
 

入学前教育プログラム利用約款 
 

 

第１章 総則 

第１条（定義） 

株式会社 KEI アドバンス（以下「当社」という）は、当社が提供する、大学教育の補習の

ための通信講座「入学前教育プログラム」（以下「本サービス」という）を、貴学が申込、

及び利用するにあたり、本サービスに関する利用約款（以下「本約款」という）を定めま

す。なお、貴学は、本サービスへの登録申込みを行った時点をもって、本約款のすべ

ての条項に同意したものとみなされます。 

 

第２条（適用範囲） 

本約款の適用範囲は、本サービスのウェブサイトにおける各ページ（以下「本ウェブサ

イト」という）、及び印刷物に加え、付随する業務と納品物一式とします。また、当社が

提供する本ウェブサイト及び電子メール等を介して、当社が貴学に対して発信する情

報も含みます。 

 

第３条（本約款の変更） 

当社は貴学に対して何ら通知を行うことなく本約款を変更することができるものとしま

す。 

２. 変更後の本約款は、利用申込書に掲載された時点、又は、電子メール等を介して

当社が貴学に対して情報を発信した時点より効力を生じるものとし、貴学は、同変更

方法に予め同意するものとします。 

３. 強行法規の改正等により、本約款の一部が同法規に抵触する場合には、当該部分

を同法規の定めに従い変更したものとします。 

 

第２章 本サービス 

第４条（本サービス） 

当社は、本ウェブサイト、又は印刷物として次のプログラムを貴学に提供し、学習のた

めに利用する者（以下「利用者」という）は、本サービスを通じて学習、及び解答しま

す。 

（１） 河合塾Ｏｎｅ 

（２） 学びのための読む書く入門 

（３） 学習サポート 

 

第５条（貴学からの提供物） 

貴学は、本サービスの実施にあたり、本サービス利用者の属性情報を入力した一覧デ

ータ（以下「利用者リスト」という）を当社に提供します。なお、利用者リストは当社指定

の書式にてデータで提供するものとします。 

２.当社は、提供された利用者リストをもとに、利用者に対してログイン ID 及びパスワー

ドを発行いたします。 

 

第６条（本サービスの提供期間） 

当社は、ログイン ID 及びパスワードを利用者に向け発送した時点から、第１６条に定め

る申込書面に記載された受講期間の終了までを、本サービスの提供期間といたしま

す。 

 

第７条（本サービスの変更） 

当社は、本サービスの内容等を変更することがあります。なお、変更の効力は､当社が

別途定める場合を除いて､当社が本サービス上に変更後の内容を掲載した時点から

生じるものとします｡ 

２. 前項に基づき本サービスの内容が変更された場合、これに起因して発生した貴学、

及び利用者の損害に関して、当社は一切の責任を負いません（但し、貴学による申

込みの成立後、及び受講中の利用者がいる場合を除く）。 

 

第８条（本サービスの中断・終了） 

当社は、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、貴学、及び利用者に対して

事前の通知又はその他何らの告知をすることなく、本サービスの利用の全部又は一部

を一時的に中断、又は終了する場合があります。かかる場合において、貴学、及び利

用者に何らかの損害又は不利益が生じた場合も、当社は一切責任を負わないものとし

ます。 

①システムの保守、システム障害対応、天災等の不可抗力、その他技術上、運用上

の理由により、本サービスの提供を中断する必要があると判断した場合。 

②本サービスのリニューアル若しくはデザイン変更又は機能拡張等を行う場合。 

③その他、当社が中断又は終了する必要があると判断した場合。 

 

第３章 貴学、及び利用者の責務 

第９条（利用者 ID 及びパスワードの管理） 

貴学、及び利用者は、取得した自己のログイン ID 及びパスワードの管理、使用につい

て一切の責任を負うものとします。 

２. 貴学、及び利用者は、ログイン ID 及びパスワードを第三者に譲渡、貸与、開示、又

は使用させてはならないこととします。 

３. 貴学、及び利用者は、ログインID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第

三者の使用等に起因する損害に対して全ての責任を負うものとします。又、当社は

当該利用者の故意過失の有無にかかわらず、一切の責任を負わないものとします。 

４. 貴学、及び利用者は、ログイン ID 及びパスワードが第三者によって不正に使用され

た場合には、すみやかに当社に連絡するものとします。 

 

