キャリタス進学 2020年版 利用約款
「キャリタス進学サービス」（以下「キャリタス進学」といいます）をご契約いただく教育機関は、「キャリタス進学サービス」を運営
する株式会社ディスコ（以下「ディスコ」といいます）に対し、「キャリタス進学サービス」をご利用の際に、以下に同意していた
だきます。また、「キャリタス進学サイト」を除くその他の媒体・サイトのご契約をいただいている教育機関への資料請求者およ
び教育機関担当者等の個人情報の取り扱いは、以下の第5条から第8条までと同様とします。
■第１条 「キャリタス進学」
第１項 「キャリタス進学」、「UniPlat」および「デジタルパンフ入稿システム」
「キャリタス進学」とは、ディスコが 2020 年 3 月 1 日から 2021 年 2 月 28 日（予定）まで、提供するインターネット上の進学情
報提供サービス総合サイト、および当該サイトに付随する電子メッセージ配信等による進学希望者向けの各種進学情報提供
サービスを指します。また「UniPlat」および「デジタルパンフ入稿システム」とは「キャリタス進学」の一機能であり、教育機関が
利用可能な、資料請求者、オープンキャンパス予約者ダウンロードおよび、教育機関に関する情報（以下「学校情報」といい
ます）の入稿、学校案内などの PDF をデジタル化して公開するための WEB システムを指します。
第2項「LINEで資料請求」「LINEでオープンキャンパス」
「キャリタス進学」と、ディスコが販売するLINE株式会社の提供によるサービス「LINE公式アカウント」の両方を
契約した教育機関は、「LINE公式アカウント」を使った教育機関への資料請求受付機能である「LINEで資料請
求」、オープンキャンパス予約受付機能である「LINEでオープンキャンパス」サービスを利用できるものとしま
す。「LINEで資料請求」「LINEでオープンキャンパス」について、詳しくは第15条で定めるものとします。
第3項「キャリタス進学SNS」
ディスコは、キャリタス進学の利用促進のために以下のソーシャルメディアアカウントを運営します。
・YouTubeチャンネル「キャリタス進学」
https://www.youtube.com/channel/UCeBwZAY7nqV9UnG-MmyvGsw
・LINE公式アカウント「進学情報サービス by キャリタス進学」
https://line.me/R/ti/p/%40shingakujoho
・Facebookページ「キャリタス進学」
https://www.facebook.com/educareertasu/
・Twitterアカウント「進学情報サービス編集部＜キャリタス進学＞」
https://twitter.com/edu_careertasu
・Instagramアカウント「進学情報サービス〈キャリタス進学〉」
https://www.instagram.com/edu.careertasu/

■第２条 「キャリタス進学」利用教育機関
「キャリタス進学」利用教育機関（以下「教育機関」といいます）とは、2020年3月1日から2021年2月28日（予定）の期間に受験
生募集やイベント予約受付目的で「キャリタス進学」を利用する大学、短期大学、専門学校等の学校法人および企業・団体等
をいいます。

■第３条 契約の成立
教育機関による「キャリタス進学」の利用にかかる申し込みがなされ、ディスコの取引基準に基づく審査により、適格と判断した
場合において、ディスコによる承諾の意思表示が教育機関に到達したときをもって、ディスコと教育機関の間に本契約が成立

するものとします。ただし、教育機関は、本約款の内容を理解しこれに同意した場合に限り、「キャリタス進学」を利用すること
ができるものとします。

■第４条 会員
「キャリタス進学」正式会員（以下「会員」といいます）とは、進学に伴う情報収集を行う方が、ディスコに対し、「キャリタス進学
サイト」等から会員登録を申し込み、ディスコがこれを承認した方をいいます。

■第５条 個人情報
第１項 個人情報の定義
会員および教育機関担当者等の個人に関する情報であって、当該情報を構成する氏名、住所、電話番号、メールアドレス、
在学校名、生年月日その他の記述等により当該個人を識別できるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易
に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む）を「個人情報」といいます。
第2項 会員の個人情報の利用目的
ディスコによる会員の個人情報の利用目的は、会員へのサービスの提供、会員認証、「キャリタス進学」利用行為（会員による
資料および願書請求、来校キャンペーン参加等）に基づく資料請求先の教育機関等への個人情報の提供、ディスコや教育
機関等からのメッセージやキャリア形成・進学に役立つ情報・商品広告に関する通知の配布・配信、位置情報等に基づく会
員のキャンペーン対象学校への来校確認、および会員からの各種お問い合わせへの対応です。
第3項

