
 
BOOSTA 利⽤規約 

 
第 1 条 本規約の⽬的 
1.本規約は、INTLOOP 株式会社(以下、「当社」といいいます)が BOOSTA サービスとして提供する商品
及び役務(以下、「本サービス」といいます)の利⽤について定めるものです。また、本サービスを構成す
る個別のサービスをコースまたは講座といいます。 
2.本サービスの利⽤の契約を締結する団体⼜は個⼈（以下、「利⽤者」といいます）は、本規約を誠実に
遵守するものとします。また、本サービスを利⽤する利⽤者本⼈⼜は利⽤者に所属する者（以下、「受
講者」といいます）も本規約を遵守するものとします。 
 
第 2 条 本規約の範囲 
1.本規約は利⽤者と当社との間の本サービスに関する⼀切の関係に適⽤します。 
2.当社が本サービスの円滑な運⽤を図るため必要に応じて受講者に通知する本サービスの利⽤に関する
諸規程は、本規約の⼀部を構成するものとします。 
 
第３条 本サービス申込⽅法 
利⽤者は当社指定の BOOSTA サービス受講者登録書、或いは申込書を担当営業者⼜は BOOSTA 事務局
に提出することで本サービスの利⽤を申し込むものとします。 
 
第４条 本サービスの利⽤可能な受講者の範囲 
BOOSTA サービス受講者登録書に記載された受講希望者の内、当社が認めた受講希望者を本サービス利
⽤可能な受講者として登録し、登録された受講者のみサービスを利⽤可能とします。 
 
第５条 受講者登録の拒否/拒絶 
受講者登録希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録及び再登録を拒否すること
や受講者登録の承認を取り消すことがあり、またその理由について開⽰義務を⼀切負いません。 
1.サービス利⽤に必要な受講条件/前提スキルに関する事前選考を⾏うコースについて、その選考に合格
しなかった場合。 
2.定員のあるコースは、お申し込み時にすでに定員を超えている場合。 
3.当社の指定する期⽇までに利⽤者、代理店または販売店が本サービス利⽤料を⽀払わなかった場合。 
4.同業者による調査等、受講者の受講理由が学習を⽬的としていないと判断される場合。 
5.利⽤者または受講者が暴⼒団等反社会的勢⼒に属すると当社が判断した場合。 
6.受講者が未成年である場合。ただし、当社所定の様式により、親権者等法定代理⼈の同意書を提出す
れば登録を認めます。 
7.その他、当社が不適当と認めた場合。 
8.受講者登録申込の承認後であっても、利⽤者または受講者が前項のいずれかに該当することが判明し
た場合。 



 
第６条 通知 
受講者に対する通知は、当社の判断により、以下のいずれかの⽅法で⾏うことができます。 
1.受講者が登録申込の際⼜はその後に当社に届け出た受講者の電⼦メールアドレス宛に電⼦メールを送
信して⾏います。この場合は、受講者の電⼦メールアドレスを管理するサーバに到達した時をもって、
受講者に対する通知が完了したものとみなします。 
2.本サービスの内容によっては、当社が指定した Slack等のWebサービスで⾏います。この場合、当社
が Slack等のWebサービスに通知内容を登録した時をもって、受講者に対する通知が完了したものと
みなします。 
3.その他、当社が適切と判断する⽅法で⾏います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をも
って、当該通知が完了したものとみなします。 
4.本規約⼜は関連法令において書⾯による通知⼿続が求められている場合、前項の⼿続により書⾯に代
えることができるものとします。 
 
第 7 条 サービスの利⽤料⾦、⽀払⽅法 
１．個⼈コースで申し込む場合 
（１）各コースの利⽤料は本サービス上のウェブサイト（以下「本サイト」といいます）に掲載してい
る⾦額です。 
（２）⽀払⽅法は本サイトに掲載しているブランドのクレジットカード払いか、銀⾏振込払いのみで
す。 
（３）カード払いの場合は、コース利⽤申込時に決済を⾏います。 
（４）銀⾏振込払いの場合は、本サイトに記載している⽀払期⽇までに全額前納していただきます。ま
た、振込⼿数料はご本⼈に負担していただきます。 
２．法⼈契約の場合 
（１）当社よりご提⽰した⾒積書及び請求書の料⾦をお⽀払いいただきます。 
（２）⾒積書及び請求書の⾦額を銀⾏振込で前納していただきます。また、振込⼿数料はご本⼈に負担
していただきます。 
３．領収書は、個⼈で申し込まれた場合は、取扱⾦融機関等の振込受領証、クレジットカードの明細を
もって代えさせていただきます。法⼈契約で領収書が必要な場合は、営業担当者にご連絡ください。 
４．利⽤料の⽀払いの際に、利⽤料⾦より多額の⾦額を⽀払った場合は、差額分から銀⾏振込⼿数料を
差し引いた⾦額を返⾦します。差額分が銀⾏振込⼿数料より少ない場合は、メールにて申込者に、連絡
の上、返⾦は⾏わないものとします。 
 
