
web+ Media School ライティングコース利⽤規約 

第⼀章 総則 

 
第１条（規約の適⽤） 
1. 本規約は株式会社 F.R.Will（以下「当社」といいます。）が契約に基づき提供するサービス

（以下「本サービス」）における貴殿⼜は貴社（以下「契約者」という。）と当社との関係を
定めるものです。 

2. 本規約にご同意いただくことによって、本サービスをご利⽤いただけます。また、契約者は
本サービスを利⽤することにより、本規約に同意したものとみなされます。 

3. 本サービスを利⽤するにあたっては、本規約のほか、当社と契約者の間で交わした契約の内
容が適⽤されるものとします。 

 
第２条（本サービスの利⽤登録） 
1. 本サービスの利⽤を希望する者は、本規約の内容に同意した上で、ID とパスワードを登録

していただくことが必要です。 
2. ID およびパスワードは、契約者⾃⾝で厳重に管理するものとし、当社は故意および重過失

がある場合を除き、ID およびパスワードの紛失や流出による責任を負わないものとします。 
 

第３条（禁⽌事項） 
1. 契約者は、本サービスの利⽤にあたり、以下の各号に定める⾏為を⾏なってはならないもの

とします。 
(1) 虚偽の情報で本サービスへの登録を⾏う⾏為 
(2) 他者の知的財産権その他の財産権、プライバシー権、肖像権、その他の諸権利ないし利

益を損害する⾏為、または侵害するおそれのある⾏為。 
(3) 他者に不利益もしくは損害を与える⾏為、またはそのおそれのある⾏為。 
(4) 他者になりすまして本サービスを利⽤する⾏為。 
(5) 他者の個⼈情報の譲渡または譲受に当たる⾏為。またはそのおそれのある⾏為。 
(6) 公序良俗に反する⾏為、またはそのおそれのある⾏為、またはそれを助⻑し、または助

⻑する恐れのある⾏為。 
(7) 無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する⾏為。 
(8) 独⾃のプログラムを使⽤するなど、本サービスへの操作・改変を⾏う⾏為。 
(9)法令に違反する⾏為や犯罪的⾏為。もしくはそのおそれのある⾏為、あるいはそれを幇
助するおそれのある⾏為。 
(10)コンピュータウイルス等有害なプログラムを本サービスを通じて使⽤し、もしくは提供

する⾏為、スパムメール、チェーンレター、ジャンクメール等を送信する⾏為。 
 



(11)本サービスおよびその他当社が提供する各種サービスの運営を妨げる⾏為、または、そ
のおそれのある⾏為。 

(12)本サービスおよびその他当社が提供する各種サービスの信⽤・名誉等を傷つける⾏為、
またはそのおそれのある⾏為。 
(13)本サービスに定めるサービスと同様のサービスを、有償無償を問わず第三者に提供もし

くは再販売、あるいは転売する⾏為。 
(15)その他、当社が不適切と判断する⾏為。 

2. 契約者が前項各号のいずれかに該当する⾏為を⾏ったことにより、当社または第三者に損害
を与えた場合、契約者は⾃⼰の責任と費⽤をもって、その損害を賠償するものとします。 

 
第４条（違反⾏為への対応） 
1. 当社は、契約者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、事前または事後に通知する

ことなく、本サービスの利⽤の終了、当該契約者の ID削除、または本サービスに関するウ
ェブサイトへのアクセス制限、その他当社が適切と判断する措置を講ずることができるもの
とします。 
(1) ID の登録内容に虚偽の事実があることが判明した場合。 
(2) web+ Media School の登録メールアドレスに対し送信された、本サービスの利⽤に関す

る当社からの重要な連絡が正常に届かない、または必要な返信がなかった場合。 
(3) 本サービスの利⽤に関し、故意・過失を問わず、第５条１項に定める⾏為に該当した場

合。 
(4) 前条のほか本規約および web+ Media School ライティングコース ベーシックプラン 

ライセンス利⽤契約書のいずれかの規定に違反した場合。 
(5) その他、当社が、当該契約者が本サービスの利⽤を継続することが適当ではないと判断

した場合。 
2. 当社は前項に基づき当社が⾏った⾏為により契約者に⽣じた損害について⼀切の責任を負

いません。 
 

第５条（退会について） 
1. 契約者は当社への通知をもって、本サービスを退会することができる。 
2. 退会に際し、当社との間で締結した契約に規定の返⾦条件を満たす場合を除き、⼀切の返
⾦は⾏いません。 

3. 当社と契約者との間で結んだ契約に返⾦に関する内容がない場合、返⾦条件は以下の規定
に従うものとする。 
(1)本サービスのクーリングオフ期間終了後も、20記事のライティング研修期間を経て、当
社サービスに満⾜が得られなかった場合には、本サービスを利⽤するため当社と契約者の
間で交わした契約書に基づき⽀払った⾦額の全額を返⾦要求できるものとする。 
 
 