第１０条（環境設定） 

貴学、及び利用者は、本サービスを利用するために必要となる端末、通信機器、ソフト

ウェア、その他の設備、及びこれらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と

責任において準備し、本サービスが利用可能な状態に置くものとします。又、貴学、及

び利用者は本サービスの利用に必要な場合、自己の費用と責任において、各電気通

信事業者とインターネット接続サービスの利用契約を締結し、自己の端末を経由して

本サービスに接続するものとします。 

２. 貴学、及び利用者は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の利用環境

に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリ

ティを保持するものとします。 

３. 当社は、利用者の利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負いませ

ん。 

 

第１１条（禁止事項） 

貴学、及び利用者は以下の行為を行ってはならないものとします。貴学、及び利用者

が以下の行為を行った場合、当社は貴学、及び利用者に通知を行わず本サービスの

利用禁止、利用停止、登録情報の削除や損害賠償請求等、その他必要とされる手段

をとることができます。 

（１） 貴学、及び利用者が本サービスを利用する権利を第三者に譲渡、使用、売買、

名義変更、質権の設定、担保に供すること。 

（２） パスワード等を第三者に譲渡、貸与等すること、又は第三者に使用させること。 

（３） 当社又は各権利者の名誉、信用、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商

標権、肖像権、プライバシーを侵害すること。 

（４） 違法行為、公序良俗に反する行為。 

（５） 本サービスの運用を妨げる行為。 

（６） 本サービスを営業行為、営利目的及びその準備に利用する行為。 

（７） 本サービスの他の利用者に違法行為を勧誘又は助長する行為。 

（８） 本サービスの他の利用者が経済的・精神的損害、不利益を被る行為。 

（９） 犯罪行為及び犯罪行為に結びつく行為。 

（１０） 一つのアカウントを複数の利用者で利用する行為。 

（１１） その他、当社が不適当と判断する行為。 

２. 前項の禁止行為に該当するか否かの判断は、当社の裁量により判断されるものとし

ます。なお、本項の判断について当社は説明責任を負うものではありません。 

３. 貴学、及び利用者は、前項に違反する行為に起因して当社、又は各権利者に損害

が生じた場合、本サービスからの退会後であってもすべての法的責任を負うものとし、

いかなる場合も当社、又は各権利者に発生した損害を賠償するものとします。 

 

第１２条（著作権等） 

本サービスが提供するすべてのコンテンツの著作権は、当社、又は各権利者に帰属し

ます。また、レイアウトやデザイン、サイトの構造などに関する著作権も当社、又は各権

利者に帰属します。 

２. 当社、又は各権利者の承諾なしに、これら著作物の全部又は一部を複製したり、電

子メディアや印刷物など他の媒体に転用したりすることは、特定の場合を除き、著作

権法で禁じられています。 

３. 本ウェブサイトのコンテンツを許可なく複製、編集、翻訳、翻案、放送、出版、販売、

貸与、公衆送信などに使用することはできません。 

 

第４章 利用料金等 

第１３条（利用料金） 

貴学は、本サービスを利用する場合、当社所定の利用料金（以下「本利用料金」）を支

払うものとします。本利用料金は、当社のパンフレットやご案内書、及び見積書等にて

定めます。 

２. 当社は、貴学の承諾を得ることなく、本利用料金を変更することができるものとしま

す。 

３. 本利用料金の変更は、本条第１項に定められた書面等に掲載された時点より効力

が生じるものとします（但し、貴学による申込みの成立後、及び受講中の利用者がい

る場合を除く）。 

 

第１４条（割増金） 

本利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額

（消費税相当額を加算しない額）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を

割増金として、当社が指定する期日までにお支払いただきます。 

 

第１５条（延滞利息） 

貴学は、本利用料金その他の債務（延滞利息を除く）について支払期日を経過しても

なお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの間の当社が定め

る日数について、年 14.5％の割合（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間について

も、365 日当たりの割合とする）で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する

期日までお支払いただきます。 

 

