
 

受講規約・コース詳細比較、活動範囲早見表  

Angel Cakeおむつケーキ通信教育コース 

～受講規約  Angel Cakeおむつケーキ通信教育コース～ 

 本受講規約（以下「本規約」という）には、おむつケーキのお店 Angel Cake（以下「当

店」という）が『Angel Cakeおむつケーキ通信講座』として開催する通信教育コース（以

下「本講座」という）を受講するにあたっての受講希望者と当店との間の契約条件が規

定されています。 受講希望者は本規約の内容をご理解いただき、すべての条件に同

意の上、お申し込みをお願いします。 

第 1条：本規約の承諾および変更 

1. 第 4条に基づく本講座の申し込みを当店が承諾した全ての受講者（以下「受

講者」という）は、本規約の内容とコース詳細比較表、活動範囲早見表を承諾

したものとみなされます。 

2. 当店は、受講者に通知を行うことにより、必要に応じて、受講者の許諾を得るこ

となく本規約を変更することができるものとします。 

3. 本規約の変更が通知された後に、受講者が本講座を受講した場合には、受講

者は変更された規約に同意したものとみなされ、変更後の規約が受講者に適

用されます。 

第 2条：提供サービス 

1. 受講料金および開講後の提供サービスは、原則として日本国内においてのみ

適用されます。 

2. 通信教育の教材は、改訂などにより、予告なく変更される場合があります。 

第 3条：本講座の申し込み 

本講座の受講希望者は、おむつケーキのお店 Angel CakeのWEB サイトまたはその

他当店媒体に掲載する手続きに従って、受講の申し込み（以下「受講申し込み」とい

う）を行い、氏名・住所・電話番号その他当店が別途定める事項について、正確かつ

最新の情報を申し込み書その他に記載して提供するものとします。 

第 4条：申し込みの承諾 

1. 当店は、受講申し込みを承諾する場合、受講希望者に対し、本講座の受講を

承諾する旨を電子メール、電話その他当店が適切と判断する方法にて通知す

るものとします。 

2. 当店と受講希望者間の本講座の提供に係る契約（以下「本契約」という）は、受

講料金全額の入金確認をもって成立し、受講希望者は本規約の定めに従い

受講者たる資格を取得するものとします。 



第 5条：受講料金 

1. インターネットにより受講を申し込む受講希望者は、当店申込システムの案内

に従い、入金手続きをするものとします。なお、振込み手数料は受講希望者負

担とします。 

2. 書面により受講を申し込む受講希望者は、申し込み用紙の入金案内に記載さ

れた支払い方法にしたがって受講料金を支払うものとします。 なお、振込み手

数料は受講希望者負担とします。 

3. 受講希望者が、第 5条 1項と 2項に基づく受講料金の支払いを遅延または怠

った場合、当該受講希望者は本講座の申し込みをキャンセルしたものとみなし

ます。 

4. 作品提出および質問票ご提出時の郵送料は、受講料金に含まれません。受講

者のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。 

第 6条：受講者情報の使用 

当店は、当店ＷＥＢサイトに掲載されるプライバシーポリシーに従い、登録情報および

受講者が本講座を受講する過程において当店が知り得た情報（以下「受講者情報」と

いう）を使用することができるものとします。 

第 7条：講義内容に関する権利および禁止事項 

1. 本講座に含まれる一切のノウハウ、アイディア、手法その他情報、本講座にお

いて提供される教材、書籍および映像等の記録媒体、その他一切の著作物、

ならびに本講座で使用される一切の名称および標章（以下併せて「講義内容」

という）についてのノウハウ、著作権および商標権その他一切の権利は全て当

社に帰属しております。受講者は、当店の事前の承諾なく、複製または転載等

の使用を行うなど、これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないもの

とします。 

2. 受講者は、講義内容を自己の学習の目的にのみ使用するものとし、いかなる

方法においても、受講者個人の私的利用の範囲を超え、若しくは範囲外で使

用したり、または第三者に対して、貸与、頒布、譲渡、修正、翻訳、使用許諾等

を行ってはならないものとします。 

3. 当店は、受講者が本規約に反する行為を行った場合、当店が被った損害の賠

償請求に加えて法律上可能なその他の救済手段を講じることができるものとし

ます。 

第 8条：受講者資格の中断・取消 

受講者が以下の項目に該当する場合、当店は事前に通知することなく、直ちに本契

約を解除し、当該受講者の受講者資格を停止または将来にむかって取り消すことが

できるものとします。またこの場合、受講者が以下の(2)･(3)･(4)のいずれか一つにでも

該当する場合は、受講料金の返金は行いません。 



（1）本講座の内容を適切に理解できない可能性がある場合その他当店が本講座の受

講者としての適格性に欠けると判断した場合 

（2）受講申し込みにおいて、虚偽の申請を行ったことが判明した場合 

（3）本規約に違反した場合 

（4）その他、受講者として不適切と当店が判断した場合 

第 9条：返品・交換 

1. 配送中の破損またはお申し込み内容と異なる場合の受講申し込みの取消し

は、教材到着後 8日以内に必ず下記返品連絡先まで連絡するものとします。

個別包装されたものについては、未開封の場合に限り、返品をお受けします。 

