
WEB しつけサービス利用規約 

 

第 1 条 利用規約及びサービス内容 

この利用規約は、アニコム パフェ株式会社(以下「当社」といいます。)が、第３条に規 

定する犬のしつけに関する「アニコム パフェ しつけサービス」（以下「本サービス」とい

います）につき、利用者が利用する際の利用者と当社の一切の関係に適用されます。本サー

ビスの利用にあたっては、本規約がサービスの内容となることを同意の上、ご利用されるも

のとします。 

 

第 2 条 定義 

この利用規約における用語の定義は、別途定めるものを除き、以下の通りとします。 

1. 「トレーナー」とは、犬のしつけについて専門的な教育・指導を受けた者をいいます。 

2. 「利用者」とは、この利用規約に従い当社との間で契約が成立した者をいいます。 

3. 「契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるため、この利用規約に従い、利用者 

と当社との間で成立する契約をいいます。 

4. 「利用者情報」とは、利用者の個人情報（以下に定義します。）を含む下記のものをいい 

ます。 

（1）契約の申込及び契約締結に際して当社へ申し出た利用者の氏名、生年月日、住所、電

話番号、犬に関する情報（犬の名前、品種、性別、生年月日または年齢、既往歴）等、その

他利用申込に関して利用者が当社に提供した情報に記載された事項、または画像。 

（2）利用者から担当トレーナーへの相談内容及びその回答内容 

5. 「個人情報」とは、利用者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日 

その他の記述等により特定の利用者を識別することができるもの（他の情報と容易に照合

することができ、それにより特定の利用者を識別することができるものを含みます。）をい

います。 

 

第 3 条 本サービスの内容 

1. 本サービスは、犬のしつけに関する「アニコム パフェ しつけサービス」です。 

「アニコム パフェ しつけサービス」について利用者は、予約後に WEB システムに接続す

ることで、トレーナーにより、予め登録した犬に関するレッスンを受けることができます。 

２．本サービスをご利用の際は、以下の点に注意してください。 

(1) トレーナーは実際の犬と触れ合わずに、画面越しの様子、利用者または同居の親族から

の情報に基づいて判断するため、適切なアドバイスができない場合があります。利用者は、

ご自身の責任に基づいて担当トレーナーのアドバイス内容を判断し、必要であれば適切な

専門機関等にご相談ください。 

(2) トレーナーは、それぞれ得意とする分野や技量・経験などが異なるため、相談の内容、



性格等により、担当トレーナーが対応できない場合もあります。 

(3) 通常、トレーナーの指名はお受けしておりませんが、担当トレーナー変更の要望があれ

ば都度、ご相談に応じます。 

(4) トレーナーは、法律に抵触するご相談はお受けできません。 

(5) 傷病・医療・ペットロスに関する相談はお受けできません。 

３. 利用者は、登録情報等によっては、本サービスの全部または一部を利用できない等の制

約を受ける場合があることを承諾します。 

 

第 4 条 WEB システム 

1. 「WEB システム」とは、Web 会議システム「Zoom」を用いた本サービスのシステムを

指すものとします。 

2. 当社が必要と判断した場合は、使用するシステムを変更することがあります。 

3. 前項の変更については、インターネットその他当社が適当と判断する方法により通知し

ます。 

 

第 5 条 Zoom の利用 

本サービスは Web 会議システム「Zoom」のインターネットサービスを利用して提供しま

す。 

1. 本サービスの利用環境 

利用者は事前に自己の責任と費用において Zoom が利用可能な機器（パソコン・web カメ

ラ等）を用意し、Zoom の機能等についての確認・接続テストを行うものとします。ま

た、Zoom が提示する各規約、ガイドラインを遵守し、正常にレッスンが受講可能な環境

を整えるものとします。なお、Zoom が提供するサービスに関する質問、問い合わせ等に

ついてはお答えできません。 

2. Zoom の利用目的 

当社と利用者との間での Zoom 通信は本サービス目的でのみ使用するものとします。 

3. 利用環境の不具合について 

利用者の利用環境に起因し、レッスンの実施が不能となった場合、当社はその責任を負わ

ないものとします。レッスン開始後に発生した Zoom そのものの機能の不具合について、

当社はその責任を負わないものとします。 

4. 免責事項 

当社は、本サービス利用時にコンピューターウイルス感染等によって発生したコンピュー

ター・回線・ソフトウェア等の損害と、 また本サービスに使用するソフト、配信ファイ

ルにより、レッスン中、レッスン外の使用で発生したいかなる損害も賠償する義務を負わ

ないものとします。 

 