  



 

第１６条（申込みと成立） 

当社は、１申込みごとに１の本約款を提示し、貴学は、１申込みごとの１の本約款につ

いて、すべての条項に同意し、申込むものとします。 

２. 貴学は、本サービスの申込みにあたり、当社指定の申込書面を、当社指定の日ま

でに当社に提出するものとします。 

３. 当社は、本サービス運用上の理由から、貴学が申込書面に記入した内容の変更の

うえで本サービスの提供を承諾する場合があります。 

４. 第５条第１項に定める利用者リストを貴学が作成し、当社がそのリストを受領した時

点をもって、本サービスへの申込みが成立するものとします。 

５. 申込み成立後は、本サービスの期間変更、及び教科変更には応じられません。 

６. 前項に関わらず、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、当社はその申込

みを承諾できないことがあります。 

①第２項に定める提出期限を超える場合。 

②貴学の要求により、本サービスの大幅な改修・変更を要し、本サービスの提供開

始日までに当社が環境を用意できないと判断した場合。 

③申込書面に記入を要す事項が未記入である場合。 

④貴学が、本サービスの料金その他の債務（本約款に規定する料金、又は割増金

等の料金以外の債務をいいます）の支払を現に怠り、又は怠るおそれがある場

合。 

⑤第３章の規定に違反があるとき、又は違反のおそれがある場合。 

⑥その他当社の業務遂行上、支障がある場合。 

 

第１７条（申込み成立後の内容変更と手数料） 

前条第１項乃至第３項に定める本サービスの申込み成立後、貴学のご都合により、教

科の設問変更や、月毎の締切日変更等、申込み内容が変更となる場合、本サービス

提供開始日、又は終了日までの日数により、以下の手数料を貴学に負担いただきま

す。 

①本サービスの提供開始日の前日から 30 日目以降 8 日目まで。 

当社にて既に発生した費用の実費相当分 

②本サービスの提供開始日の前日から７日目以降、本サービスの提供終了日まで。 

当社にて既に発生した費用の実費相当分、かつ 80 千円（税抜）の合算額 

③第１号乃至第２号の手数料に要す振込手数料は、貴学に負担いただきます。 

 

第１８条（申込み成立後のキャンセルとキャンセル料、返金） 

第１６条第１項乃至第３項に定める本サービスの申込み成立後、貴学のご都合により

申込み内容がキャンセルとなる場合、本サービス提供開始日、又は提供終了日までの

日数により、以下のキャンセル料を貴学に負担いただきます。 

①本サービスの提供開始日の前日から 30 日目以降 8 日目まで。 

当社にて既に発生した費用の実費相当分 

②本サービスの提供開始日の前日から７日目まで。 

申込みが成立した額の 50％ 

③本サービスの提供開始日から本サービスの提供終了日まで。 

申込みが成立した額の 100％ 

２. 第１４条第１項乃至第３項に定める本サービスの申込み成立後、かつ貴学から当社

への支払が完了した後、貴学のご都合により申込み内容がキャンセルとなる場合、

本サービスの提供開始日、又は提供終了日までの日数により、以下を貴学に返金

いたします。 

①本サービスの提供開始日の前日から 30 日目以降 8 日目まで。 

入金額から、前項第 1 号を減算した額 

②本サービスの提供開始日の前日から 7 日目まで。 

入金額から、前項第２号を減算した額 

③本サービスの提供開始日から本サービスの提供終了日まで。 

返金なし 

３. 第１項乃至第２項のキャンセル料、及び返金に要す振込手数料、並びに返品に要

す費用は、貴学に負担いただきます。 

 

