
以下ログイン画面に表示している文言 

 

ご利用にあたっては、毎年１回、「ｗｉｗｉｗサービス利用規約」のご確認・同意をいただいております。 

下記「ｗｉｗｉｗサービス利用規約」を、必ず、ご確認の上、同意いただける場合は、文末の「同意する」

ボタンをクリックしてください。 

ご確認・同意いただけない場合は、「同意しない」ボタンをクリックしてください。 

 

《ｗｉｗｉｗサービス利用規約》 

 

ｗｉｗｉｗサービスの利用は、株式会社ｗｉｗｉｗにサービス利用の申込みをされ、承諾

された法人の従業員様のみが登録いただけます。その他の方は、ご利用になれませんので

ご了承ください。 

ｗｉｗｉｗサービスの法人申込みは、こちら「wiwiw@nl-hd.com」で受け付けています。 

 

第１条 規約の適用 

株式会社ｗｉｗｉｗ（以下、「当社」という）は、当社が定めたこの「ｗｉｗｉｗサービ

ス利用規約」（以下、「本規約」という）に基づき、ｗｉｗｉｗサービス（以下、「本サービ

ス」という）を提供します。 

 本規約は、第２条所定のユーザ会員（以下、「ユーザ会員」という）が本サービスを利用

する場合に適用します。当社が、本サービスの利用に関して、本規約の他に別途、書面、

映像その他の方法で表示、もしくは通知する注意事項、その他の規定もまた本規約の一部

を構成し、本規約と同等の効力を有するものとします。 

 

第２条 ユーザ会員の定義 

ユーザ会員とは、当社が提供する本サービスの法人用「利用約款」（以下、「法人利用約

款」という）に同意し、「ｗｉｗｉｗサービス利用申込書」を提出された法人のうち、当社

がその申込みを承諾した法人（以下、「法人会員」という）の従業員であり、法人会員によ

りユーザ登録され、かつウェブサイト（https://www.www.com/以下、「本ウェブサイト」

という）上で第６条に定める会員登録を行った個人をいいます。 

 

第３条 規約の変更 

当社は、本規約の内容を変更できるものとします。この場合、当社が事前に変更内容を

本ウェブサイトにより、または当社が定める方法で通知し、それ以後ユーザ会員が本サー

ビスを利用したとき、ユーザ会員がその内容を承認したものとみなします。 

 

第４条 規約の遵守 



ユーザ会員および当社は、本サービスの利用および提供にあたり、それぞれ本規約を遵

守するものとします。 

 

第５条 本サービスの内容、諸規定 

1. 当社は、法人会員が同意した法人利用約款の契約条項に基づき、法人会員により登録

されたユーザ会員（以下、「ユーザ会員」という）に本サービスを提供するものとしま

す。 

2. 当社は、本サービスの内容、諸規定等の詳細を、本ウェブサイト上の本サービスを告

知するページ上に表記するものとします。 

3. 当社は、本サービスの内容の変更を必要と判断した場合、ユーザ会員に通知すること

なく、その必要な変更を行うことができるものとします。 

 

第６条 ユーザ会員登録 

１． ユーザ会員の登録資格は、法人会員の従業員であり、かつ法人会員によりユーザ登録

された方に限定して当社が付与します。 

２． 当社からユーザ登録資格を付与された方は、当社が本ウェブサイトで定める手続きに

従って、ユーザ会員登録（以下、「会員登録」という）を行うものとします。 

３． 次のいずれかに該当する場合には、当社は会員登録の取り消しを行うことがあります。 

（１） ユーザー会員が虚偽の事実を申告したとき 

（２） ユーザ会員を雇用している法人会員が、本サービスの利用契約を解除したとき 

（３） ユーザ会員が本規約上の義務を怠った場合、または怠る恐れがある場合 

（４） ユーザ会員が、過去に本項第１号または第３号に該当する行為を行ったことが

ある場合、またはこれらを行う恐れがある場合 

（５） その他、当社がユーザ会員として不適当と判断したとき 

４． 前項の規定により、当社が会員登録を拒絶する場合は、ユーザ会員および法人会員に

対しその旨を通知します。ユーザ会員および法人会員は、これに対して異議を申し出

ることはできません。当社は、拒絶の理由を明らかにする義務を負いません。 

 