第 6 条 規約の変更 

1. 当社は、必要に応じて、この利用規約を随時変更・改定することができることとします。 

2. この利用規約の変更・改定については、インターネットその他当社が適当と判断する方

法により通知します。これらの通知後に契約者が本サービスを利用した場合は、改定後の利

用規約に同意したとみなされるものとします。 

 

第 7 条 当社からの通知 

当社は、電子メールやインターネットその他当社が適当と判断する方法により、利用者に対

し随時必要な事項を通知します。 

 

第 8 条 契約の範囲 

1. 本サービスを利用できる者は、当社所定の方法にて契約の申込みを行った利用者と、そ

の同居の親族に限られるものとします。 

2. 利用者は、申込みを行った時点で、この利用規約の内容に対する承諾があったものとみ

なします。 

 

第 9 条 譲渡禁止等 

利用者は、契約に基づいて本サービスの提供を受ける地位及び権利の第三者への譲渡、売 

買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。 

 

第 10 条 変更届出 

1. 利用者は、連絡先その他当社への届け出内容に変更があった場合には、速やかに当社所

定の方法で変更の届出をするものとします。なお、婚姻による姓の変更等当社が承認した場

合を除き、当社へ届け出た氏名を変更することはできないものとします。 

2. 前項の届出がなかったことで利用者が不利益を被ったとしても、当社に故意または重過 

失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。 

 

第 11 条 内容等の変更 

1. 当社は、利用者の承諾を得ることなく、本サービスの内容及び名称を変更することがあ 

ります。 

2. 当社は、前項の変更に関し、当社に故意または過失がない限り、一切責任を負いません。 

 

第 12 条 本サービスの利用 

1. 利用者は、本サービスの利用に際し、登録等の手続きが定められている場合は、事前に 

当該手続きを経るものとします。 

2. 利用者は、本サービスの利用に際し、この利用規約を遵守するものとします。 



 

第 13 条 利用料金 

1. 利用者は、本サービス利用の対価として、当社が定める利用料金（別途予約ページ記載

の利用料金）を支払うものとします。なお、利用者は、利用料金にかかる消費税及びその他、

付加される税を負担するものとします。 

2. 利用者は、本サービスにおける利用料金を、クレジットカードで支払うものとします。

また、当社が決済手段を指定した場合または変更を求めた場合、利用者はこれに応じるもの

とします。 

 

第 14 条 利用制限 

1. 当社は、利用者が以下のいずれかに該当する場合は、当該利用者の承諾を得ることなく、 

当該利用者の本サービスの利用を制限することができます。 

（1）この利用規約に反する目的、方法等により利用されたと推測される場合 

（2）電話、電子メール等による連絡が一切とれない場合 

（3）上記各号その他、当社が緊急性が高いと認めた場合 

2. 当社は、前項の利用制限に起因する利用者または第三者が被った損害に関し、当社に故 

意または重過失がある場合を除き、一切責任を負いません。 

 

第 15 条 本サービスの一時的な中断 

1. 当社は、以下のいずかの事由が生じた場合には、利用者に事前に通知することなく、一

時的に本サービスの全部または一部の提供を中断することがあります。 

（1）対象回線の事故または通信障害が生じた場合 

（2）対象回線の保守点検を行う必要が生じた場合 

（3）対象回線にかかる通信回線会社の債務不履行があった場合 

（4）天災地変、内乱、戦争、労働争議、法令の制定または改廃、公権力による命令・処分、 

その他不可抗力により、本サービスの提供が不可能となった場合 

（5）前各号のほか、担当トレーナーが突然の病気、怪我等により本サービスを行うことが

できなくなった場合等、やむを得ない事由が生じた場合 

2. 当社は、前項各号のいずれか、またはその他の事由により本サービスの全部または一部 

の提供に遅延または中断が発生しても、これに起因する契約者または第三者が被った損害

に関し、当社に故意または重過失がある場合を除き、一切責任を負いません。 

 

第 16 条 レッスン 

1. 利用者が、レッスン開始予定時刻から 10 分が経過するまでに、担当トレーナーまたは、

当社からの問いかけに応答するか否かにかかわらず、レッスンを開始することができない

場合、当社は、利用者がレッスンを欠席したものとみなし、当該レッスンを終了することが



できるものとします。 

2. トレーナーの責に帰すべき事由によりレッスン時間が 10 分以上短縮された場合、当社は

レッスンを補填します。なお、帰責事由の有無については当社の合理的な判断に基づくもの

とします。 

3. トレーナーは、やむを得ない事情により欠席する場合があり、その場合は、当社は当該

レッスンを予約した利用者に対して電子メール、もしくは電話にて通知し、クレジットカー

ドの決済を取り消します。 

4.レッスン開始後に担当トレーナーがやむを得ない事情により指導出来ない状態になった

場合は、利用料金の払戻しを当社が定める所定の方法で実施します。 

 