第 8 条 サービス利⽤期間 
１．本サービスの内、定番商品が BOOSTA サイトで提供されるサービス(以下、「コース」といいいま
す)の場合の利⽤期間には、以下の各号のようにコンテンツ視聴期間と学習サポート期間があります。 
(1)コンテンツ視聴期間： 
各コースに含まれるコンテンツ(説明テキスト、動画、演習問題、資料等)は、当該コースのウェブサイ



トに記載されている期間は視聴⼜は利⽤することができます。 
(2)学習サポート期間 
学習サポートのあるコースの場合は、当該コースのウェブサイトに記載されている学習サポート期間に
限り、学習サポートを受けられます。 
2.本サービスの内 BOOSTA サイト外で提供されるサービス⼜はオーダーメイド商品の場合は、当該サ
ービスの利⽤契約に記載の期間、サービスの利⽤ができます。 
 
第 9条 受講条件/前提スキル 
1.本サービスの中には受講条件または前提スキルが指定されている場合があります。受講⽣は当該サー
ビスに申し込んだ段階で、受講条件または前提スキルを満たしているとみなします。 
2.受講条件または前提スキルが満たされていないために、受講開始後になんらの不利益があっても当社
は⼀切責任を負いません。 
 
第 10条 利⽤環境整備 
1.利⽤者は、⾃⼰の責任において受講者側の利⽤環境(必要な性能を有するコンピュータ、インターネッ
ト接続回線、コース指定のソフトウェア等)を整備することとします。 
2.当社は、利⽤環境の整備に関する質問その他のサポートに応ずる責任を負いません。 
3.利⽤者が利⽤環境を整備できずに、不利益を被っても当社は⼀切責任を負いません。 
4.受講者が本サービスを利⽤するために必要な通信回線の利⽤料⾦は、本サービス料⾦には含まれず、
利⽤者または受講者が直接これを負担します。 
5.受講者が本サービスを利⽤するために必要な他社のサービスの利⽤料⾦は、本サービス料⾦には含ま
れず、利⽤者または受講者が直接これを負担します。 
6.教材、プラグインソフトなどのダウンロードについては利⽤者または受講者の責任で実施するものと
します。その結果⽣じる損害については利⽤者または受講者の負担とします。 
 
第 11 条 学習サポート 
1.学習サポートとは、各コースのウェブサイトに記載されている「メンタリング」、「質問対応」、「⾯
談」、「試験・課題の採点」等の総称のことです。 
2.学習サポートが含まれるコースの受講者は、当該コースのウェブサイトで記載されている学習サポー
ト期間と回数・時間に限り、学習フォローを受けることができます。 
3.メンタリングについて 
(1)メンタリング実施⽇時は、受講者の希望を聞いた上で、当社が決定します。 
(2)メンタリングの⽇時の変更は、メンタリング実施⽇の 2 営業⽇前の 17 時までに BOOSTA 事務局ま
たは担当メンターに連絡があった場合は、 振替の⽇程を調整します。ただし、メンター等の都合によ
り調整できない場合があります。調整ができないことによって受講者に⽣じる損害等に関し当社は⼀切
責任を負わず、サービス利⽤料の返⾦もしません。 
4.メンタリング実施⽇の 2 営業⽇前の 17 時以降にメンタリングのキャンセルの連絡があった場合、ま
たは連絡なしにメンタリングをキャンセルした場合は、振替は⾏いません。それによって受講者に⽣じ



る損害等に関し当社は⼀切責任を負わず、サービス利⽤料の返⾦もしません。 
5.メンタリングを⾏うメンターは、当社が決めます。受講者はメンターの指名および変更は⾏えませ
ん。ただし、当社がメンター変更の必要があると認めた場合はこの限りではありません。 
6.メンターの都合により代理のメンターによるメンタリング、あるいは⽇時等が変更になる場合があり
ます。 
 
第 12 条 修了条件 
1.修了証を発⾏するコースは、当該コースのウェブサイトで記載されている修了要件に従って、修了の
判定を⾏い、修了証(PDF形式)を発⾏します。 
２．サポート期間の延⻑を希望する場合は、例外的に認める場合があり、その場合は、改めて当該コー
スに申し込む必要があります。ただし、その場合の申込費⽤は特別割引価格を適⽤する場合がありま
す。 
 
