
STUDIO GENRE オンラインレッスン規約 

第 1 項（目的） 

STUDIO GENRE オンラインレッスン規約（以下「本規約」と呼ぶ）は、

STUDIO GENRE（以下「STUDIO GENRE」と呼ぶ）が提供するサービ

ス（以下「本サービス」と呼ぶ）を利用するにあたっての利用条件について規

定したものです。 

 

第２項（サービス内容） 

本サービスは下記の提供サービス及び関連サービスを含むものとします。 

（１）オンライン上での音楽レッスンの提供 

（２）その他オンラインに係る STUDIO GENRE のサービス 

 

第３項（規約の適用） 

本規約が表示されている画面（以下「本画面」と呼ぶ）において「規約に同

意」した上で送信ボタンをクリックした時、本規約に同意したものとみなしま

す。 

 

第４項（規約の変更） 

1. STUDIO GENRE は、会員の事前承諾を得ることなく、本規約の

全部又は一部を変更できるものとします。 

2. 前項の場合、変更後の本規約は STUDIO GENRE が適当と判断

する方法で会員に通知するものとし、それ以降、会員が本サービスを

利用した時、当該会員が変更後の本規約の内容について承諾したも

のとみなします。 

第５項（入会及び承諾） 

1. 会員は、本サービスの入会に必要な事項につき入力した入会画面に

おいて送信ボタンをクリックした時、本サービスの利用料、利用期

間、及び提供条件等に合意の上、本サービスの利用を申し込んだも

のとします。 

なお、入会申込後、レッスンの前日までに支払が確認できない場合

には本サービスの申し込みは無効となります。 

2. 上記１．の利用申込みがあった時、これを承諾する旨のメールを会員

に送付した時点で、STUDIO GENRE は当該利用申込みを承諾し

たものとし、本サービスの利用料、利用期間、及び提供条件等を内容

とする本サービスの利用に関する契約（以下「本サービス利用契約」

と呼ぶ）が成立するものとします。  

 



第６項（料金） 

1. 会員は、本サービスの利用料として、入会金＄100、デポジット

＄50 及び別途定めるレッスン料を支払うものとします。 

2. 初回お月謝は初回レッスンの前日 18:00 までに、それ以降のお月

謝は月の 3 回目のレッスンまでにお支払いとなります。 

3. お月謝は、年末年始休み、メンテナンスのための休講等の有無に関

係なく一定額とします。 

4. レッスンを受けるには、事前に指定口座へ振り込み/PayNow をす

る必要ががあります。 

5. 会員は、本サービスの利用料の支払いについて、振り込み

/PayNow による決済（以下、「決済」と呼ぶ）を行うこととします。 

6. STUDIO GENRE は、別途定めがある場合を除き、請求書の発行

や領収書の発行などは行わないものとします。 

第７項（体験レッスン） 

体験レッスンは、所定の料金を支払い、個人につき１回まで受講可能です。

ただし、同一の個人が退会後、再度本サービスの申込みをする時は体験レッ

スンは無く、1 回目のレッスンから課金を致します。 

 

第８項（自動継続） 

会員が第１3 項に示す本サービスの休会及び退会手続きを行わない場合

は、本サービス利用の継続意思があるものとみなし、毎月初日に、別途定め

るお月謝にて自動的に当月の会員登録が更新されるものとします。 

 

