「7 科目・パーフェクト合格ゼミ 2017」申込書
スクール東京

TEL:03-6457-8691

早期申込・ご入金特典（全科目一括のみ）
─ご入金日と特典─
A.2016 年 3 月 31 日まで ： 早期割引価格＋ 「スクール東京」商品券 5 万円分＋下記の 5 冊進呈
①司法試験・予備試験「合格ノート」（短答・論文対応版）憲法【人権】
②司法試験・予備試験「合格ノート」（短答・論文対応版）憲法【統治】
③司法試験・予備試験「合格ノート」（短答・論文対応版）民法【総則・物権】
④司法試験・予備試験「合格ノート」（短答・論文対応版）民法【債権・親族・相続】
⑤司法試験・予備試験「民法ドリル」論文対応版
B.2016 年 4 月 30 日まで ： 早期割引価格＋「スクール東京」商品券 5 万円分を進呈
C.2016 年 5 月 26 日まで ： 早期割引価格

お申込みは、下記の FAX または、メール（PDF）宛にお願い申し上げます。
FAX：03-6457-8690
申込日：

年

月

E-mail：jimu@schooltokyo.jp

日

お申込み内容

受講料

担当者

合計
年

月

円
日

入金（ 予定 ・ 済 ）

私は、「スクール東京」の受講規約に同意の上、上記の講座を申し込みます。
ふりがな
氏

名

住

所

生年月日
年

月

性別
日（

歳）

男・女

〒
（建物名）

ＴＥＬ
Ｅ-meil
大 学 名

学部名（

法科大学院

在学（

職

）
年生）／卒業（

年卒）

業

目指す資格

司法試験・予備試験（目標：

受験成績
司法・予備

当校を
知った経緯

年

年

年 最終合格）
年

年

年 選択科目名（

）

５．書店のチラシ
６．試験会場のチラシ
７．知人の紹介
その他（

）

短答点数
論文点数
１．
２．
３．
４．

yahoo・ google ・その他（
「スクール東京」のホームページ
成川先生のブログ
「スクール東京」出版物の広告

）

「7 科目・パーフェクト合格ゼミ 2017」申込書
スクール東京

TEL:03-6457-8691

株式会社スクール東京（以下、｢当校｣といいます。）が実施する講座を受講いただく際は、本受講規約に同意の上、お申し込みください。
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2

3

4

5
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受講の申込
(1)
受講のお申込みは、受講日の前日 15 時までに所定の手続に従
って行ってください。
(2)
定員になり次第、お申込みが締め切りとなる場合があります。
(3)
最少定員に満たない場合は、延期、または中止となる場合があ
ります。
(4)
お申込日から、10 日以内にご入金がない場合は、自動キャンセ
ルとなります。
受講料
(1)
受講料は、受講日の前日 15 時までに、当校の指定する金融機
関の口座にご入金ください。
(2)
受講契約は、当校がご入金を確認した後に、成立するものとみ
なします。
(3)
「有料」体験受講料金・単回受講料金は、一括申込の場合のみ
に適用されます。細分されたセット価格には、適用されません。
(4)
一括申込割引価格は、一括払いの場合に、適用となります。過
去の申込みと併せて、一括割引価格とすることは、できません。
(5)
「無料」体験受講の後、一括申込みの場合は、体験受講分は、
組み込まれます。一括申込み以外は、ご希望回の受講料と、
「無
料」体験受講の通常の受講料相当額とを、併せてご入金くださ
い。
受講資格
(1)
当校の講座を受講する資格は、受講生様ご本人のみとします。
第三者に譲渡、または貸与することはできません。
テキスト・教材・資料・その他
(1)
講座で使用するテキスト・教材は、講座案内に特段の記載がな
い場合、受講生様が各自で用意してください。
(2)
欠席者用の配布資料、採点済答案、その他について、保管期間
は、最終講義終了後から 2 ヶ月間です。
個別指導
(1) 日程の設定は、当校がご入金を確認した後とします。
(2) 受講日前日 15 時までにご入金・ご連絡がなかった場合は、自動
キャンセルとなり、当日、来校されても受講できない場合があ
ります。
(3) 無料日程変更可能回数（※参照）は、１コマごとのカウントと
します。
(4) 複数回コースは、複数の講師の組み合わせができます。お申込
み時に講師を確定してください。講師の変更はできませんが、
やむを得ない場合は当校の規約に則り、応じます。
(5) 受講生様側より当校へ
①
受講日前日 15 時を過ぎてからの日程変更はできません。
変更の場合は、1 回分の消化扱いとなります。
②
日程変更は、無料日程変更可能回数（※参照）の基準に則
り、受講日前日 15 時以前に、ご連絡いただいた場合に限
り、受け付けます。
③
無料日程変更可能回数（※参照）消化後の日程変更は、日
程変更にかかる事務手数料 2,000 円を入金してください。
④
無料日程変更可能回数（※参照）の未使用分は、複数回コ
ース消化時点で、リセットされます。
⑤
遅刻した場合、その時間は消化扱いとし、時間の延長はい
たしません。電車の遅延等、やむを得ない場合は、遅延証
明書をご提出ください。
(6) 当校側より受講生様へ
①
受講日前日 15 時を過ぎてからの日程変更は、授業を 30 分
追加し（直後に限る）、かつ、
「スクール東京」商品券 10,000
円分を、進呈いたします。
②
受講日前日 15 時以前の日程変更について、無料日程変更
可能回数（※参照）以内は、ご了承ください。
③
無料日程変更可能回数（※参照）消化後の日程変更は、1
講義時間を 15 分延長いたします（直後に限る）。
※お申込み回数ごとに設定された、無料で日程変更ができる回
数をいいます。ただし、講義日前日 15 時以前の変更に限りま
す。
解約・返金・未受講料の振替え
(1)
講座の解約、講座・個別指導の講師の変更はできません。ただ
し、やむを得ない事情があり、当校が相当と認める場合は、下
記に示す基準により応じます。
①
解約における返金
・返金額【未受講料－解約手数料（未受講料の２０％）】
・返金方法：受講生様の指定の口座に振込手数料を差し
引いた金額を、返金いたします。
②
講座・個別指導の講師の変更
・振替額【受講料－（受講終了回数×単回受講料）－未
受講料の１０％】
・変更は一度限りで、再度、振り替えることはできませ