2. 当店に起因するところにより学習の開始または継続が不可能になった場合を

除き(以下、「当店に責がある場合を除き」という)、この期間を過ぎると原則とし

て受講申し込みの取消しは受け付けできないものとします。 

3. 受講申し込みの取消しに伴う教材の返送料、およびご返金の際の手数料につ

きましては、当店に責がある場合を除き、受講者の負担とします。 

4. 開講後、学習の継続が不可能となった場合でも、当店に責がある場合を除き、

継続不可能部分の相当額につきましては返金できないものとします。 

＜返品連絡先・返品先＞ 

おむつケーキのお店 Angel Cake 「Angel Cakeおむつケーキ通信講座」係 

住所：〒261-0025 千葉県千葉市美浜区浜田 1－3－307 

電話番号：043-275-5640 

ホームページアドレス http://angel-cake.info/ 

第 10 条：本講座の中止・中断 

1. 当店は、本講座の運営上やむを得ない場合には、受講者に事前の通知なく、

本講座の運営を中止・中断できるものとします。 

2. 前項の場合には、当店は本講座の中止または中断後 14営業日以内に、当該

講座についての受講料金全額を返金します。但し、当店の責任は支払済の受

講料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。 

第 11 条：損害賠償 

1. 受講者が、本講座に起因または関連して、当店に対して損害を与えた場合、

受講者は一切の損害を賠償するものとします。 

2. 本講座に起因または関連して、受講者と他の受講者その他の第三者との間で

紛争が発生した場合、受講者は自己の責任と負担において、当該紛争を解決

するとともに、当店に生じた一切の損害を補償するものとします。 

第 12 条：管轄裁判所 

本規約または本講座に関連する一切の紛争については、千葉地方裁判所を第一審

の専属管轄裁判所とします。 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://angel-cake.info/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1533202136098000&sa=D&ust=1533202136189000&usg=AFQjCNGqWXorl6X7myXmctZy-tcOdLHEEw


第 13 条：保証 

本講座は、受講者が講義内容を習得することを保証するものではありません。 

第 14 条：当店の責任 

当店は、故意または重過失に基づく場合を除き、本講座または本規約に関連して受

講者または第三者が被った特別損害（予見可能性の有無を問わない）、間接損害お

よび逸失利益について何ら賠償責任を負わず、通常損害について、当店が当該受講

者から現実に受領した受講料金全額の範囲内でのみ、損害賠償責任を負うものとしま

す。 

付則  本規約は 2017年 4月 1日より実施するものとします。 

おむつケーキのお店 Angel Cake        Angel Cakeおむつケーキ通信講座 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・Angel Cake おむつケーキ通信講座 

コース詳細比較表 

講座の種類 体験講座 初級講座 エンジェルケーキ 

     ダイパーケーキ 

スペシャリスト養成講座 

受講要件 なし 体験講座修了生 協会入会者で初級講座修了生 

受講料 

修了証・修了認定試験

料（1回分）を含む 

（2017年 4月現在） 

35,000円（税抜） 70,000円（税抜） 

追試なし。 

改善点はレクチャさせていただ

きます。 

120,000円（税抜） 

不合格者には追試あり。 

追試費用は別途かかります。 

修了認定方法 体験講座修了証を 

発行いたします。 

作品提出テスト（宅配で実施）

を終了後、初級講座修了証を発

行いたします。 

認定試験（基本的には対面で実施）を実

施、合格認定者には「ダイパーケーキス

ペシャリスト」認定証を発行いたしま

す。 



協会入会について 協会に入会する必要はあ

りません。 

「個人的な販売活動」※１を行

いたい場合は協会への入会が必

須となります。 

趣味（非営利）でお楽しみいた

だく方は協会に入会する必要は

ありません。 

協会への入会が必須となります。 

「個人的な販売活動」に加え、「ダイパ

ーケーキスペシャリスト」を名乗り、

「定められたルール」（※３）をお守り

頂く事で「公の場所」（※２）での販売

と講師活動を許可いたします。 

協会年会費 

受講次年より毎年 6月

1日が年会費の更新・

お支払日となります。 

無し 6,000円（税別） 12,000円（税別） 

更新受講 無し スキル維持のために、 

年１回の課題作品制作が 

必須となります。 

（通信講座で受講可能） 

年会費お支払い時にご受講くだ

さい。 

受講費用目安は 5,000円～

10,000円程度です。 

スキルの更なる向上を目的とし、 

年１回の課題作品制作＋年間で 5単位の

学習をしていただきます。（必須） 

（課題作品の制作は基本的に対面で実

施・５単位の学習は通信講座でも可能な

課題があります。） 

年会費お支払い時にご受講ください。受

講費用目安は 8,000円～15,000円程度で

す。 

  