(2)20 記事⽬の公開⽇より 180 ⽇が経過した場合、または契約⽇より 365 ⽇が経過した場
合、およびライティングによる報酬（21記事⽬以降）が発⽣した場合は、前号の規定によ
らず返⾦は⾏わないものとする。 
(3)返⾦後に改めて⼊会した場合、上号の規定によらず返⾦は⾏わないものとする。 

4. 退会した場合、当社が提供している全てのサービスを利⽤できなくなります。 
 

第６条（個⼈情報） 
当社は、契約者が登録した個⼈情報については、以下の当社プライバシーポリシーに則って取
り扱うものとします。プライバシーポリシーURL: https://webtasu.com/privacy 

 
第７条（利⽤規約の変更について） 
当社は事前に契約者への通知なく、いつでも任意の理由で本規約を変更できるものとします。
当該変更は web+マイページ上に記載するものとし、規定ページ上に掲載された時点（ただ
し、当社が効⼒発⽣時を特に指定した場合には、その時点）から効⼒を⽣じます。契約者は本
規約変更後に本サービスを利⽤した場合は、変更後の本規約に同意したものとみなします。 

 
第８条（利⽤規約の分離可能性） 
本規約のいずれかの条項またはその⼀部が、法令の適⽤その他の理由により無効または執⾏不能
と判断された場合でも、本規約の残りの条項および⼀部が無効または執⾏不能と判断された条項
の残りの部分は、継続して完全に効⼒を有するものとします。 

 
第９条（準拠法） 
本サービスおよび本規約に関する準拠法は、⽇本法とします。 

 
第１０条（管轄裁判所） 
本サービスおよび本規約に関連する事項について、契約者と当社の間で紛争が⽣じた場合は、訴
額に応じて東京簡易裁判所または東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的管轄裁判所とするものとし
ます。 
 

 

第⼆章 ライティング則 

 
第１１条（記事の投稿） 
1. 当社が契約者に対し依頼する各記事の内容、納期等は、各種案件に定められた募集要項によ

り定めるものとします。 



2. 契約者は当社に対し、記事を、各案件の募集要項に従い当社指定の投稿フォームから送信す
る⽅法により投稿するものとし、当社が当該記事を公開した時点で投稿が完了したものとし
ます。 

3. 当社は、契約者が当社に対し投稿した当該記事（以下「投稿記事」といいます。）につい
て、以下の基準に基づいて採⽤・不採⽤の審査を⾏うものとします。ただし、以下の項⽬を
満たしていない記事に関しても、採⽤する場合もあるものとする。 
(1) web+ SEOライティング Bookの内容に基づいていること。 
(2) 誤字脱字がないこと。 
(3) 誹謗中傷の内容を含まないこと。 
(4) 公序良俗に違反しないこと。 
(5) ライティングコース利⽤規約（本規約）に違反しないこと。 

4. 当社は契約者に対し、投稿記事について、採⽤、不採⽤問わず返却は⾏わないものとしま
す。また、採⽤、不採⽤判断の根拠について、契約者への回答、その他の対応を⾏う義務を
負わないものとします。 

5. 契約者は、投稿記事が第三者の著作権等権利を侵害するものではないことを保証するものと
します。 

6. 投稿記事は、原則として投稿する契約者⾃⾝が著作権その他⼀切の権利を有するものに限る
ものとします。例外的に契約者以外の第三者の権利等が含まれる記事の投稿を⾏う場合に
は、契約者の費⽤および責任において、以下の各号に定める内容および本規約の内容につい
て、⼀切の権利者より必ずあらかじめ承諾を得た上で、当該承諾を得た記事のみを投稿する
ものとします。 
(1) 本サービスを利⽤して、記事を投稿すること。 
(2) 当社に投稿記事の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含みます。）その他
⼀切の知的財産権を譲渡⼜は無償使⽤の許可を⾏うこと。 

(3) 当社及び当社より正当に権利を取得した第三者に対して投稿記事の著作者⼈格権を⾏使
しないこと。 

(4) 当社が投稿記事の⼀部または全部を編集・削除する場合があること。 
(5) 当社が、別途当社が指定するメディアに、編集の上掲載する場合があること。 
(6) 理由のいかんを問わず、当社は、投稿記事を返却しないこと。 

7. 当社は、投稿記事について、契約者の許諾なく⾃らの裁量により⾃由に以下の処理を無償で
⾏うことができるものとします。 
(1) 内容について事前・事後を問わず審査すること。 
(2) 当社が指定するメディアに掲載すること、または掲載しないこと。 
(3) 修正して、当社が指定するメディアに掲載すること。 
(4) 当社が指定するメディアに掲載した記事を、掲載後に修正、削除すること。 
(5) 当社が、別途当社が指定するメディアに、編集の上掲載することがあること。 

8. 契約者は、投稿記事について、以下の各号に掲げる⾏為を⾏わないものとします。 
(1) 本サービスに関係のない内容を投稿すること。 



(2) 本サービスによる記事執筆等に係る各個別業務の全部または⼀部を、当社の許可なく第
三者に再委託すること。 

(3) 同⼀または類似する内容の記事を意図的に投稿すること。 
(4) 本条第 9 項に掲げる事項を含む記事を投稿すること。 
(5) 記事の投稿後に、投稿した記事の⼀部または全部を、出版物またはウェブサイト、ブロ