ん。
受講日の前日 15 時を過ぎてからのキャンセルはできず、返金
いたしません。
ネット電話、音声・画像のデータ配信等
(1) アカウント取得・設定は、受講生様ご自身で行ってください。
(2) 通信中のトラブル等のお問い合わせについては、受け付けでき
ません。ＰＣご購入先、ソフトウエアサービス提供先に、お問
い合わせください。
(3) 通信トラブルにより、音声・画像などのデータの通信が中断・
停止した場合、その保証はできません。
災害、その他の緊急時
(1) 当校実施の講座日程・カリキュラム・講師・教室等は、地震、
火災その他のやむを得ない事情により変更または中止となる場
合があります。
遵守事項
(1)
当校のテキスト・教材・講義で配布した資料を、コピーするこ
と、営利目的で利用すること、その他の当校の知的財産権を侵
害するおそれのある行為は禁止します。
(2)
他の受講生、講師およびスタッフなど関係者に対する暴力行為、
脅迫行為、名誉棄損、当校に対する業務妨害行為など、法令に
抵触する行為は、一切、禁止します。
(3)
遵守事項に違反した場合は、受講契約を解除することがありま
す。その場合は、当校の受講資格を失い、以降、当校での受講
は一切できません。
(4)
遵守事項に違反した場合、民事上・刑事上の法的措置をとらせ
ていただく場合があります。
(5)
受講生様と当校との間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所
を第一審の専属管轄裁判所とします。
個人情報の取り扱い
（1）
（はじめに）個人情報保護の重要性を認識し、適切に利用し、保
護することが社会的責任であると考え、個人情報の保護に努める
ことをお約束いたします。
（2） （個人情報の定義）個人情報とは、個人に関する情報であり、氏
名、生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先等、特定の個人を識別し得る情報をいいます。
（3） （個人情報の収集・利用）当校は、以下の目的のため、その範囲
内においてのみ、個人情報を収集・利用いたします。当校による
個人情報の収集・利用は、受講生様の自発的な提供によるもので
あり、受講生様が個人情報を提供された場合は、当校が本方針に
則って個人情報を利用することを受講生様が許諾したものとしま
す。
・ご注文された当校の商品をお届けするうえで必要な業務
・新商品の案内など、受講生様に有益かつ必要と思われる情報の
提供
・業務遂行上で必要となる当校からの問い合わせ、確認、および
サービス向上のための意見収集
・各種のお問い合わせ対応
（4） （個人情報の第三者提供）当校は、法令に基づく場合等正当な理
由によらない限り、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報
を第三者に開示・提供することはありません。
（5） （委託先の監督）
当校は、受講生様へ商品やサービスを提供
する等の業務遂行上、個人情報の一部を外部の委託先へ提供する
場合があります。その場合、業務委託先が適切に個人情報を取り
扱うように管理いたします。
（6） （個人情報の管理）当校は、個人情報の漏洩、滅失、毀損等を防
止するために、個人情報保護管理責任者を設置し、十分な安全保
護に努め、また、個人情報を正確に、また最新なものに保つよう、
お預かりした個人情報の適切な管理を行います。
（7） （情報内容の照会、修正または削除）当校は、受講生様が当校に
ご提供いただいた個人情報の照会、修正または削除を希望される
場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、合理
的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
（8） （セキュリティーについて）当校のお買い物カゴは、ベリサイン
社のデジタルIDにより証明されています。お買い物カゴでのデー
タ入力、送信は、SSL暗号通信により、受講生様のウェブブラウザ
ーとサーバ間の通信がすべて暗号化されるので、ご記入された内
容は安全に送信されます。
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本受講規約は、予告なく変更することがあります。その際は、当校のウェブ
サイト上でお知らせします。