  

※１：個人的な販売活動とは 

※２：公の場所とは 

※３：定められたルールとは 

  

  

※1：個人的な販売活動とは（○はルールです。） 

・個人的な販売活動とは「個人所有のネットショップでの販売」 

「ご友人への個人的な販売」「ご自分の教室・サロンでの販売」での販売を指します。 

○楽天・アマゾン・ヤフーショッピング・クリーマ・ミンネなどのインターネットショッピングモールへの

出店は認められません。 

  



・初級講座修了証をお持ちの協会入会者には Angel Cakeが保有しております、「意匠」を使った

土台製法を用い、ご自分でデザインを施したおむつケーキを個人的に販売する許諾が与えら

れます。 

  

○インターネット内にショップや教室・サロンをお持ちの方は、必ず協会のバナーを張ってリンクし

て頂き、エンジェルケーキ初級講座修了生である事をご記載・お伝えください。 

  

○個人的な活動でも、講座で学んだ内容を使って講義（レッスン）する、セミナーを行う、講座開講

（新規も含む）するなどの行為は禁じます。 

  

○公の場所での販売は不認可です。個人的な販売活動のみの許可となります。 

※公の場所での活動は「エンジェルケーキスペシャリスト」には許諾されます。 

  

※２：公の場所とは 

公の場とは、「百貨店」「デパート」「法人」「実店舗をお持ちのショップ」「ホテル」「産婦人科」 

「結婚式場」「インターネットショッピングモール」「カルチャースクール」などの 

多くの人が目にする場所のこととします。 

また、法人名義での販売活動は禁止させていただきます。予めご了承ください 

※３：定められたルールとは 

「エンジェルケーキ ダイパーケーキスペシャリスト」に定められた基本ルールは以下

です。 

  

〇「ダイパーケーキスペシャリスト」を名乗り、活動していただきます。 

  

〇インターネット内にショップや教室・サロンをお持ちの方は必ず協会のバナーを張ってリンクして

頂き、「エンジェルケーキ・ダイパーケーキスペシャリスト養成講座修了生」である事をご記載・

お伝えください。 

  

〇「公の場所」でレッスン講座・イベントレッスン・店舗販売（※２に定められた場所と類似する場所

も含む）を行う場合は、事前に協会の定めた方法で報告する必要があります。 

  

〇販売する商品には必ず協会指定のラベルを付ける必要があります。ラベルは協会内資材ショッ

プでご購入ください。（ラベルが意匠シートのライセンスとなっております。） 

（スペシャリストの商品にはブラックカラーのロゴラベルを付けることとなっております。） 



       

 

  

〇協会が定める作品基準に適した作品を制作する事を心がけてください。 

美しさ、可愛さ、上品さ、明るさ、シックさなど様々ございますが、当協会の基準からあまりにもか

け離れた作品がありましたら、アドバイスをさせて頂く事もございます。 



  

〇協会規約に則り、ご活動ください。 

それぞれの講座修了生の皆様には、講座内容を利用したおむつケーキ販売の許可範囲や、 

セミナーの禁止等についての規定が定められています。 

活動範囲規定をよくご確認の上、ご活動いただきますようお願いいたします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・ ・ 

講座修了生の活動範囲早見表 

  

表で〇がついているものは Angel Cakeの所有する特許庁で意匠登録された 

「巻物用包装材」を用いた独自の土台製法を使って、おむつケーキ土台（タオルケーキ土台）を作

る事を許可します。※スクエアなどの特別なケーキ製法は専用型紙を使用し製作する事を許可します。 

  

学んだデザインと同じデザインのおむつケーキ・類似性の高いデザインのおむつケーキを作る事

は出来ません。（類似性の高いデザインとは※３をお読みください。） 

ただし、ダイパーケーキスペシャリストには、そのまま販売にご使用いただけるデザインを数種ご

用意します。（商品名・価格・商品画像は協会の規定に従って販売してください。制作キットも販売

いたしますので、ご安心ください。） 

  