グ、メールマガジン等本サービス以外の他の媒体（契約者⾃らが管理するものも含む）
に対して投稿・掲載する⾏為。 

9. 契約者は、以下に掲げる事項を含む記事を投稿してはならないものとします。 
(1) 著作権、商標権、プライバシー権、肖像権、名誉等、第三者の権利を侵害する、また

は、そのおそれのある内容を含むもの。 
(2) 過去または記事の投稿後に、出版物またはウェブサイト、ブログ、メールマガジン等本

サービス以外の他の媒体（契約者⾃らが管理するものも含みます。）に対して投稿・掲
載した、またはする予定の内容、表現を含むもの。なお、契約者⾃⾝が著作権等の権利
を有するものも含みます。 

(3) 契約者または第三者の、個⼈情報またはプライバシーにかかる事項を含むもの。 
(4) 公職選挙運動、特定の思想・宗教への勧誘、またはそれらに類する内容を含むもの。 
(5) ポルノ⼩説・写真、性的交渉の勧誘、その他猥褻な内容を含むもの。 
(6) 児童や⻘少年に対し著しく粗暴性、残虐性または犯罪を誘発助⻑し、その健全な育成を
阻害する内容を含むもの。 

(7) 法令、公序良俗に反するまたはそのおそれのある内容を含むもの。 
(8) 差別的表現を含むもの。 
(9) 本サービスにおけるテーマや⽬的に反するまたはそのおそれのある内容を含むもの。 
(10)ナンセンス、グロテスクな内容を含むもの。 
(11)特定の企業、法⼈、団体、地域、個⼈に対しての誹謗・中傷・苦情、差別発⾔などの
不適切な表現。 
(12)投稿記事として最低限の品質を満たしていないと当社が判断するもの。 
（13)その他、本サービスに不適切な内容、表現であると当社が判断したもの。 

 
第１２条（報酬） 
1. 契約者は、投稿記事（ただし、不採⽤になったものを除く。）の対価として、報酬の⽀払い

を受けることができます。 
2. 本サービスにおける投稿記事のうち、合計で 20 記事を投稿するに⾄るまでの間を研修期

間とし、その間の投稿記事に関しては報酬が発⽣しないものとします。 
3. 前項に定める場合を除き、本サービスによるライティングの報酬額に関しては、以下の規

定に準じる。ただし、研修期間中の投稿記事に関しては以下の記事数に含みません。 
(1) 1~10記事   ⽂字単価 0.4円 
(2) 11~50記事  ⽂字単価 0.6円 
(3) 51~100記事 ⽂字単価 0.8円 



(4) 101記事~   ⽂字単価 1.0円 
(5) 201記事~    ⽂字単価 1.5円 
(6) その他、当社の規定を満たした場合は、⽂字単価 2.0円 

 
4. 報酬については、実際に執筆した⽂字数ではなく、当社が各記事で設定した⽂字数をもと

に決定される。 
5. 報酬の⽀払いに関しては毎⽉末⽇締めとし、翌 5⽇までに当社に提出した請求書を元に、
翌 15⽇までに⽀払うものとする。 

6. 報酬の振込⼿数料（⼀律 300円）に関しては、契約者が負担するものとする。 
7. 案件毎に当社により定められた納期を過ぎて投稿記事の投稿を⾏った場合においては、当
該記事は報酬の⽀払いの対象にならないものとします。 

8. 契約者が第１１条８項、同条 9 項ならびに第３条（禁⽌事項）に定める禁⽌⾏為を⾏なっ
た場合には、所定の記事を投稿した場合であっても、当社は当該契約者に対して報酬の⽀
払いを⾏わない場合があるものとします。 

 
第１３条（免責） 
1. 投稿記事に関して、当社が著作権者を含む⼀切の権利者（以下「第三権利者」といいます。）

からなんらかの請求を受け、または第三権利者の侵害に起因して当社が紛争等に巻き込ま
れた場合、当該投稿記事を投稿した契約者は、⾃らの費⽤および責任において当該請求、
紛争等を解決するものとし、当社は当該請求、紛争および損害等にたいして⼀切の責任を
負わないものとします。万⼀、当該請求、紛争等に関連して、当社またはその他の第三者
に損害が発⽣した場合には、当該契約者は、当該全損害を賠償するものとします。 

2. 当社がサービスを運営するにあたり利⽤している他社サービスのエラーや不具合等により、
契約者に発⽣した不利益または機会損失等について、当社は⼀切の費⽤、補填および責任
を負わないものとします。 

 
付則 
令和 2年 12⽉ 1⽇ 制定 
令和 2年 12⽉ 15⽇ 改訂 
令和 3年 4⽉ 12⽇ 改訂 
令和 3年 5⽉ 15⽇ 改訂：5 条 3 項 3 号の追記 
令和 4年 3⽉ 22⽇ 改訂：12 条 6 項の変更 
令和 4年 5⽉ 24⽇ 改訂：13 条 2 項の追記 