第７条 登録された個人情報の取扱 

1. 当社は、法人会員およびユーザ会員に登録いただいたユーザ会員の個人情報（氏名、住

所、電話番号、メールアドレス等、ユーザ会員個人を特定することが出来る情報をいう。

以下同じ）を、以下の目的のために使用することができるものとします。 

（１） 本サービスを提供するため。 

（２） 本サービス提供に付帯する業務を遂行するため。 

（３） 本サービスの利用動向の調査および分析のため。 

（４） 新しいサービスの研究または開発をするため。 



2. 当社は、前項の利用範囲において、当社の業務委託先である株式会社ネットラーニング

ホールディングス、および株式会社ネットラーニングに個人情報の取り扱いを委託しま

す。 

3. 当社は、1 項および 2 項の規定の適用を妨げることなく、以下の項目に該当する場合を

除き、1 項で規定される個人情報を第三者に開示しないものとします。 

（１） ユーザ会員が個人情報の開示について別途同意している場合。 

（２） 1 項の利用目的の達成のために、第三者と共同または委託により情報を取扱う

場合。 

（３） 事業譲渡、分社等により営業資産の一部として、個人情報を第三者に引き継ぐ

場合。 

（４） 個人情報を特定の第三者との間で相互に利用する場合であって、あらかじめそ

の利用目的および特定の第三者についてあらかじめ通知され、公表されている

場合。 

 

第８条（匿名加工情報の作成・提供について） 

当社は、本サービス利用時に取得する以下の情報につき、特定の個人を識別すること、

および作成にもちいる個人情報を復元すること、ができないよう加工した匿名加工情報を

作成します。また、作成した匿名加工情報の一部を第三者提供します。 

（１）匿名加工情報に含まれる情報 

利用者の個人属性情報：生年月（日を除く） 

オンライン講座受講情報：学習進捗データ（ログイン日時等）、学習結果データ

（テスト解答、修了日時等）、コースレビュー回答データ（回答、回答率等） 

（２）匿名加工情報の提供方法 

記録媒体による提供、電子メールによる提供 

 

第９条 本サービスの利用 

１． 当社は、ユーザ会員登録が完了した時点からユーザ会員にサービスの提供を開始する

ものとします。 

２． ユーザ会員は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。 

３． ユーザ会員は、当社の同意なく、本サービスを用いて第三者に独自のサービスを行う

ことはできません。 

 

第１０条 変更の届出 

ユーザ会員は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等、登録された個人情報に変更

があった場合は、当社が本ウェブサイトで定める手続きに従って、すみやかにその変更を

通知するものとします。 



 

第１１条 本サービスの停止・中止 

当社は、次の各号のいずれかに該当する事象が発生した場合には、本サービスの提供を

停止または中止することがあります。 

１． 法人会員およびユーザ会員が、法人利用約款の契約条項に違反したとき 

２． ユーザ会員が本規約に違反したとき 

３． 当社が第６条３項に該当すると判断したとき 

４． その他、当社が本サービスの提供を停止または中止せざるを得ない事由があると認め

たとき 

 

第１２条 ユーザ名およびパスワード 

１． ユーザ名およびパスワードの管理ならびに使用は、ユーザ会員の責任とし、使用上の

過誤または第三者の不正な使用等について、当社は一切その責任を負わないものとし

ます。 

２． ユーザ会員は、ユーザ名およびパスワードに関し、以下の義務を負うものとします。 

（１） ユーザ会員は、ユーザ名およびパスワードを公表し、または他人に使用させて

はならず、その使用権に対して、貸与、名義変更、譲渡、売買、質入等の処分

をしないものとします。 

（２） ユーザ会員は、ユーザ名もしくはパスワードがわからなくなった場合、当社が

本ウェブサイトで定める手続きに従って、ユーザ名およびパスワードの再交付

を受けるものとします。 

（３） ユーザ会員は、ユーザ名およびパスワードを秘密に保持するものとし、パスワ

ードを所定の手続きに従い、定期的に変更するものとします。 

（４） ユーザ会員は、ユーザ名もしくはパスワードが漏洩されたことを知った場合、

また、ユーザ名もしくはパスワードが他人に使用されたことを知った場合には、

直ちに当社にその旨通知し、当社の指示に従うものとします。 

 

第１３条 脱会 

ユーザ会員は、当社が本ウェブサイト上で定める手続きをとることにより、脱会するこ

とができます。この場合、当社は、当該ユーザ会員の個人情報を削除するものとします。 

 

