
QUICK CLUB  会員規約 

 

｢QUICK CLUB 会員規約」（以下、「本規約」といいます。）は、株式会社クイック （以下、

｢当社」といいます。）が提供する「QUICK CLUB」をご利用いただくにあたり定めたもの

です。ご利用前に以下の利用条件をお読みいただき、同意の上、お申し込みいただきますよ

うお願い申し上げます。 

 

 

第 1 条 総則 

1.当社は、「QUICK CLUB（以下、「本サービス」といいます。）」の名称で、取引先企業

に対し、株式会社ラーニングエージェンシー（以下、「ラーニングエージェンシー社」

といいます。）が主催する次の定額制研修を提供いたします。 

〇Biz CAMPUS Basic 

〇Biz CAMPUS Online 

2.本規約は、本サービスを利用する企業、法人またはその団体に共通して適用されます。

本サービスの申込者は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりませ

ん。 

3.本サービスの申込者は、本サービスへの利用申し込みを行った時点で、本規約に定める

すべての条件に同意いただいたものとみなします。 

 

第 2 条 ご利用にあたっての留意点 

1.本サービスの利用申し込み、利用契約の終了及び利用料金の支払いに関する事項につい

ては、本規約を適用するものとします。 

2.第 1 条第 1 項に定めるとおり、本サービスではラーニングエージェンシー社が主催す

る「Biz CAMPAUS Basic」及び「Biz CAMPUS Online」を提供しております。従っ

て前項に定める事項を除く本サービスの利用にあたっての手続き、運用等については

ラーニングエージェンシー社が定める以下の各号の規約が適用されるものとします。 

(1) 「ラーニングエージェンシーサービス利用規約 総則及び一般規約」 

     URL: https://www.learningagency.co.jp/terms/general.html 

   【適用条項】 

第 1 条（用語の定義）、第 2 条（本規約への同意及び変更）、第 4 条（当社のサービ

ス内容）、第 5 条（申込者情報の変更）、第 7 条（禁止事項）、第 8 条（権利帰属）、第

10 条（当社のサービスの提供の停止または中断）、第 11 条（損害賠償）、第 12 条（個

人情報の取り扱い）、第 13 条（登録データの閲覧・利用・開示・削除に関する合意事 

項）、第 14 条（業務委託）、第 15 条（当社のサービスの提供の在り方に関する合意

事項）、第 16 条（免責事項 ただし、第 5 項は除く）、第 17 条（秘密保持）、第 19    

https://www.learningagency.co.jp/terms/general.html


条（分離可能性）、第 22 条（存続事項）、第 23 条（協議等） 

(2）「ラーニングエージェンシーサービス利用規約 個別規約‐Biz CAMPUS Basic」 

URL: https://www.learningagency.co.jp/terms/bcb.html 

   【適用条項】 

第 1 条（用語の定義）、第 2 条（Biz CAMAPUS Basic の利用）、第 3 条（利用可能 

企業）、第 4 条（利用可能地区）、第 5 条（オプションサービス）、第 6 条（各種 ID 

の発行）、第 7 条（ユーザーID 及びパスワードの管理）、第 8 条（設備等の準備）、第

9 条（研修の予約及びキャンセル） 

(3) ｢ラーニングエージェンシーサービス利用規約 個別規約‐Biz CAMPUS 

Online」 

URL：https://www.learningagency.co.jp/terms/online.html 

    【適用条項】 

第 1 条（用語の定義）、第 2 条（Biz CAMPUS Online の利用）、第 3 条（オプショ

ンサービス）、第 4 条（各種 ID の発行）、第 5 条（ユーザーID 及びパスワードの管

理）、第 6 条（設備等の準備）、第 7 条（研修の予約及びキャンセル） 

3.前各号の定めにかかわらず、本規約と前項第 1 号のラーニングエージェンシー社の規約

に重複する以下の条項については、当社及びラーニングエージェンシー社双方の定め

が適用されるものとします。 

  ・権利の帰属（本規約第 9 条）、個人情報保護（同第 10 条）、免責事項（同第 13 条）、 

損害賠償（同第 15 条）、合意管轄（同第 18 条） 

4.第 8 条（特典）に定める当社が開催する講座の利用に関する事項については本規約に

従うものとします。ただし、これらについても別途個別に規約が設けられている場合

は、その規約が適用されるものとします。 

 