第９項(本サービスの利用期間） 

1. 会員が体験レッスンまたは初回レッスン前日までに決済を行い、それ

を STUDIO GENRE が確認することにより、会員は本サービス及

び付随するサービスを利用することができるものとします。 

第１０項（本サービスの利用環境） 

1. 本サービスは会員の利用環境（パソコン、テレビのハードスペック、ソ

フトウェア条件、ネットワーク環境等）によっては正常に利用できない

場合があります。 

2. 会員は、入会時及び本サービスの利用期間中に自己の責任において

会員の利用環境が正常に本サービスの諸機能を利用できる事を確

認するものとします。 

3. 会員の利用環境に起因し、本サービスの利用が出来ない場合、

STUDIO GENRE はその責任を負わないものとします。 



第１１項（レッスンサービスの予約） 

1. 会員は、１講師につき、月３回のレッスンまで予約できます。 

レッスンの混雑具合によりレッスンを予約できない場合があります

が、STUDIO GENRE はレッスンの受講回数についてなんら保証

するものではありません。  

2. レッスンの予約、キャンセルまたは時間の変更は前日の 18：00 ま

でできます。 

3. レッスンの時間帯は STUDIO GENRE が別途定めるものとしま

す。STUDIO GENRE は会員へ事前の通知を行うことなくレッスン

時間帯を変更できるものとします。 

4. 会員の利用環境に起因するシステム不具合若しくは第１5 項（会員の

禁止事項）に該当する行為によりレッスンの進行が妨げられる場合

には、レッスンの途中であっても当該会員による当該レッスンの受講

を中止できるものとします。 

5. 上記 4．に基づき受講中止が発生した場合であっても、当該会員は

利用料の支払い義務等についてなんら義務を免れるものではありま

せん。 

第１2 項（個人情報） 

1. 「個人情報」とは、体験レッスンを受けた者または会員に関する情報

であって、メールアドレス、氏名、その他の記述により特定の個人を

識別できるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより

特定の個人を識別することができるものを含みます）をいいます。 

2. STUDIO GENRE は、個人情報を「シンガポール個人情報保護法」

に基づき、適切に取り扱うものとします。 

第１3 項(会員による休会及び退会） 

1. 休会及び退会のお申出日とは、会員が会員ログインページ画面から

休会届及び退会届の送信をした日を指します。 

2. 本サービスの入会後に休会及び退会を行う場合は、STUDIO 

GENRE 所定の方法により届け出るものとします。休会及び退会の

お申出日による休会日及び退会日並びに料金の取扱いは次の通り

といたします。 

3. 休会に関しては、休会開始日の 10 日前までに STUDIO GENRE

スタッフへお申し出いただき、会員ログインページより休会届を送信

してください。 

休会は最大 6 ヶ月までとさせていただきます。 

        また、休会明けすぐに退会のお申し出があった場合、退会はその 30 

      日後となり、１ヶ月分のお月謝が発生いたします。 



4. 退会のお申出日の 30 日後が退会日となります。退会日まではレッ

スン受講が可能です。なお、退会日の 30 日前までに退会のお申し

出が無い場合には、デポジット＄50 の返金は致しません。 

5. STUDIO GENRE は、上記休会及び退会に伴い休会日及び退会日

以前に会員から受領済みのお月謝、その他の STUDIO GENRE 債

務の払い戻し等は一切行いません。  

第 14 項（STUDIO GENRE による一時停止又は解除） 

1. 会員が次のいずれかに該当する場合、STUDIO GENRE は事前に

通知することなく本サービスの全部又は一部の利用を一時停止し、

また、催告後も相当な期間に改善されない時は本サービスの全部又

は一部を解除できるものとします。 

（１）第１5 項（会員の禁止事項）その他本規約に違反した場合又は違

反するおそれがある場合 

（２）本サービスの運営を妨害し又は STUDIO GENRE の名誉信用

を損なわせた時 

（３）その他、STUDIO GENRE が不適当と判断する相当の理由が

ある場合 

2. 上記１．により本サービスの利用が一時停止又は本サービス利用契

約が解除された場合でも、会員は本サービスの利用により発生した

支払い義務等の本規約上の履行責任を免れないものとします。 

第 15 項（会員の禁止行為） 

1. 会員は本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならな

いものとします。 

（１）他の会員、第三者若しくは STUDIO GENRE の著作権又はそ

の他の権利を侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為 

（２）他の会員、第三者若しくは STUDIO GENRE の財産又はプラ

イバシーを侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為 

（３）上記（１）（２）の他、他の会員、第三者若しくは STUDIO 

GENRE に不利益又は損害を与える行為、及び与えるおそれのある

行為 

（４）会員としての権利、立場を他の会員、第三者等に譲渡、継承また

は行使させる等の行為 

（５）他の会員、第三者若しくは STUDIO GENRE を誹謗中傷する

行為 

（６）不正に他の会員、第三者の保有している情報等を収集、開示す

る行為 

（７）公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為、若しくは公

序良俗に反する情報を他の会員又は第三者に提供する行為 

（８）犯罪的行為、又は犯罪的行為に結びつく行為、もしくはそのお 



              それのある行為 

              （9）コンピュータウィルス等の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し、もしくは提供する行為 

              （10）その他、法令に違反する、又は違反するおそれのある行為 

              （11）その他、STUDIO GENRE が不適切と判断する行為 

              （12）目的の如何に関わらず、本サービスを他の会員、又は会員以 

               外の第三者に利用させるなどの行為 