第 13 条 ユーザ ID・パスワードなどの管理 
1.受講者は、ユーザ IDおよびパスワードを第三者に使⽤させ、または、売買、無償譲渡もしくは貸与し
てはなりません。 
2.利⽤者は、ユーザ IDおよびパスワードが第三者に不正利⽤されないように管理するものとします。受
講者のユーザ IDおよびパスワードを利⽤して⾏われた⾏為は当該受講者本⼈の⾏為とみなされるもの
とし、当該利⽤によって、利⽤者、受講者および第三者に損害が⽣じたとしても、当社は⼀切責任を負
いません。 
 
第 14 条 届出事項 
1.受講者は、受講者情報(⽒名、住所、連絡先電話番号、メールアドレス等)に変更があった場合は、速
やかに登録事項変更⼿続を⾏うものとします。 
2.前項を⾏わない場合に⽣じた受講者の不利益について当社は⼀切責任を負いません。 
 
第 15 条 解約 
１．本サービスの開講前に解約する場合は、電⼦メールで当社 BOOSTA 事務局(boosta-
info@intloop.com)に通知することにより、受講者 1名当たり、利⽤料から解約⼿数料 5,000円(税抜き)
を差し引いた⾦額を返⾦します。 
２．本サイト上の「解約可能期間」欄に解約可能期間が記載されている場合に、開講⽇を含む解約可能
期間内に解約する場合（「途中解約」といいます）は、受講者 1名当たり、利⽤料から解約⼿数料 5,000
円(税抜き)を差し引いた⾦額を返⾦します。解約可能期間を過ぎた場合、お⽀払いただいた利⽤料⾦
は、理由の如何にかかわらず、返⾦を⾏いません。 
３．本サイト上の「解約可能期間」欄に記載がないコースを途中解約した場合(退会した場合も含む)、
お⽀払いただいた利⽤料⾦は、理由の如何にかかわらず、返⾦を⾏いません。 
４．当社が紹介⼜は再販を⾏う商品または役務(以下、「他社サービス」といいます)については、利⽤者
は本サイト上の「解約可能期間」欄に記載の他社指定の解約規定に従うものとします。 



5．途中解約を 2回⾏った⽅は、以後本サービスの申し込みは受け付けません。 
 
 
第１6 条 退会 
受講者は、電⼦メールで当社 BOOSTA 事務局(boosta-info@intloop.com)に通知することにより、⾃⼰
の受講者としての登録を抹消することができるものとします。 
 
第 17 条 権利の帰属 
当社 HP 及び本サービスに関する知的財産権は全て当社⼜は当社にライセンスを許諾している者に帰属
しています。 
 
第１8 条 広告掲載 
1.当社は、当社の判断により、当社 HP ⼜は本サービスに当社⼜は第三者の広告を掲載することができ
ます。広告内容は広告提供者の責任で掲載されるものであり、当社は広告内容の正確性等について、い
かなる保証も⾏わず、⼀切責任を負いません。 
2.当社は、当社 HP上で利⽤者に対しアンケート調査等を⾏うことがあります。調査結果については第
１７条(個⼈情報の取扱い)を適⽤します。 
 
第 19条 個⼈情報の取扱い 
１．当社による受講者の個⼈情報の取り扱いについては、「個⼈情報保護⽅針・個⼈情報の取扱い」の
定めによるものとし、利⽤者及び受講者はこの「個⼈情報保護⽅針・個⼈情報の取扱い」に従って当社
が受講者の受講者情報を取り扱うことについて同意するものとしま 
２．本サービス中に第三者が提供するサービスが含まれる場合には、当該第三者サービスの提供に必要
な限度での受講者の個⼈情報を当該第三者に提供します。 
 
第２0条 免責に関する事項 
1.当社は、以下の内容について妥当性、正確性、有⽤性について保証するものではなく、⼀切責任を負
いません。 
(1)当社 HP上のコンテンツ。 
(2)メンター等学習フォローを⾏う者が提供するサービス。 
(3)他の受講者が投稿等した内容。 
2.当社 HP上のコンテンツや URL は予告なしに変更または中⽌されることがあります。あらかじめご了
承願います。 
3.理由の如何に関わらず、情報の変更および当社 HP の運⽤の中断または中⽌によって⽣じるいかなる
損害についても、当社は⼀切責任を負いません。 
4.本サービスは能⼒の向上や資格試験の合格を保証するものではありません。 
5.当社のサービスで、ウイルス等の損害が発⽣しても当社は⼀切責任を負いません。 
 