第 3 条 利用申し込み 

1.申し込み 

本サービスの利用を希望する企業、法人またはその他団体は、本規約及びラーニングエ

ージェンシー社が定める規約に同意した上で、当社所定の利用申込書（以下、「申込書」

といいます。）にて必要情報を記入し、当社に申し込むものとします。ご提出いただい

た申込書に、誤記、記載漏れ等がある際は再度申込書をご提出いただく場合があります。 

2.本サービス利用契約の成立 

当社は、前項に基づいて申込者から提供された申込情報を確認後、サービスの利用を承

諾する場合、受領通知を申込者に送付するものとします。当社による申込者に対する当

該受領通知の送付をもって、申込者と当社の間で契約（以下、「利用契約」といいます。）

が成立するものとします。（以下、利用契約が成立した者を「会員」といいます。） 

3.本サービスを利用できない方 

https://www.learningagency.co.jp/terms/bcb.html
https://www.learningagency.co.jp/terms/online.html


本サービスへの利用申し込みは、日本国内に所在する企業、法人または団体に限るもの

とします。また、申込者が以下の各号のいずれかの事由に該当または該当する恐れがあ

ると判断したとき、当社は本サービスの利用をお断りする場合があります。この場合、

当社は、会員に対して速やかにその旨を通知するものとします。 

      (1)  本規約に違反する行為を実際に行う、または行う恐れがあると当社が判断した場

合 

        (2)  申込書または追加でご提出いただいた資料の内容の全部またはその一部につき虚

偽があった場合 

        (3)  過去に本サービスの利用資格を取り消されたことがある場合 

        (4)  当社への必要書類の提出または質問への回答を拒んだ場合 

        (5)  第 12 条（禁止事項）に該当する行為が確認できた場合 

        (6)  本サービスの運営を妨害した場合  

        (7)  第 16 条（反社会的勢力の排除）に該当する場合 

        (8)  事業内容、営業方法等が関係諸法規に違反している場合 

        (9)  悪質商法を行っている場合 

       (10)  カスタマーの安全・安心の観点から、著しく不適合な商品・サービスを提供してい

る場合 

       (11)  経営難またはその可能性が高いと当社が判断した場合 

       (12)  当社と係争中またはその恐れがある場合 

       (13)  上記各号への該当を避ける目的で、別会社を介して本サービス利用の申し込みを

試みているものと推測される場合 

       (14)  その他、当社が本サービスの提供について適当ではないと判断した場合 

 

第 4 条 利用料金及びその他費用の支払い 

1.本サービスの会費（以下、「利用料金」といいます。）は、当社が定める月額料金としま

す。 

2.利用料金は、当社と会員の間で本サービスの利用契約が成立した時点で発生するものと

します。なお、本サービスを会員が実際に利用していたか否かは問わないものとします。 

3.会員は、当社が承認した金融機関口座からの口座振替の方法により、消費税等を加えた

利用料金その他の金銭債務を当社に支払うものとします。 

4.前項の支払いに関し、口座振替の初回引落月は、当社が会員から預金口座振替依頼書を

受領した日に応じて決定するものとします。原則として、利用開始月に初回の引き落と

しがされ、以後毎月、月初め 1 日時点で本サービスの利用を継続している会員を対象

に、利用料金が引き落とされるものとします。 

 ただし、初回引落としは、金融機関の手続き状況によって、利用開始月ではなく、翌月

に利用開始月分及び当月分がまとめて引き落とされる場合があります。 



5.本サービスの利用に際して初期費用が発生するものとし、原則として、初回の利用料金

とともに引き落とされるものとします。 

6.当社が本サービスを提供するに際し付帯経費が発生する場合、会員は、その実費相当額

を負担するものとします。会員は、当社が定める支払い条件に従い、それらを支払うも

のとします。 

7.当社は、利用契約成立後、会員の本サービスの利用の有無、利用契約に定めた利用者数

の減少等の他、解約、解除等その他一切の理由を問わず、会員より受領した利用料金、

初期費用及び付帯費用（以下、利用料金以外に発生する初期費用、付帯費用を総じて「そ

の他費用」といいます。）は返金しないものとします。 

8. 本サービスの利用に係る会員の一切の債務は、解約または解除等理由の如何を問わず

利用契約が終了した場合においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとし

ます。これには、未払いの利用料金、その他費用の金銭債務を含みます。 

9.当社は、会員への事前の告知をもって利用料金及びその他費用を変更できるものとし、

会員はこれを承諾するものとします。その場合、当社は、当社ウェブサイト等で当該告

知を行うものとします。 

10.会員は、利用契約に定めた利用者数が増加した場合、当社が別途定める追加の利用料

金を支払うものとします。 

11.会員と金融機関の間で利用料金等その他支払い方法を巡って紛争が発生した場合、当

該当事者間で解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。 

 