会員の個人情報の教育機関への提供

ディスコは、「キャリタス進学」において会員に提供する機能を利用して、会員が教育機関へ資料請求などの目的で、ディスコ
に対し情報提供を行った場合、「キャリタス進学」に登録されている会員情報の中から以下の個人情報を応募者データとして
資料請求者管理・WEB 入稿システム「UniPlat」を通じて教育機関に提供します。「キャリタス進学」関連媒体付属のハガキお
よびFAX等による資料請求受付も同様といたします。
また、ディスコは会員登録した個人情報を基に、教育機関および会員を特定できない形式による統計データを作成し利用し
ます(第７項を参照）。

【教育機関に提供する個人情報項目】
・氏名
・氏名フリガナ
・現住所・郵便番号
・電話番号（＊1）
・Eメールアドレス（＊1）
・生年月日
・性別
・職業区分
・在籍（出身）高校名
・卒業（予定）年月
・その他アンケート（＊1）
（＊1）がついている項目については、会員情報として登録されている場合や教育機関が資料請求、イベント予約受付の際に

アンケートを設定され、会員が回答した場合にのみ提供します。
教育機関は提供された個人情報については厳重に管理し、当該教育機関の資料送付やイベントの案内等で利用することと
します。それ以外の目的での利用は禁止します。ただし、本人の同意が得られた場合はこの限りではありません。
第4項 提供された個人情報の第三者への開示
教育機関に提供された会員の個人情報について、ディスコが教育機関の同意を得ずに第三者に開示することは、原則として
いたしません。提供先・提供情報内容を特定した上で、教育機関の同意を得た場合に限り、開示するものとします。ただし、
以下の場合は、関係法令に反しない範囲において、教育機関の同意なく登録内容を開示することがあります。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難
であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要
がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
第5項 第三者に該当しない範囲
次の各号に該当する場合は、当該個人情報の提供を受ける方は、本条の規定の適用については、第三者に該当しないもの
とします。
(1) ディスコが利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を秘密保持契約を締結の上、
委託する場合
(2) ディスコの合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が承継される場合
第6項 免責
教育機関が応募者データを適切に管理・利用することを怠った結果、第三者に漏洩した場合、ディスコは何ら責任を負いま
せん。
第7項 統計
ディスコは、「キャリタス進学」の機能を利用して教育機関に提供した個人情報を基に、教育機関および会員を特定できない
形式による統計データを作成し、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。
■第６条 個人情報の訂正等または利用停止
教育機関は、ディスコから個人情報について訂正、追加または削除を求められたときは、ディスコの指示に従い、遅滞なく自
己が保有する個人情報の訂正、追加または削除を行うものとします。また、教育機関は、ディスコから個人情報の利用停止を
求められた場合には、遅滞なくディスコの指示に従い、利用を停止することとします。
■第７条 返還・廃棄義務
教育機関は、受験生募集やイベント予約受付終了後は、個人情報の一部または全部を含む秘密情報資料等を、自己の責
任において、速やかに廃棄または消去するものとします。ただし、保管することについて本人の同意が得られた場合はこの限
りではありません。
■第８条 教育機関担当者の個人情報の取扱い
「キャリタス進学」の利用にあたり、登録された教育機関担当者の個人情報（教育機関名、所属部署名、氏名、連絡先住所、
電話番号、E-mail アドレス等）は、株式会社ディスコ（個人情報保護責任者：辰本友志、連絡先：個人情報相談窓口 TEL：
0120-77-5078（受付時間：月～金 10:00～12:00、13:00～17:00）、E-mail：privacy-madoguchi@disc.co.jp）の管理のもと、厳

重に保管、管理し、本人の同意なく第三者への開示は行わないものとします。ただし、関係法令に反しない範囲において、
教育機関の同意なく登録内容を開示することがあります。その場合については、第 5 条第 4 項と同様とします。

