
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【コエステーション連携オプション】 

人間の声を人工的につくる音声合成技術を使ったオプションです。 

パワーポイントのノート部分を抽出して、自動で人工音声を作成します。 

Generalist/LW サービスの契約と同時にご契約いただきます。 

契約期間は６ヶ月です。 

※Generalist/LW サービスに係る契約が契約満了等により終了した場合、本オプションの利用権も終

了します。 

※払い出しの関係上、お申込みいただいた日から 5 営業日以内からのご利用となります。 

  ご利用の際は、弊社よりメールにて通知させていただきます。 

※作成の際、コエの種類は２つからお選びいただけます。 

 

■【Generalist/LW サービス】使う月だけお支払いプランをご利用の場合 

Generalist/LW サービスの月額利用料が発生した月だけ、オプション料金が発生します。 

利用料金（消費税及び地方消費税額を除く） 営業型番 

【KA30】  月額利用料 ～ 30 ID まで 5,000 円 KAH-KA030JP 

【KA50】  月額利用料 ～ 50 ID まで 5,000 円 KAH-KA050JP 

【KA1】  月額利用料 ～ 100 ID まで 5,000 円 KAH-KA001JP 

【KA2】  月額利用料 ～ 200 ID まで 5,000 円 KAH-KA002JP 

【KA3】  月額利用料 ～ 300 ID まで 5,000 円 KAH-KA003JP 

【KA4】  月額利用料 ～ 400 ID まで 5,000 円 KAH-KA004JP 

【KA5】  月額利用料 ～ 500 ID まで 5,000 円 KAH-KA005JP 

【KA6】  月額利用料 ～ 600 ID まで 5,000 円 KAH-KA006JP 

【KA7】  月額利用料 ～ 700 ID まで 5,000 円 KAH-KA007JP 

【KA8】  月額利用料 ～ 800 ID まで 5,000 円 KAH-KA008JP 

【KA9】  月額利用料 ～ 900 ID まで 5,000 円 KAH-KA009JP 

【KA10】 月額利用料 ～1,000 ID まで 5,000 円 KAH-KA010JP 

【KA15】 月額利用料 ～1,500 ID まで 5,000 円 KAH-KA015JP 

※コエステーション連携オプションの利用可否に関わらず、オプションの料金が発生します。 

 

■【Generalist/LW サービス】毎月お得な定額プランをご利用の場合 

利用実績の有無に関わらず、毎月、定額のオプション料金が発生します。 
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利用料金（消費税及び地方消費税額を除く） 営業型番 

【KB30】  月額利用料 ～ 50 ID まで 5,000 円 KAH-KB030JP 

【KB50】  月額利用料 ～ 30 ID まで 5,000 円 KAH-KB050JP 

【KB1】  月額利用料 ～ 100 ID まで 5,000 円 KAH-KB001JP 

【KB2】  月額利用料 ～ 200 ID まで 5,000 円 KAH-KB002JP 

【KB3】  月額利用料 ～ 300 ID まで 5,000 円 KAH-KB003JP 

【KB4】  月額利用料 ～ 400 ID まで 5,000 円 KAH-KB004JP 

【KB5】  月額利用料 ～ 500 ID まで 5,000 円 KAH-KB005JP 

【KB6】  月額利用料 ～ 600 ID まで 5,000 円 KAH-KB006JP 

【KB7】  月額利用料 ～ 700 ID まで 5,000 円 KAH-KB007JP 

【KB8】  月額利用料 ～ 800 ID まで 5,000 円 KAH-KB008JP 

【KB9】  月額利用料 ～ 900 ID まで 5,000 円 KAH-KB009JP 

【KB10】 月額利用料 ～1,000 ID まで 5,000 円 KAH-KB010JP 

【KB15】 月額利用料 ～1,500 ID まで 5,000 円 KAH-KB015JP 
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【集合研修（Zoom・O365 連携付）オプション】 

e ラーニングの他に集合研修管理および Zoom・・O365 連携ができるオプションです。 

Generalist/LW サービスの契約と同時にご契約いただきます。 

契約期間は６ヶ月です。 

※Generalist/LW サービスに係る契約が契約満了等により終了した場合、本オプションの利用権も終

了します。 

※払い出しの関係上、お申込みいただいた日から 5 営業日以内からのご利用となります。 

  ご利用の際は、弊社よりメールにて通知させていただきます。 

 