第 5 条 利用期間 

1.利用開始月は、利用契約に定めるものとします。利用契約は、解約または解除されない

限り存続するものとします。 

2.利用契約が解約または解除等理由の如何を問わず終了した場合、当社による会員に対す

る本サービスの提供は終了するものとします。 

 

第 6 条 最短期間 

本サービスの Biz CAMPUS Online の最短利用期間は 1 年間（利用開始月を含めた 12 カ

月間）とし、利用期間が 1 年未満である場合は、解約することができないものとします。 

 

第 7 条 利用契約の終了 

 1.会員は、本サービスの利用を終了する場合、利用契約を解約する旨を当社所定の書面（以

下、「解約届」といいます。）にて当社に届け出るものとします。 

2.会員が利用契約終了を希望する月の前月 17 日までに当社に解約届を提出した場合、希

望する月の末日をもって利用契約を終了するものとします。 

   ただし、解約届の不備等により、ラーニングエージェンシー社から差し戻しがあった場



合はこの限りではありません。 

3.会員が本サービスの利用中に Biz CAMPUS Basic 個別規約第 4 条（利用可能地区）第 

1 項に基づく当社が定めた利用可能地区とは別に新たに他の地区への利用申し込みを

行った場合、会員は当該加入地区の利用契約において利用開始月を含めた 12 カ月間は

解約できないものとします。ただし、全ての加入地区の Biz CAMPUS Basic の利用契

約を同時に解約する場合は、この限りではありません。 

 

第 8 条 特典 

会員は、本サービスの特典として当社が開催する講座（別添）について無制限で受講でき

るものとします。開催する講座に変更があった場合は事前に当社ウェブサイト等で告知

するものとします。 

 

第 9 条 権利の帰属 

1.本サービスのコンテンツ並びにサービスを提供するためのシステム、ウェブサイト及び

サービスに含まれる著作物（以下「コンテンツ等」といいます。）に関する著作権（著

作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含みます。）、その他一切の知的財産につい

ては次のとおりとします。 

   (1) ｢Biz CAMPUS Basic」及び「Biz CAMPUS Online」について 

ラーニングエージェンシー社の企画開発によるもの、または、ラーニングエージェ

ンシー社にライセンスを許諾しているものについては、個々に帰属するものとし、

会員はこれを無断で利用しないものとします。 

    (2) 当社が企画開発する商品について 

特典については、当社に帰属するものとします。 

2.会員は、本サービスのコンテンツ等の全部または一部を複製、転載、改変、編集、翻案、

翻訳、送信しないものとします。 

 

第 10 条 個人情報保護 

当社は、本サービスの提供及び利用に際し、取得した個人情報を、法令及び当社が公表す

る「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」等に基づき適切に保護します。当社の個

人情報保護方針については下記をご参照ください。また、当社はお申し込みの際にご提供

いただいた会員の個人情報につきましては、細心の注意を払い取扱わせていただきます。

当社は会員の個人情報をお申し込みいただいた本サービス提供並びにこれらに付随する

業務遂行、他自社サービスの情報提供のためにのみ利用いたします。 

 ・株式会社クイック プライバシーポリシー 

URL https://919.jp/privacy/ 

 



第 11 条 ラーニングエージェンシー社との会員の個人情報の共同利用 

本サービスをお申し込みいただくにあたり、会員の皆様にご登録いただきます個人情報

は、本サービスを提供するラーニングエージェンシー社と共同で利用させていただき、後

日、会員の皆様に対する ID の発行、各種ご連絡等に使用させていただきます。 

ラーニングエージェンシー社の個人情報の取り扱いについては以下 URL よりプライバ

シーポリシーをご確認ください。 

・株式会社ラーニングエージェンシー プライバシーポリシー 

URL https://www.learningagency.co.jp/policy/privacy/ 

  