第 17 条 レッスンの予約 

1. 本サービスは、ヘイ株式会社が運営する STORES 予約システムを利用します。 

2. 予約時に提供された利用者の個人情報については、ヘイ株式会社が定めるプライバシー

ポリシー（https://stores.jp/reserve/privacy）に則り管理されます。 

3. 利用者が予約を完了した時点で、弊社がヘイ株式会社から利用者の個人情報を受け取る

ことに同意したものとします。 

4. レッスンの予約は、当該予約サイトで予約確定が反映された時点で成立し、完了するも

のとします。 

5. 本サービスは、予約したレッスンに限って有効となります。 

 

第 18 条 レッスンのキャンセル 

1. レッスンをキャンセルされる場合は、利用者が必ず事前にキャンセルの申請を行うもの

とします。 

2. レッスン開始時間までにキャンセルの申請をいただいた場合には、当社は当該レッスン

について、クレジットカードの決済を取り消します。 

3. レッスン開始時間を過ぎてのキャンセル申請に対しては理由を問わず返金しません。 

ただし、ネットワーク上のトラブル等の事由により、キャンセルの申請ができなかった場合、

レッスン日より７日以内に事務局宛てに、電子メールで事由・事情等を記載してお申し出く

ださい。当該レッスンの払戻しについて、検討の上、当社より電子メール、もしくは電話に

てご連絡します。 

なお、レッスン日より７日経過後に申し出をした場合、いかなる理由であっても返金しませ

ん。 

 

第 19 条 本サービス提供の終了･利用規約違反等への対処 

1. 当社は電子メール、インターネットその他当社が適当と判断する方法にて事前通知をし

た上で、本サービスの全部または一部の提供を終了することがあります。 

https://stores.jp/reserve/privacy


2. 当社は、本サービス提供の終了の際、前項の手続を経ることで、終了に伴う責任を免れ 

るものとします。 

3. 当社は、利用者が利用規約に違反した場合もしくはそのおそれがある場合、利用者から

本サービスの利用に関して不当な要求等が寄せられた場合、その他の理由で当社が必要と

判断した場合は、当該利用者に対し、以下のいずれかまたはこれらの措置を組み合わせて講

ずることがあります。 

（1）利用規約に違反する行為またはそのおそれのある行為を止めること、及び同様の行為 

を繰り返さないことの要求 

（2）本サービスの利用の一時停止 

（3）契約の解除 

4. 利用者は、当社が前項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関 

し、当社を免責するものとします。 

5. 利用者は、本条第 3 項各号の措置は、当社の裁量により事前に通知なく行われる場合が 

あることを承諾します。 

 

第 20 条 当社からの解除 

第 19 条（本サービス提供の終了・利用規約違反等への対処）第 3 項に定めるほか、利用

者が以下のいずれかに該当する場合は、当社は当該利用者に事前に何等通知または催告 

することなく、本サービスの利用の一時停止、または契約の解除をすることができるもの 

とします。 

（1）利用者が実在しない場合 

（2）利用者が、利用規約違反等により、本サービスの利用の一時停止、契約の解除もしく 

は申込の不承諾を現に受け、または過去に受けたことがあったことが判明した場合 

（3）申込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記または入力漏れがあった場合 

（4）利用者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込 

みの手続きが成年後見人によって行われておらず、または申込みの際に法定代理人、保 

佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合 

（5）利用者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、関係者、その他反社会 

的勢力等、公共の福祉に反する活動を行う団体、その行為者であること、または、反社 

会的勢力であったこと、もしくはそのおそれのある言動、態様をした場合 

（6）利用者に対する破産の申立があった場合、または利用者が成年後見開始の審判、保佐 

開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 

（7）当社から第 19 条（本サービス提供の終了・利用規約違反等への対処）第 3 項第 1 

号の要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合 

（8）利用者が、長時間の相談、同様の問い合わせの繰り返しを過度に行い、または義務や

理由のないことを強要し、当社の業務が著しく支障を来たした場合 



（9）当社の業務の遂行上または技術上支障があるとき 

（10）その他当社が利用者として不適当と判断した場合 

 

第 21 条 利用者からの解約 

回数券利用者が契約を途中解約する場合は、所定の方法（電話連絡等）にて当社に届け出る

ものとし、解約を届け出た当日を以って契約は終了します。なお、回数券の有効期間内の申

し出に限り、回数券のお支払い額から解約を届け出た時点で利用した回数分の料金（利用回

数×レッスン１回あたりの料金）、および、事務手数料 550 円（税込）を差し引いた金額を

銀行振込にて返金いたします。ただし、レッスン 1 回あたりの料金は、弊社ホームページ内

「ご利用料金」に記載の単発でのご利用料金にて算出いたします。 

 