              （13）本サービスを介することなく、講師と直接接触する行為 

2. 上記１．に該当する会員の行為によって STUDIO GENRE 及び 

         第三者に損害が生じた場合、会員資格を喪失した後であっても当人   

         は全ての法的責任を負うものとし、STUDIO GENRE に迷惑をか 

         けないものとします。  

第１6 項（著作権） 

1. 会員は、STUDIO GENRE から本サービスを通じて提供される画

面、情報又はファイルの全てにつき、本サービスで提供される方法の

みで使用でき、それ以外の方法（複製、領布、譲渡、自動公衆送信等

を含みますが、これに限りません。）では、一切使用することはできな

いものとします。 

2. 会員は、権利者の許諾を得ないでいかなる方法においても、第三者

をして、本サービスを通じて提供される画面、情報又はファイルの全

てについて、使用させたり公開させたりすることはできないものと

します。 

3. 会員は、会員が本サービスの一環として作成した物（映像、情報を含

みます。）の知的財産権（著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標

権、ノウハウを含みますが、これに限られません。）の全部又は一部に

つき、STUDIO GENRE が広報、事業紹介等の目的で任意かつ無

償で使用すること、及び、その際に著作権者である会員の氏名の表

示を省略することを、STUDIO GENRE に許諾するものとします。 

4. 会員は、会員が本サービスの一環として作成したものにつき、第三

者の著作権その他の権利を侵害しないものとします。 

5. 本項の規定に違反して紛争が発生した場合、会員は、自己の費用と

責任において、当該紛争を解決するとともに、当社をいかなる場合

においても免責し、損害を与えないものとします。 

第１7 項(所有権） 

1. 本サービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、教材、サー

ビス、手続き、商標、商号及びそれに付随する技術ならびに権利全般



は、STUDIO GENRE または STUDIO GENRE の委託先に帰属

するものとします。 

2. 会員は、会員が本サービス上にアップロードした情報又はファイルに

ついて、STUDIO GENRE が何らの保証を行うものでないことに

同意すると共に、STUDIO GENRE が完全且つ独自量を有してお

り、必要に応じて当該情報又はファイルの削除等を行えることに同

意するものとします。 

3. 会員は、アップロードした情報又はファイルについて生じたすべての

法的責任を負うものとします。 

第１8 項（サービスの中止・中断） 

1. STUDIO GENRE は、以下の事項に該当する場合、本サービスの

運営を中止中断できるものとし、本サービスの中断に関る責任を負

わないものとします。 

（１）本サービスのシステムのメンテナンスを定期的に又は緊急に行

う場合 

（２）戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電

その他の非常事態により、本サービスの提供が通常通りできなくな

った場合 

（３）本サービスを提供するシステムに故障等が生じた場合  

（４）その他、STUDIO GENRE が本サービスの運用上、一時的な

中断が必要と判断した場合 

（５）サービスの提供が技術的に困難または不可能となった場合 

2. STUDIO GENRE は上記１．の規定により本サービスの運営を中

止中断する時は、その旨を会員に通知するものとします。 ただし、緊

急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

3. レッスン予約日の前日の 18:00 以降に会員がキャンセル連絡をし

てきた場合は、会員は 1 レッスンを消化したものとします。 

4. レッスン中に通信ができなくなった場合、講師側の原因（停電等を含

みます）によりレッスンが中断となった時は、後日振替レッスンを行

います。会員側の原因（停電等を含みます）の場合は、会員は 1 レッ

スン消化したものとします。 

なお、通信ができなくなった原因については、講師が判断するもの

とします。 

第 19 項（免責事項） 

1. STUDIO GENRE は、本サービスの内容、及び会員が本サービス

を通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性

等のいかなる保証も行わないものとします。 



2. 本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本

サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、

又はその他、本サービスに関連して発生した会員又は第三者の損害

について、別途定めがある場合を除いて、STUDIO GENRE は一

切の責任を負わないものとします。ただし、STUDIO GENRE の故

意または重大な過失による債務不履行が原因である場合はこの限

りではありません。 

第２0 項（損害賠償） 

1. 会員が本規約に違反し又は不正行為により STUDIO GENRE に

対し損害を与えた場合、STUDIO GENRE は会員に対し相応の損

害賠償請求ができるものとします。 

2. 会員が本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、会

員は自己の責任でこれを解決し、STUDIO GENRE に対しいかな

る責任も負担させないものとします。 

3. 本規約に基づいて STUDIO GENRE が会員に対し賠償責任を負

う場合、STUDIO GENRE の賠償額は、いかなる場合でも当該賠

償原因を構成する商品又は役務を当該会員が購入した代金額を上

限とするものとし、STUDIO GENRE はそれ以外にはいかなる賠

償責任も負担しないものとします。ただし、STUDIO GENRE の故

意または重大な過失による債務不履行が原因である場合はこの限

りではありません。 

第２1 項（協議） 

本サービスに関連して、会員と STUDIO GENRE との間で紛争が生じた

場合には、当該当事者が共に誠意をもって協議するものとします。 

 

第２2 項（準拠法） 

本規約の成立、効力、履行、及び解釈に関してはシンガポール法が適用され

るものとします。 
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