■【Generalist/LW サービス】使う月だけお支払いプランをご利用の場合 

Generalist/LW サービスの月額利用料が発生した月だけ、オプション料金が発生します。 

利用料金（消費税及び地方消費税額を除く） 営業型番 

【UA1】  月額利用料 ～ 100 ID まで 10,000 円 KAH-UA001JP 

【UA2】  月額利用料 ～ 200 ID まで 14,000 円 KAH-UA002JP 

【UA3】  月額利用料 ～ 300 ID まで 18,000 円 KAH-UA003JP 

【UA4】  月額利用料 ～ 400 ID まで 21,000 円 KAH-UA004JP 

【UA5】  月額利用料 ～ 500 ID まで 24,000 円 KAH-UA005JP 

【UA6】  月額利用料 ～ 600 ID まで 27,000 円 KAH-UA006JP 

【UA7】  月額利用料 ～ 700 ID まで 30,000 円 KAH-UA007JP 

【UA8】  月額利用料 ～ 800 ID まで 32,000 円 KAH-UA008JP 

【UA9】  月額利用料 ～ 900 ID まで 34,000 円 KAH-UA009JP 

【UA10】 月額利用料 ～1,000 ID まで 36,000 円 KAH-UA010JP 

【UA15】 月額利用料 ～1,500 ID まで 41,000 円 KAH-UA015JP 

※集合研修（Zoom・O365 連携付）オプションの利用可否に関わらず、オプションの料金が発生しま

す。 
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■【Generalist/LW サービス】毎月お得な定額プランをご利用の場合 

利用実績の有無に関わらず、毎月、定額のオプション料金が発生します。 

利用料金（消費税及び地方消費税額を除く） 営業型番 

【UB1】  月額利用料 ～ 100 ID まで 5,000 円 KAH-UB001JP 

【UB2】  月額利用料 ～ 200 ID まで 7,000 円 KAH-UB002JP 

【UB3】  月額利用料 ～ 300 ID まで 9,000 円 KAH-UB003JP 

【UB4】  月額利用料 ～ 400 ID まで 10,500 円 KAH-UB004JP 

【UB5】  月額利用料 ～ 500 ID まで 12,000 円 KAH-UB005JP 

【UB6】  月額利用料 ～ 600 ID まで 13,500 円 KAH-UB006JP 

【UB7】  月額利用料 ～ 700 ID まで 15,000 円 KAH-UB007JP 

【UB8】  月額利用料 ～ 800 ID まで 16,000 円 KAH-UB008JP 

【UB9】  月額利用料 ～ 900 ID まで 17,000 円 KAH-UB009JP 

【UB10】 月額利用料 ～1,000 ID まで 18,000 円 KAH-UB010JP 

【UB15】 月額利用料 ～1,500 ID まで 20,500 円 KAH-UB015JP 

※集合研修（Zoom・O365 連携付）オプションの利用可否に関わらず、オプションの料金が発生しま

す  
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【html 変換オプション】 

PowerPoint のアニメーションや音声を Generalist/LW のコンテンツとして実現する形式に変換できる 

ツールをご提供するオプションです。 

PowerPoint の以下の機能を変換できます。 

・アニメーション 

 アニメーションの再生が自動か、クリック したタイミングになるかについては、PowerPoint のスライドショー

の設定に原則準拠します。 

 

・埋め込まれ た動画・音声 

 ビデオおよび音声ファイルは、PowerPoint のスライドショーで再生される設定になっていることが必要で

す。再生環境側の Web ブラウザが再生可能であるものをサポートします。 

 

Generalist/LW サービスの契約と同時にご契約いただきます。契約期間は６ヶ月です。 

 

※Generalist/LW サービスに係る契約が契約満了等により終了した場合、本オプションの利用権も終

了します。 

※払い出しの関係上、お申込みいただいた日から 5 営業日以内からのご利用となります。 

  ご利用の際は、弊社よりメールにて通知させていただきます。 

 