なお、教育機関担当者の個人情報のご登録は任意ですが、必須事項の個人情報を登録いただけない場合、「キャリタス進
学」を利用できないことがあります。

登録された個人情報は、以下の目的で使用します。
(1) 「キャリタス進学サイト」掲載用原稿の内容および「キャリタス進学」電子メッセージの配信用原稿の内容に関する、ディスコ
からの問い合わせ
(2) 「キャリタス進学」関連サービスのメンテナンス等の情報の提供
(3) ディスコの各種商品・サービスの案内の提供
(4) 各種アンケート調査等の依頼
(5) システム運用のサポート業務における教育機関担当者情報の確認
(6)「UniPlat」「デジタルパンフ入稿システム」WEB 入稿・査閲状況についての通知メールの配信
(7)「UniPlat」「デジタルパンフ入稿システム」アカウント通知メールの配信
※ 登録情報は「UniPlat」「デジタルパンフ入稿システム」のアカウント管理機能より随時、変更・追加ができます。また、ディス
コに登録されている教育機関担当者の個人情報の開示、利用目的の通知、訂正、追加または削除、および個人情報の利用
または提供の拒否等を求める場合は、下記の「問い合わせ先」まで連絡するものとします。
「問い合わせ先」
株式会社ディスコ UniPlat 運営事務局
電話： 03-5804-5577 （10：00～12：00・13：00～17：00／土日･祝日除く）
E-mail： upsupport@disc.co.jp

ディスコの個人情報の取り扱いについての詳細は、

https://www.disc.co.jp/privacy/detail/ をご参照ください。
■第９条 学校情報入稿および PDF 入稿
第１項 入稿時の注意点
「キャリタス進学」掲載情報の入稿、「UniPlat」からの学校情報入稿、および「デジタルパンフ入稿システム」からの PDF 入稿
について、教育機関は以下の事項を遵守するものとします。
(1) 「キャリタス進学」掲載情報の入稿、「UniPlat」からの学校情報入稿、および「デジタルパンフ入稿システム」からの PDF 入
稿を行うことができるのは教育機関に限ります。
(2) 教育機関によって入稿された内容は事実に基づいたものとします。万一、虚偽の内容を登録された場合は「キャリタス進
学」への掲載を削除させていただきます。
(3) 入稿された内容は、ディスコで内容を審査した上で、「キャリタス進学」に掲載させていただきます。ディスコが審査の上、
表現が好ましくないと判断したときは、内容を変更していただく場合があります。その場合はディスコより教育機関の担当者宛
てに連絡するものとします。内容変更後、ディスコが再度審査の上、掲載いたします。
(4)「キャリタス進学」への掲載は、2021 年 2 月 28 日（予定）までとします。ただし、諸般の事情により、掲載期間が変更される
場合もあります。ただし YouTube チャンネル「キャリタス進学」の掲載のみ、2021 年 9 月 30 日(予定)までとします。

(5) 「キャリタス進学」掲載後においても、ディスコが好ましくないと判断した場合、教育機関の了解なく学校情報を削除、変更
する場合があります。
第 2 項 入稿上の注意点
(1) 「UniPlat」および「デジタルパンフ入稿システム」では機種依存文字（コンピューターの種類やＯＳ等によって文字が正しく
表示されず、いわゆる文字化け現象を引き起こす可能性がある文字）は使用しないものとします。
(2) 受験生募集計画の変更等により、「キャリタス進学」の掲載内容に変更すべき事柄が生じた場合は、速やかに修正し再入
稿を行うものとします。
第 3 項 入稿内容の掲載時期
新規入稿や変更の場合、情報入稿から約２～３営業日後に、ディスコによる掲載審査を経て「キャリタス進学サイト」に掲載さ
れます。ただし、諸事情により掲載が遅れることがあります。

■第１０条 知的財産権の取扱い
第 1 項 教育機関は、「Uniplat」および「デジタルパンフ入稿システム」にて入稿する情報ならびに「キャリタス進学」への掲載
に際して、掲載情報（文章、写真、画像、動画、音声等を含む）が第三者の知的財産権およびその他一切の権利を侵害しな
いことを保証するものとします。
第 2 項 教育機関は、第三者との間で知的財産権等の権利侵害の問題が発生した場合、自己の責任において解決するもの
とし、ディスコに何らの損害を及ぼしてはならないものとします。

■第１１条 著作権
第１項 「Uniplat」および「デジタルパンフ入稿システム」にて入稿する情報ならびに「キャリタス進学」に掲載している記事、写
真、イラスト、動画、音声等のコンテンツ、およびサイトレイアウト、デザイン、サイトの構成等の著作権は、原始データとして教
育機関から提供されたコンテンツ、および YouTube チャンネル「キャリタス進学」に掲載した動画・音声を除き、ディスコまたは
正当な権利を有する第三者に帰属しています。原始データとして教育機関から提供されたコンテンツに関しての著作権は教
育機関に帰属します。なお、「キャリタス進学」上の教育機関の情報画面（学校概要、就職情報およびその他オプション画面）
を教育機関に許可なく、ディスコが転用することはありません。また、原始データとして教育機関が提供したコンテンツを教育
機関が自由に使用することについては、ディスコの権利を侵害するものではありません。
第 2 項 原始データとして教育機関から提供されたコンテンツを除き、「キャリタス進学」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、送信可能化等に使用することはできません。