第１９条（料金の支払条件） 

当社は、本サービスの請求書を、本サービスの提供開始前月の月初３営業日までに

作成し、貴学へ送付します。貴学は、当該請求書に基づき、当社による本サービスの

提供開始月までに、当社の指定する銀行口座へ振込送金の方法で支払うものとしま

す。前述以外の支払となる場合、貴学は申込書面にその旨を記載し、当社及び貴学

は協議のうえ、請求支払の時期を決定するものとします。 

２. 本サービスの提供前、又は提供期間中、貴学からの申込内容の変更等により、当

社による印刷物の部数、発送先数、並びに発行したログインＩＤ数等に増加があり、

かつ当社による請求額が増加する場合の料金の確定時期は、該当月の月末締めと

します。 

３. 第１項乃至第２項に要す振込手数料は貴学に負担いただきます。 

 

第５章 反社会的勢力の排除 

第２０条（反社会的勢力の排除） 

当社、及び貴学は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなっ

た時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運

動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下総称して

「暴力団員等」という。）に該当しないこと、及びそれらと関係を有しないことを表明し、

かつ将来にわたって該当しないことを確約します。 

２. 当社、及び貴学は、相手方が、前項の表明及び確約に違反した場合には、何らの

催告をすることなく、本約款を直ちに解除することができます。この場合において、当

該解除をした者は、その相手方に対して損害を賠償することは要しません。また、当

該解除をされた者は、かかる解除による損害が生じたときは、その相手方に対して全

ての損害を賠償するものとします。 

３. 当社、及び貴学は、本約款に基づく取引に関し、暴力団員等から不当な介入を受

けたときは、直ちにその旨を相手方に報告します。 

 

第６章 雑則等 

第２１条（第三者への再委託） 

当社は、本約款の義務履行に必要な専門的な技術・体制を備えた第三者に対し、そ

の業務の一部、または全部を再委託することができるものとします。この場合、当社は

それらの第三者を代表して履行の責を負うものとします。 

 

第２２条（秘密保持） 

当社、及び貴学は、本約款の履行に関して知り得た相手方の事業上、営業上その他

の企業秘密を他に開示・漏洩してはならないものとします。 

２. 当社は、本サービスにかかる業務の一部を第三者に再委託する場合、当該再委託

先にも当社と同等の秘密保持義務を行わせるものとします。 

３. 本条の規定は、本サービス提供終了後も有効に存続するものとします。 

 

第２３条（個人情報の取扱い） 

利用者の登録情報や当社が取得した利用者に関する情報は、当社が別途定める「個

人情報保護方針」（ http://www.keiadvanced.jp/contact/privacy-policy ）に準じ取り

扱います。 

２.利用者が本サービスへの申込時に登録した個人情報は、本サービスに関してのみ

利用します。 

 

第２４条（データの保管と削除） 

第５条に定める利用者リストにて当社が知り得た利用者の個人情報は、第６条に定め

る本サービスの提供期間が満了するまでを当社での保管期間といたします。 

２．当社は、前項に定めるデータの保管期間中、当該データを当社の個人情報保護

規定に沿って運用している業務用サーバー内で保管いたします。 

３.当社は、本条第１項に定める保管期間終了後、利用者の個人情報を業務用サーバ

ーから削除いたします。 

 

第２５条（免責） 

利用者が本サービス利用時に使用する端末やブラウザのバージョンによっては、本サ

ービスの全部若しくは一部を正しく利用できない場合があります。別に定める「推奨環

境」でご利用いただくことを推奨いたします。 

２. 本ウェブサイトの掲載内容は予告なしに変更又は削除される場合があります。また、

本ウェブサイトの運営を予告なしに中断又は終了する場合があります。当社は理由

の如何にかかわらず、掲載内容の変更若しくは削除、又は本ウェブサイトの運営の

中断若しくは終了等によって生じるいかなる損害についても一切責任を負いませ

ん。 

 

第２６条（損害賠償） 

貴学、及び利用者が本約款に違反し、当社が直接的又は間接的に損害を被った場

合、当社は貴学、及び利用者に対して損害の賠償を請求することができます。 

 

第２７条（誠実協議） 

本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、本約款当事

者は信義誠実の原則に従い協議し、これを解決するものとします。 

 

第２８条（準拠法及び合意管轄） 

本約款の準拠法は日本法であり、東京簡易裁判所、若しくは東京地方裁判所を第一

審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

付則 本約款は 2019 年 11 月 1 日より適用 

 