第 12 条 契約の解除 

1.当社は、会員が、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、何らの催告なく、 

直ちに利用契約を解除することができるものとします。 

  (1) 本サービスの利用料金及びその他費用の支払において、会員が本サービスの利用申 

し込みの際に届け出た金融機関の引き落とし口座が、金融機関により利用停止若し   

くは無効扱いとされている場合 

 (2) 会員の責により利用料金及びその他費用の引き落とし手続きを行うことができず、

かつ当社から会員に催告を行うも 1 週間以内に入金がない場合 

※本号に限り催告した日の翌月をもって利用契約を解除するものとします 

(3) 本規約並びに第 2 条第 2 項に定めるラーニングエージェンシー社の規約のいずれか

の条項に違反し、かつ、当社が当該違反の是正を催告するも遅延なく是正されない場

合 

(4) その他前各号に準ずる、利用契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合 

2.第 1 項または第 2 項の規定により利用契約が解除された場合、既に支払われた利用料 

金及びその他費用は返金しないものとします。 

3.本条の規定により利用契約が解除された場合、会員は、当社に対して負担する一切の債 

務につき期限の利益を喪失し、直ちに債務を履行しなければならないものとします。 

4.本条に基づく解除は、当社の会員に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。 

 

第 13 条 免責事項 

1.会員は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、当社による本サービスの 

提供及び会員による本サービスの利用に関して、会員自身に生じた一切の損害につい

て、当社は何らの責任も負わないものとします。  

2.当社は、以下の各号またはその他やむを得ない事由に起因する本サービスの履行遅延、

履行不能については、何らの責任を負うことなく一切の保証を免れるものとします。  

(1) 会員の本サービスの利用判断  

(2) 天災地変、ストライキ、戦争、通信回線事故、疫病等の当社の制御しえない事由によ 



る本サービスの提供不能または遅延  

(3) 会員が予定している利用目的の適合性またはその完全性  

   (4) 本サービスに発生した不具合、エラー、障害等により本サービスが利用できないこ   

   と 

  (5) 本サービス利用に基づく会員と第三者との一切の紛争  

(6) 本サービス利用による会員が利用している他のサービスへの影響  

(7) 会員が当社指定の登録等、必要事項を行わなかったことによる影響  

 

第 14 条 自己責任の原則 

1.会員は、本サービスの利用に関してなされた一切の行為及びその結果について、自ら責

任を負い、当社はいかなる損害についてもその責任を負わないものとします。 

また、会員は以下の事項を承諾するものとします。 

(1) 解約後は本サービスを一切利用できないこと 

(2) 解約後に再び本サービスを利用するためには、改めて、利用申し込みの手続きを行

う必要があること 

2.会員が本サービスを利用するにあたり、第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己

の責任と費用をもって解決し、当社に一切損害を与えないものとします。 

 

第 15 条 損害賠償 

会員は、本規約の定めに違反して当社または 第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠

償しなければならないものとします。 

 

第 16 条 反社会的勢力の排除 

1．会員は、当社に対し、現在及び将来において、次の各号に定める事項について表明し、

保証します。 

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動・政治運 

動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他の反社会的勢力（以下まとめて「反社会

的勢力」といいます。）に該当しないこと 

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していないこと 

(3) 反社会的勢力に属する者、及びそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者を

役員等に選任していないこと 

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていな 

いこと 

(5) 反社会的勢力から、名目の如何を問わず資本・資金を導入し、資本・資金上の関係 

の構築を行っていないこと  

(6) 自らまたは反社会的勢力を利用して、相手方に対し詐欺、脅迫的または暴力的な言 



動、法的な責任を超えた不当な要求及びその他の違法行為をしないこと 

2.会員が前項各号のいずれかに違反した場合は、直ちにその旨を当社に通知します。 

3.会員の従業員または取引先が第 1 項各号のいずれかに違反することが判明したときは、

直ちにその旨を当社に通知し、かつ、当該従業員または取引先との解除等の適切な措置

を講じます。 

4.会員は、前各項のいずれかに反したと認められることが判明した場合、または虚偽で 

 あると判明した場合、当社によって会員との契約を解除されても一切異議を申し立て 

ません。 

5.会員は、前項の定めにより契約を解除され損害が生じたとしても、当社に対し一切異 

 議を申し立てず、賠償ないし補償することを求めません。また、解除されたことによ 

り当社に損害が生じた場合は、その一切を会員の責任とし、これを賠償することを誓 

約します。 

 

第 17 条 権利義務の譲渡 

会員は、本サービスに基づく権利義務の全部または一部を、事前の書面による当社の承諾な

く第三者に譲渡もしくは移転し、または第三者の為の担保の用に供する等一切の処分をし

てはならないものとします。 

 

第 18 条 合意管轄 

本サービスの解釈に関する準拠法は日本法とし、本サービスから生じる権利義務に関する

紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所とします。 

 

 

附則 

この会員規約は 2021 年 1 月 28 日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別 添 

 

面接官トレーニング 基礎編 

リクルーター養成講座 

 

 