 

■制限事項 

①文字について 

1.グループ化された文字、表の中の文字、グラフの中の文字は図として扱うので、劣化します。 

2.取り消し線、二重取り消し線、色つき下線は変換できません。 

3.文字の塗りつぶし（グラデーション、テクスチャ、パターン）、文字の輪郭、影、3D 効果、反射、光彩と

ぼかしは変換できません。 

4.ワードアートは変換できません。 

5.ファイル名やスライド内の文字に「環境依存文字」を含む場合、正常に変換されない場合があります。 

 

②画面切り替えは変換できません 

 

③以下のオブジェクトの動作設定は変換できません 

1.プログラムの実行 

2.マクロの実行 

3.オブジェクトの動作 

4.クリック時に強調表示する 
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④以下のオブジェクトの動作：ハイパーリンクの設定は変換できません 

・最後に表示したスライド 

・目的別スライドショー 

・その他のパワーポイントプレゼンテーション 

・表内に設定したハイパーリンク 

 

⑤アニメーションについて 

1.以下のアニメーションの設定は変換できません。 

 ・タイミング：繰り返し 

 ・タイミング：再生が終了したら巻き戻す 

 ・タイミング：オブジェクトをクリック時に効果を開始 

 ・テキストアニメーション：自動的に切り替え 

 ・テキストアニメーション：表示順序を逆にする 

 ・グラフアニメーション 

 ・ランダム 

2.アニメーション効果の「ドロップ」「フリップ」「ホイップ」については、HTML 変換時にアニメーションの動きを

完全に再現することはできません。 

 アニメーション効果の「強調」については、HTML 変換時にアニメーションの動きを完全に再現することは

できません。 

3.文字の塗りつぶし（グラデーション、テクスチャ、パターン）、文字の輪郭、影、3D 効果、反射、光彩と

ぼかしを PowerPoint と同様の表現で変換することはできません。 

4.スライド内にビデオファイルがある場合、アニメーションは任意のタイミングで実行できません。 

 

⑥フォントについて 

文字の定義ができない場合には、強制的に別のフォントに置き換えて変換することで、文字化けが起こる

ことを回避いたします。 

場合によっては、変換結果において、文字のフォントがお客様の意図しない文字種類に置き換わり、再現

されるケースも想定されます。 

PowerPoint のテキストボックスに対して、「MSP 明朝」あるいは「MSP ゴシック」に設定しますと、中国語

の文字化けが起こらないことが確認できております。 

ツールにより強制的に文字変換されずに HTML 変換したい場合は、「MSP ゴシック」「MSP 明朝」のご利

用を推奨します。 

 

⑦テキストボックスに「図形の書式」設定で「影」を設定している場合 HTML 変換すると、テキストの位置

が下あるいは上にずれて再現される場合があります。 

 

⑧写真や図に影を設定している場合、設定した「影」の設定内容によっては、HTML 変換後、本来の影
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の色とは異なる色で再現される場合があります。 

 また、影が再現されない場合があります。 

  

⑨図について 

1.図形はベクトル化し、変換します。 

 ベクトル化できない図形は JPEG に変換して対応いたします。この場合、画像が劣化して変換されます。 

2.Excel からの表貼り付けはサポートしておりません。あらかじめ、PowerPoint 編集時に、図として貼り

付けることを推奨いたします。 

3.HTML 変換後、図の位置にずれが生じる場合がございます。ずれが生じた場合は、PowerPoint 上

で位置を修正して再度変換してください。 

 

⑩サウンドについて 

1.対応している音声ファイル 

以下に合致している音声ファイルを変換できます。 

音声形式が MP3、WMA、WAVE、AAC のファイル 

 ※MP3 ファイルを変換するには、DirectX(8.0 以降）が必要です。 

2.音声ファイルは AAC、WAV 形式に変換します。 

3.再生タイミングが「クリック時」の場合は再生されません。PowerPoint の設定で必ず自動再生されるよ

うになっていることを確認してください。 

4.1 スライドの中に音声ファイルが複数あった場合、1 個の音声ファイルに合成されます。挿入した順番に

合成、再生されます。 

5.音声コーデックのみを格納した MP4 形式ファイルの場合、Windows 上では再生できますが、HTML

変換することはできません。 

 例えば、音声コーデックのみのファイル拡張子は通常「m4a」となり、「MP4」として拡張子を変更する事

で Windows 上で音声を再生できますが、HTML 変換することはできません。 

  