第 22 条 統計資料の作成等 

1. 当社は、利用者の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工した 

データ（以下「統計資料」といいます。）を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行の 

ために利用または処理することがあります。 

2. 当社は、統計資料をグループ会社及び取引先等その他第三者に提供または公表すること

があります。 

 

第 23 条 免責 

1. 当社は、当社またはトレーナーが提供する情報について、その完全性、正確性、適用性、

有用性等に関し、一切責任を負いません。また、当社は、当社に故意または重過失がある場

合を除き、当社またはトレーナーが利用者に対し提供した情報により被った契約者の損害

について、一切責任を負いません。 

2. トレーナーは、利用者から提供を受けた情報に基づき、専門的知見によりアドバイスを

行うものであり、利用者から提供を受けた情報が不正確、不適正、不十分であった場合また

は提供を受けていない情報により生じた損害については、担当トレーナーに故意または重

過失がある場合を除き、一切責任を負いません。利用者は、自らの意思、判断の下で、当社

または担当トレーナーが提供した情報を利用し、最終的な責任は利用者が負うものとしま

す。 

3. 本サービスの内容は当社がその時点で提供可能な範囲とし、利用者に対する当社の責任

は、利用者が支障なく本サービスを利用できるよう、善良なる管理者の注意をもって本サー

ビスの利用環境を維持することに限られるものとします。 

4. 当社は、本サービスの利用により発生した利用者の損害（担当トレーナーとの間で生じ

たトラブルに起因する損害を含みます。）に対し、当社に故意または重過失がある場合を除

き、利用者がこの利用規約を遵守したかどうかに関係なく、一切責任を負いません。 

5. 当社に故意または重過失がある場合を除き、当社の利用者に対する損害賠償責任は、当



該契約期間の本サービス利用料金額を上限とします。 

 

第 24 条 （個人情報の取扱い） 

1. 当社は、本サービスにおいて、利用者の個人情報を取り扱う場合は、当社が別途定める

プライバシーポリシー（http://www.anicom-pafe.com/privacy.html）に基づき、適切に、利

用者の個人情報を取り扱うものとします。 

2. 当社は、登録された利用者情報を以下の目的で利用します。 

(1) 本サービスを提供するため 

(2) 利用者・犬の年齢や性別などの属性情報、相談内容等を分析して、本サービスの品質

向上、当社グループ会社の商品・サービス等の開発に利用するため 

(3) (2)記載の分析結果に基づき、お客様に商品・サービスを提供するため（商品・サービ

スに関する電子メール・電話・ショートメッセージサービス・SNS 等によるご案内）  

(4) 上記 2. の利用目的のため、当社と当社グループ各社との間で契約者情報を共同利用

します。 

個人データ管理責任者 アニコム ホールディングス株式会社 

 

第 25 条 情報の無断使用の禁止 

本サービスによって提供する情報その他ウェブページ等に掲載されている文章・写真・デザ

イン・ロゴマーク・ソフトウェア等の著作権、商標権その他の知的財産権、肖像権・パブリ

シティ権、その他一切の権利は、当社もしくは正当な権利者に帰属します。各書面等に掲載

されている内容のすべてまたは一部について、電子的方法または機械的方法その他方法の

如を問わず、いかなる目的であれ、当社または正当な権利者の事前の承諾なく、譲渡、編集、

使用、複製、転載または転送等を行なうこと、その他上記の権利を侵害することはできませ

ん。 

 

第 26 条 その他 

1. 利用者は、本サービスの映像、画像ならびに録音データをインターネット等で公開する

ことはできません。 

2. 本サービスの録画・撮影・録音をさせていただく場合がございます。映像、画像ならびに

録音データは利用者の許可を得たうえで、当社帳票、ホームページなどのメディア類に掲載

する場合がございます。 

 

第 27 条 専属的合意管轄裁判所 

利用者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を利用者と当社の第一審 

の専属的合意管轄裁判所とします。 

 



第 28 条 準拠法 

この利用規約に関する準拠法は、日本法とします。 

 

附則 

2021 年 8 月 9 日以降のお申込から施行します。 

 

【サービスに関するお問い合わせ】 

受付時間…9：30 ～ 17：30 

電話 ：03-5348-3795 （※不定休） 

Email ；pafe_shitsuke@ani-com.com 

 

【運営会社】 

アニコム パフェ株式会社 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー39 階 

 