■第１２条 入稿または公開してはならない情報
第１項 教育機関は、「キャリタス進学」への情報掲載に際して、以下の行為に該当する文章・写真および動画等を入稿また
は公開してはならないものとし、当該項目に該当するとディスコが判断した場合には、教育機関への事前・事後の通知なく、
ディスコによる裁量にて、掲載された文章・写真および動画等の一部または全部を削除することのあることを予め了承するも
のとします。

・虚偽の情報を登録または掲載する行為
・ディスコからの情報を複製・販売・出版その他私的利用の範囲を超えて使用する行為
・営利を目的とした情報提供活動を行う行為

・第三者またはディスコの知的所有権、肖像権もしくはパブリシティ権等の正当な権利を侵害する行為
・第三者の財産、信用、名誉またはプライバシー等を侵害する行為、犯罪的行為もしくは公序良俗に反する行為
・個人を特定できる情報を公開する行為
・第三者に不利益または損害を与える行為
・第三者に対する誹謗中傷
・営業または広告等の宣伝を目的とする行為
・金品の交付および物品等のやり取りをする行為
・第三者またはディスコの名称を騙り、なりすます行為
・未成年者に対し悪影響があるとディスコが判断する行為
・年齢制限を有するサイト、違法、有害サイトへのリンク行為
・民族、人種、性別、年齢等による差別につながる表現の掲載
・猥褻、暴力その他一般的に不快であると感じる行為または表現の掲載およびこれらの行為を美化、誘発もしくは助長する表
現の掲載
・肉体的障害を具体的に指し示す言葉および不具、廃疾等、用語そのものに不快感がある各種差別用語を使用する行為
・法令および本約款に違反する行為
・その他ディスコが不適切と判断する行為
・スパム投稿、スパムメッセージその他ディスコがスパムと判断する行為
・「キャリタス進学」サイトの運営を妨げる行為もしくはディスコの信用を毀損するような行為、またはそのおそれがある行為

第 2 項 ディスコは、教育機関が「キャリタス進学」において前項各号に該当する文章および写真、動画等を繰り返し入稿また
は公開した場合には、ディスコの判断で教育機関の利用をお断りすることがあります。
第 3 項 ディスコは、「キャリタス進学」における投稿内容によって引き起こされた損害（法令違反、著作権等の権利侵害等）に
ついて、一切の責任を負わないものとします。
■第１３条 免責事項
第１項 教育機関は、自己の責任により「キャリタス進学」を利用するものとし、ディスコは、本契約もしくは、その履行および「キ
ャリタス進学」の利用に関して教育機関につき生じた損害について、ディスコの故意または重大な過失による損害であること
が明白な場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、ディスコが責任を負う場合であっても、かかる責任は、
直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ教育機関の本契約に基づく支払済みの対価相当額を上限とします。
第 2 項 ディスコは、前項にかかわらず、第５条に違反し、個人情報の帰属主体（以下「本人」といいます）に損害を与えた場
合には、本人に対する責任を負うものとし、教育機関が本人からの請求に応じて損害賠償をした場合、その賠償金相当額を
教育機関に対して支払うものとします。ただし、教育機関が本人からの損害賠償の請求を受けた後直ちにディスコに対してそ
の旨を通知し、ディスコに対して紛争解決にあたる機会を与えなかった場合はこの限りではありません。
第 3 項 ディスコは、天災地変その他不可抗力や、業務上通常要求される程度の合理的な措置を講じていたにもかかわら
ず、ディスコの責めに帰すべき事由によらない回線の輻輳、回線の障害、システム障害、ウィルス・ハッキング等による外部か
らの攻撃等により生じた損失については何らの責任も負わないものとします。
第 4 項 ディスコは、教育機関または第三者の責めに帰すべき事由により生じた損失（教育機関の操作ミスやアカウント管理
の不備等による応募者データの流出・損壊、出願または受験機会の損失および誤った情報の掲載等）については、何らの責
任も負わないものとします。