⑪ビデオ 

1.対応しているビデオファイルは以下の項目に合致しているビデオファイルのみ変換できます。 

(1)動画形式が AVI(.avi)、MPEG((.mpgmpeg)、WMV(.wmv)、MP4(.mp4)のファイル 

  MP4 ファイルの場合、Windows7 以降、PowerPoint2010 以降が必要です。 

(2)コーデックが DirectShow に対応しているファイル 

  Windows や PowerPoint 上で再生できてもコーデックによっては DirectShow に登録されていな

いことがあります。 

  DirectShow に登録されていないコーデックのビデオファイルは変換できません。 

(3)シークができるファイル 

  ビデオファイルによってはシークできないものがあります。シークできないビデオファイルは変換できません。 

(4)WMV ファイルの場合 DRM（デジタル著作権管理）がかかっていないファイル 
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2.MPEG1 形式のビデオファイルは通常上記に当てはまるので、ほぼ確実に変換できます。 

3.HTML 変換したビデオファイルは自動再生されません。ビデオの再生ボタンをクリックすることでビデオがス

タートします。 

4.ビデオは 1 スライド当たり 1 個まで変換可能です。2 個目以降は再生、変換されません。しかし、ビデ

オとサウンドファイルが同じスライドにあっても問題ありません。 

  音声は自動再生され、動画はクリック時に再生されます。 

5.挿入した MP4 形式以外のビデオファイルは MP4 形式のビデオファイルに変換されます。 

 

⑫iOS 環境ではうまく見れない場合がございます。 

 

■【Generalist/LW サービス】使う月だけお支払いプランをご利用の場合 

Generalist/LW サービスの月額利用料が発生した月だけ、オプション料金が発生します。 

利用料金（消費税及び地方消費税額を除く） 営業型番 

【HA1】  月額利用料 ～ 100 ID まで 6,000 円 KAH-HA001JP 

【HA2】  月額利用料 ～ 200 ID まで 8,250 円 KAH-HA002JP 

【HA3】  月額利用料 ～ 300 ID まで 10,500 円 KAH-HA003JP 

【HA4】  月額利用料 ～ 400 ID まで 12,750 円 KAH-HA004JP 

【HA5】  月額利用料 ～ 500 ID まで 14,250 円 KAH-HA005JP 

【HA6】  月額利用料 ～ 600 ID まで 16,500 円 KAH-HA006JP 

【HA7】  月額利用料 ～ 700 ID まで 18,000 円 KAH-HA007JP 

【HA8】  月額利用料 ～ 800 ID まで 19,500 円 KAH-HA008JP 

【HA9】  月額利用料 ～ 900 ID まで 21,000 円 KAH-HA009JP 

【HA10】 月額利用料 ～1,000 ID まで 22,500 円 KAH-HA010JP 

【HA15】 月額利用料 ～1,500 ID まで 27,000 円 KAH-HA015JP 

※html 変換オプションの利用可否に関わらず、オプションの料金が発生します。 
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■【Generalist/LW サービス】毎月お得な定額プランをご利用の場合 