第１４条 禁止事項 

ユーザ会員は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。 

１． 本サービスで提供される情報、著作物等を私的目的以外に利用する行為、ネットワー

クの内外を問わず公衆に再提供する行為、その他当社および第三者の著作権を侵害す

る行為、もしくはその恐れのある行為 



２． わいせつ、賭博、暴力、残虐などの情報を発信、送信仲介、受信するなどの公序良俗

に反する行為、もしくはその恐れのある行為 

３． 犯罪行為、犯罪行為を導くような行為、もしくはそれらの恐れのある行為 

４． 他人の名誉、信用を毀損あるいは誹謗中傷する行為、もしくはその恐れのある行為 

５． 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、もしくはその恐れのある行為 

６． 有害プログラムを含んだ情報、偽造、虚偽または詐欺的情報、公職選挙法に違反する

情報を発信、送信仲介、受信する行為、もしくはその恐れのある行為 

７． 性的、民族的、人種的その他の差別を助長するような行為、もしくはその恐れのある

行為 

８． 公序良俗に反する情報、文書、図形等を、本サービスを利用して公開する行為 

９． 国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由する国内外のネットワー

クの規則に反する行為 

１０． 本サービスを営利目的で利用する行為 

１１． その他、法令に違反する行為、もしくはその恐れのある行為 

１２． 本サービスの運営を妨げ、もしくは当社の業務営業を妨げ、また妨げる恐れのあ

る行為 

１３． その他、当社が不適切と判断する行為 

 

第１５条 損害賠償 

ユーザ会員が本規約およびその他諸規定等に違反する行為、または不正もしくは違法な

行為によって当社に損害を与えた場合には、当社は、当該ユーザ会員に対して当社の被っ

た損害の賠償を請求することができるものとします。 

 

第１６条 情報の取扱い 

１． ユーザ会員は、本ウェブサイト上の掲示板に参加しようとする場合、本規約および掲

示板「注意事項」を遵守するものとします。 

２． 当社は、以下の場合、ユーザ会員の承諾なく、当社サーバ内のユーザ会員が登録した

データを消去できるものとします。 

（１） 当該データが第１４条記載の行為、あるいは係る行為の原因、手段、結果にな

り得ると、当社が判断した場合 

（２） その他、当社が当該データの削除を必要であると判断した場合 

３． 当社は、サーバの故障・停止時の復旧の便宜を図るために備えて、ユーザ会員の登録

したデータの複写を保管することがあります。 

４． 当社は、ユーザ会員の承諾を得た上で、ユーザ会員が登録したデータを抽出・再編集

して、インターネット、書籍、放送その他の媒体を通じて、発表することがあります。

この場合の一切の権利は、当社に帰属するものとします。 



５． 当社は、当社が必要と判断するメールやファイルをユーザ会員に送付することがあり

ます。 

 

第１７条 法令等の遵守 

ユーザ会員が他のネットワーク（国内外）を経由して通信を行う場合、経由するすべての

ネットワークの規則およびそれらの国の法令に従わなければなりません。 

 

第１８条 通信設備等 

1. ユーザ会員は、自己の費用と責任において、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すべての機器およびサービ

スを準備し、本サービスを利用するものとします。 

2. ユーザ会員は、本サービスを利用するために、任意の通信事業者ならびにインターネ

ット接続業者と契約するものとし、通信事業者もしくは接続業者の責めに帰すべき事

由で、本サービスの提供が妨げられたとしても、当社は一切その責任を負いません。 

3. 当社は、本サービスの利用のために必要、または適したソフトウェアを指定すること

があります。この場合、ユーザ会員が他のソフトウェアを用いたときは、当社が提供

するサービスを受けられないことがあります。 

 

第１９条 免責 

1. 当社は、本サービスの利用、または本サービスにより提供される情報等の利用により

発生した損害に対し、いかなる責任も負わないとし、一切の損害につき賠償する義務

は負わないものとします。 

2. 当社は、リンク先のウェブサイトの利用により発生した損害に対し、いかなる責任も

負わないとし、一切の損害について賠償する義務は負わないものとします。 

3. 本サービスの利用による、ユーザ会員同士、ユーザ会員と本サービスにおける情報等

提供者、もしくはユーザ会員と第三者との間で生じた紛議には、当社は一切責任を負

わないものとします。 

4. 当社は、本サービスの廃止、停止または中止については免責されるものとします。 

5. 当社は、ユーザ会員により本サービスを通じて登録、提供された情報が消失した場合

には免責されるものとします。 

6. 当社は、第１５条２項に従い、当社サーバ内のデータを消去した場合には、免責され

るものとします。 

 

第２０条 合意管轄裁判所 

ユーザ会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁

判所とします。 



 

付則 

本規約は 2002 年 4 月 1 日より実施するものとします。 

本規約は 2004 年 6 月 1 日より改訂実施するものとします。 

本規約は 2005 年 4 月 1 日より改訂実施するものとします。 

本規約は 2007 年 1 月 1 日より改訂実施するものとします。 

本規約は 2014 年 4 月 1 日より改訂実施するものとします。 

本規約は 2015 年 3 月 1 日より改訂実施するものとします。 

本規約は 2019 年 8 月 28 日より改訂実施するものとします。 

 