第２1 条 サービスの変更、中⽌、終了に関する事項 
1.当社は、利⽤者に事前に通知することなく、サービスの提供内容の変更、追加または廃⽌することが
できます。 
2.当社は、利⽤者に事前に通知することなく、本サービスの利⽤を中⽌、終了することができます。 
3.当社は、本条に基づき当社が⾏った変更、追加、中⽌、終了の措置に基づき利⽤者に⽣じた損害につ
いて、当社に故意または重過失がある場合を除いては、⼀切責任を負いません。 
 
第２2 条 受講者の禁⽌事項 
受講者は本サービスを利⽤するにあたり、次の⾏為を⾏ってはならないものとします。 
1.他の利⽤者のユーザ IDおよびパスワードを不正に使⽤する⾏為。 
2.他の利⽤者、投稿もしくは第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する⾏為。 
3.他の利⽤者、投稿もしくは第三者を誹謗中傷しまたは名誉もしくは信⽤を傷つけるような⾏為。 
4.利⽤者もしくは第三者の設備または本サービス⽤設備の利⽤または運営に⽀障を与える⾏為。 
5.法令に違反しまたは公序良俗に反する⾏為。 
6.前各号に掲げるものの他本サービスの運営を妨げると当社が判断する⾏為。 
 
第 23 条 利⽤規約違反に対するペナルティ 
1.受講者が、本規約に違反した場合、本サービスの利⽤を停⽌または除名する場合があります。停⽌ま
たは除名に基づき利⽤者⼜は受講者に⽣じた損害について⼀切責任を負いません。 
2.前項の処分に加えて、当社は違反した受講者に対して⺠事・刑事の法的⼿段をとらせて頂く場合があ
ります。 
 
第 24 条 受講者の地位譲渡の禁⽌ 
本サービスを利⽤する資格は、受講者本⼈にのみ帰属するものです。受講者は、第三者に受講者として
の資格を有償、無償を問わず譲渡または貸与したり、担保に供したりすることはできません。 
 
第 25 条 損害賠償とその制限に関する事項 
1.利⽤者が過失もしくは故意によって、当社に損害を与えた場合、利⽤者は損害を補償するものとしま
す。 
2.受講者と他の受講者との間で紛争が発⽣した場合、当社はこれに介⼊せず、利⽤者⼜は受講者が⾃⼰
の費⽤と責任において解決するとともに、当社に⽣じた損害の⼀切を補償するものとします。 
3．当社は、本サービスの提供によって利⽤者に⽣じた損害について、当社に故意または重過失がある
場合を除いては、⼀切責任を負いません。 
 
第 26 条 反社会的勢⼒の排除 
利⽤者及び受講者は、反社会的勢⼒(暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しな
い者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、
その他これらに準ずる者をいいます。)に該当しないこと、また暴⼒的⾏為、詐術・脅迫⾏為、業務妨害



⾏為等違法⾏為を⾏わないことを、将来にわたっても表明するものとします。利⽤者及び受講者がかか
る表明に違反したと当社が判断した場合には、利⽤者及び受講者は異議なく本サービスの提供の終了を
受け⼊れるものとします。 
 
第 27 条 除名等 
1.当社は、利⽤者⼜は受講者が、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、投稿データを削除し若しくは本サービスの利⽤を⼀時的に停⽌し、⼜は受講者としての
登録を抹消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).登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合。 
(3).反社会的勢⼒に該当する場合。 
(４)，⽀払停⽌若しくは⽀払不能となり、⼜は破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、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。 
(５).6ヶ⽉以上本サービスの利⽤がない場合。 
(６).当社からの問い合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。 
(７).その他、当社が本サービスの利⽤、受講者としての登録、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、利⽤者は、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の⽀払を⾏わ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利⽤者に⽣じた損害について⼀切責任を負いません。 
 
第 28 条 地位の譲渡 
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受講者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、利⽤者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとしま
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 29条 利⽤規約の変更とその⽅法 
当社は必要に応じ、本規約の全部⼜は⼀部を変更することができます。変更された本規約は、事前に当
社 HP上に掲載し、また、当社 HP に掲載された効⼒発⽣時期に効⼒を発し、以後変更後の本規約が利
⽤者及び受講者に適⽤されるものとします。 
 
第３0条 準拠法、紛争時の合意管轄裁判所 
1.この規約に関する準拠法は、すべて⽇本国の法令が適⽤されるものとします。 
2.利⽤者と当社との間における⼀切の訴訟については、東京地⽅裁判所をもって第⼀審の専属的合意管
轄裁判所とします。 
 



第 31 条 定めなき事項 
本規約に定めなき事項については、両当事者は協議の上、これを定めるものとします。 
 
INTLOOP 株式会社 
代表取締役 林 博⽂ 