利用実績の有無に関わらず、毎月、定額のオプション料金が発生します。 

利用料金（消費税及び地方消費税額を除く） 営業型番 

【HB1】  月額利用料 ～ 100 ID まで 3,000 円 KAH-HB001JP 

【HB2】  月額利用料 ～ 200 ID まで 4,125 円 KAH-HB002JP 

【HB3】  月額利用料 ～ 300 ID まで 5,250 円 KAH-HB003JP 

【HB4】  月額利用料 ～ 400 ID まで 6,375 円 KAH-HB004JP 

【HB5】  月額利用料 ～ 500 ID まで 7,125 円 KAH-HB005JP 

【HB6】  月額利用料 ～ 600 ID まで 8,250 円 KAH-HB006JP 

【HB7】  月額利用料 ～ 700 ID まで 9,000 円 KAH-HB007JP 

【HB8】  月額利用料 ～ 800 ID まで 9,750 円 KAH-HB008JP 

【HB9】  月額利用料 ～ 900 ID まで 10,500 円 KAH-HB009JP 

【HB10】 月額利用料 ～1,000 ID まで 11,250 円 KAH-HB010JP 

【HB15】 月額利用料 ～1,500 ID まで 13,500 円 KAH-HB015JP 

※html 変換オプションの利用可否に関わらず、オプションの料金が発生します  
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【データ分析オプション】 

受講履歴、テスト受験履歴、アンケート回答履歴をグラフィカルに表現する分析ダッシュボードをご利用い

ただけます。本機能をご利用頂ける ID を１ID 発行いたします。 

Generalist/LW サービスの契約と同時にご契約いただきます。 

契約期間は６ヶ月です。 

※Generalist/LW サービスに係る契約が契約満了等により終了した場合、本オプションの利用権も終

了します。 

※払い出しの関係上、お申込みいただいた日から 5 営業日以内からのご利用となります。 

  ご利用の際は、弊社よりメールにて通知させていただきます。 

 

■【Generalist/LW サービス】使う月だけお支払いプランをご利用の場合 

Generalist/LW サービスの月額利用料が発生した月だけ、オプション料金が発生します。 

利用料金（消費税及び地方消費税額を除く） 営業型番 

【DA1】  月額利用料 ～ 100 ID まで 2,000 円 KAH-DA001JP 

【DA2】  月額利用料 ～ 200 ID まで 2,000 円 KAH-DA002JP 

【DA3】  月額利用料 ～ 300 ID まで 2,000 円 KAH-DA003JP 

【DA4】  月額利用料 ～ 400 ID まで 2,000 円 KAH-DA004JP 

【DA5】  月額利用料 ～ 500 ID まで 2,000 円 KAH-DA005JP 

【DA6】  月額利用料 ～ 600 ID まで 2,000 円 KAH-DA006JP 

【DA7】  月額利用料 ～ 700 ID まで 2,000 円 KAH-DA007JP 

【DA8】  月額利用料 ～ 800 ID まで 2,000 円 KAH-DA008JP 

【DA9】  月額利用料 ～ 900 ID まで 2,000 円 KAH-DA009JP 

【DA10】 月額利用料 ～1,000 ID まで 2,000 円 KAH-DA010JP 

【DA15】 月額利用料 ～1,500 ID まで 2,000 円 KAH-DA015JP 

※データ分析オプションの利用可否に関わらず、オプションの料金が発生します。 
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■【Generalist/LW サービス】毎月お得な定額プランをご利用の場合 

利用実績の有無に関わらず、毎月、定額のオプション料金が発生します。 

利用料金（消費税及び地方消費税額を除く） 営業型番 

【DB1】  月額利用料 ～ 100 ID まで 2,000 円 KAH-DB001JP 

【DB2】  月額利用料 ～ 200 ID まで 2,000 円 KAH-DB002JP 

【DB3】  月額利用料 ～ 300 ID まで 2,000 円 KAH-DB003JP 

【DB4】  月額利用料 ～ 400 ID まで 2,000 円 KAH-DB004JP 

【DB5】  月額利用料 ～ 500 ID まで 2,000 円 KAH-DB005JP 

【DB6】  月額利用料 ～ 600 ID まで 2,000 円 KAH-DB006JP 

【DB7】  月額利用料 ～ 700 ID まで 2,000 円 KAH-DB007JP 

【DB8】  月額利用料 ～ 800 ID まで 2,000 円 KAH-DB008JP 

【DB9】  月額利用料 ～ 900 ID まで 2,000 円 KAH-DB009JP 

【DB10】 月額利用料 ～1,000 ID まで 2,000 円 KAH-DB010JP 

【DB15】 月額利用料 ～1,500 ID まで 2,000 円 KAH-DB015JP 

※データ分析オプションの利用可否に関わらず、オプションの料金が発生します。 

 

 

以上 