第 5 項 教育機関は、「キャリタス進学」の利用にあたって電子ファイルを添付する場合には、自己の責任においてウィルスチ
ェック等を行うものとし、教育機関の添付ファイルによって第三者に損害が発生した場合には、教育機関は自己の費用と責任
をもって当該第三者への対応にあたるものとします。
第 6 項 ディスコは、教育機関に対し、会員の出願または入学の確実性、教育機関に出願または入学する会員の資質・能力
および教育機関への適合性等、「キャリタス進学」の効果および教育機関が「キャリタス進学」を通じて募集した会員に関する
何らの保証も行わないものとします。
第 7 項 「キャリタス進学」に掲載されている教育機関の情報は一部を除き、提供元である教育機関に責任があり、ディスコは
その内容の正確性について一切責任を負いません。また、提供される情報に起因して会員または教育機関が受けるいかな
る損害についても、ディスコは一切の責任を負いません。
第 8 項 「キャリタス進学」に掲載される情報は、各情報の掲載時点のものであり、最新の情報とは異なっている場合がありま
す。その差異で生じる会員または教育機関が受けるいかなる損害についても、ディスコは一切の責任を負いません。

■第１４条 保守作業等による「キャリタス進学」の運営の停止
ディスコは、次の各号に該当する場合には教育機関への事前の通知や承諾なしに、「キャリタス進学」の一時的または長期的
な運営の停止を行うことがあり、教育機関は、これを予め承諾することとします。
（1）「キャリタス進学サイト」、「UniPlat」および「デジタルパンフ入稿システム」にかかるシステムの保守または「キャリタス進学」
の仕様の変更もしくはシステムの瑕疵の補修等を行う場合
（2）天災地変その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、または法令等の改正・成立により「キャリタス進学」、
「UniPlat」および「デジタルパンフ入稿システム」の運営が困難または不可能になった場合
（3）上記各号の他、ディスコがやむをえない事由により「キャリタス進学サイト」、「UniPlat」および「デジタルパンフ入稿システ
ム」の運営停止が必要と判断した場合
■第１５条 「LINEで資料請求」「LINEでオープンキャンパス」
第１項 「LINEで資料請求」「LINEでオープンキャンパス」は、LINE株式会社が提供し、ディスコが教育機関に販売する「LINE
公式アカウント」を利用して提供する、資料請求受付機能、またはオープンキャンパス予約受付機能のことをいいます。
第2項 「LINEで資料請求」「LINEでオープンキャンパス」を利用できるのは、「キャリタス進学基本企画」と、ディスコが販売す
る「LINE公式アカウント」の両方を契約した上で、ディスコ宛て利用申込を行い、受付が完了した教育機関のみとします。
第3項 ディスコは、「LINEで資料請求」「LINEでオープンキャンパス」を通じて応募された個人情報のうち、以下の情報を
「UniPlat」を通じて教育機関に提供します。

・氏名
・氏名フリガナ
・現住所・郵便番号
・Eメールアドレス（＊2）
・生年月日（＊2）
・電話番号（＊3）
・性別
・職業区分
・在籍（出身）高校名

・卒業（予定）年月

（＊2）がついている項目については、資料請求者、またはオープンキャンパス予約者が「LINEで資料請求」「LINEでオープン
キャンパス」を利用する際、事前にディスコが運営するLINE公式アカウント「進学情報サービス by キャリタス進学）」チャットボ
ットを用いて資料請求もしくはオープンキャンパス予約申込サービスを利用した場合、または「キャリタス進学」会員として「進
学情報サービス by キャリタス進学」とID連携を行った場合、または（＊2）の項目が付いた「LINEで資料請求」「LINEでオー
プンキャンパス」の利用を既に行っている場合に提供します。

（＊3）がついている項目については、以下のa）、b)いずれかの場合に提供します。
a）資料請求者が「LINEで資料請求」「LINEでオープンキャンパス」を利用する際、事前に「進学情報サービス by キャリタス
進学」チャットボットを用いて資料請求もしくはオープンキャンパス予約申込サービスを利用した場合、または「キャリタス進学」
会員として、「進学情報サービス by キャリタス進学」とID連携を行った場合、または（＊3）の項目が付いた「LINEで資料請
求」「LINEでオープンキャンパス」の利用を既に行っている場合
b) 教育機関がディスコに設定を希望し、資料請求者が回答した場合