許可以外のデザインにつきましては使用を認めておりません。ご自身でデザインを生み出すこと

も良い学びになりますので、トライしてみましょう。 

講座修了生の活動範囲早見表 

講座の種類 体験講座 初級講座 初級講座 

※協会入会者 

エンジェルケーキ 

ダイパーケーキ 

スペシャリスト 

養成講座 

趣味（非営利）で楽

しく作る 

〇 〇 〇 〇 

趣味（非営利）で大

切な方に作ってあげ

る 

〇 〇 〇 〇 



趣味（非営利）で作

り方を教える。レッ

スンする 

× × × × 

個人的な活動で学ん

だおむつケーキの土

台を使ってご自分の

デザインを施したお

むつケーキを販売出

来る 

  

※個人的な活動範

囲・ルール―は以下

※1をお読みくださ

い。 

× × 〇 

学んだデザインと同

じもの類似性の高い

デザインのものは不

認可です。デザイン

はご自分で生み出し

てください。ルール

を守っての許可とな

ります。 

あまりにも類似する

デザインであった場

合、変更アドバイス

をさせていただきま

す。 

〇 

学んだデザインと同

じもの類似性の高い

ものは不認可です

が、販売にご使用い

ただけるデザインを

ご用意します。 

デザインに迷った場

合、アドバイスさせ

て頂きます。 

ルールを守っての許

可となります。 

独自のおむつケーキ

講座を開講する。 

× × × × 

体験講座・初級講座

を指導する（対面に

て） 

× × × 〇 

学んだおむつケーキ

の土台を使ってご自

分のデザインを施し

たおむつケーキをレ

ッスン出来る 

× × × 〇 

単発レッスンに限る 

新規資格や修了証の

発行を目的とする講

座レッスンは不可で

す。 



公の場所でレッス

ン・イベント・販売

する 

公の場とは※２ 

  

× × × 〇 

ルールを守っての許

可となります。 

  

※1：個人的な活動許可・範囲とルール 

  

〇初級講座終了後、協会入会者には Angel Cakeが保有しております、「意匠」を使った土台製法

を使って、学んだ６台の土台製法を用い、ご自分でデザインを施したおむつケーキを個人的な活

動範囲で販売する許諾を与えます。 

  

個人的な活動とは 

2ページの※「1：個人的な販売活動とは」「２：公の場所とは」をお読みください。 

協会入会の初級講座修了生はあくまでも個人間の販売の許可に限定いたします。 

公の場所※２での販売は不認可です。 

  

「エンジェルケーキ・ダイパーケーキスペシャリスト」に定められた基本ルールにつきましては 

５～６ページ「※３：定められたルールとは」をご覧ください。 

  

類似性の高いデザインとは 

 ・レースやリボン、パールなどのデコレーション資材を、学んだおむつケーキと同じ形の 

 ケーキ土台の 同じ場所に使う。 

・リボンやレース、デコレーションアイテムの色を変えただけで、配置が同じ物。 

・まったく同じお花のブーケを使用したデザイン。 

 などを指します。 

  

こちらの通信講座で制作・デザインの使用しているおむつケーキ、制作キット、全講座テキストの

著作権は Angel Cakeにございます。無断での複製・複写・転売・は許可しておりません。 

  

それぞれの講座修了生の皆様には、講座内容を利用したおむつケーキ販売の許可範囲や、セミ

ナー（レッスン）の禁止等についての規定が定められています。 

  

 協会への所属・未所属によっても、実施可能な範囲は変わります。 

別表規定をよくご確認の上、ご活動いただきますようお願いいたします。 



  

私どもエンジェルケーキ（Angel Cake）は、開業以来、工法や資材を独自に研究し 

変化させ、オリジナルデザインの包装材を使用した、 独自の製法を確立しています。 

  

 おかげさまで、今では都内有名老舗百貨店のギフトコーナーでもお取扱い頂くなど、 

多くの皆様にご評価、信頼を頂き、ここまで参りました。 

  

その商品に類似した商品が出回れば、法人のお客様と個人のお客様に多大なご迷惑をかける事

になり、ブランドとしての信頼も落としかねません。 

  

 規定を遵守いただき、この品質ブランドを今後も守ることが、講座修了者の皆様に末永く安心し

て、エンジェルケーキ（Angel Cake）を 製作いただくための礎にもなります。 

 何卒ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

  

協会退会者の活動範囲 

協会退会者は初級講座修了生でも・スペシャリスト養成講座修了生でも、趣味での活動に限定し

てお楽しみいただけます。販売やレッスンは退会後不認可となりますので、あらかじめご了承くだ

さい。 

  

  

                                                       以上 

 