第4項 「LINEで資料請求」「LINEでオープンキャンパス」で応募された個人情報は、ディスコが「進学情報サービス by キャリ
タス進学」利用者として登録し、該当の個人情報を持つ資料請求者またはオープンキャンパス予約者は、「キャリタス進学」に
おいて、「キャリタス進学」会員と同等の機能を利用できるものとします。また、登録された利用者の、ディスコによる個人情報
の利用目的は、第5条第2項と同様とします。教育機関はこれを予め承諾するものとします。
第5項 「LINEで資料請求」「LINEでオープンキャンパス」を利用するにあたり、教育機関はディスコに対し、独占的にAPIを介
した外部システムと「ＬＩＮＥ公式アカウント」の接続先の決定権限を与えるものとし、教育機関が独自にAPIを介した外部シス
テムと接続することは行わないこととします。教育機関はこれを予め承諾するものとします。
第6項 教育機関が「LINEで資料請求」「LINEでオープンキャンパス」を利用するにあたり、ディスコは、教育機関が利用する
「LINE公式アカウント」の管理画面を、ディスコが持つ管理アカウントを通じて操作し、「LINEで資料請求」が利用可能な状態
とします。教育機関はこれを予め承諾するものとします。

■第１６条 スクールプレミア
第１項 ディスコの商品である「スクールプレミア」を教育機関が別途契約した場合、「LINEで資料請求」「LINEでオープンキャ
ンパス」によって提供された個人情報は、「スクールプレミア」上でも教育機関が利用できるものとします。提供される項目は第
15条第3項と同様とします。
第2項

「スクールプレミア」の利用に際し、教育機関は「スクールプレミア利用規約」に従うものとします。

■第１７条 スクールプレミアPLUS（旧称「学生募集管理システム」）
第１項 ディスコの商品である「スクールプレミアPLUS」を教育機関が別途契約した場合、「キャリタス進学」または「LINEで資
料請求」「LINEでオープンキャンパス」によって提供された個人情報は、「スクールプレミアPLUS」上でも教育機関が利用でき
るものとします。提供される項目は第4条第2項、第15条第3項と同様とします。
第2項 「スクールプレミアPLUS」の利用に際し、教育機関は「スクールプレミアPLUS利用規約」に従うものとします。
■第１８条 利用料

第１項 教育機関は、教育機関が申し込んだサービスが利用可能になった時点または広告が掲載された時点で、教育機関
が提出した申込書に記載した金額を「キャリタス進学」利用料（以下「利用料」といいます）として支払わなければならないもの
とし、教育機関がその後サービス利用の期間を短縮する等、申込内容を変更した場合であっても、利用料は、減額されない
ものとします。
第2項 教育機関は、サービス期間の途中において本契約が終了した場合（ディスコの責に帰すべき事由による場合を除
く。）においても利用料の支払義務を負うものとし、教育機関が既に利用料をディスコに支払っている場合には、ディスコは教
育機関に対し利用料の返還義務を負わないものとします。

■第１９条 お申し込み後のキャンセル
第１項 「キャリタス進学」の利用にかかるお申込み後のキャンセル料金は下記のとおりとします。
サービス利用可能日または広告掲載日から20営業日～10営業日前まで・・・利用料の50%
サービス利用可能日または広告掲載日から9営業日～6営業日前まで・・・利用料の80%
サービス利用可能日または広告掲載日から5営業日前・・・利用料の100%
第2項 広告制作料が既に発生している場合は、別途、実費を請求いたします。
■第２０条 譲渡等
ディスコは、「キャリタス進学サイト」、「UniPlat」および「デジタルパンフ入稿システム」の画面上での事前通知をもって、教育
機関の特段の承諾を得ることなく、本約款上の地位を第三者に承継させることができるものとし、本約款に規定する権利を第
三者に譲渡し、また、義務を第三者に引き受けさせることができるものとします。
■第２１条 本約款の変更
ディスコは、以下の場合に、ディスコの裁量により、本約款を変更することができるものとします。
（1）本約款の変更が、教育機関の一般の利益に適合するとき
（2）本約款の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に
係る事情に照らして合理的なものであるとき
ディスコは、本約款について重要な変更を行う場合には、変更内容・条件等（以下「変更条件」といいます。）の適用開始日の
1ヶ月以上前から適用開始日まで、変更条件を「UniPlat」（https://uniplat.jp/）および「デジタルパンフ入稿システム」
（https://pamphlet.adplat.jp/）上において掲載するものとします。
2. 教育機関は、変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の掲載日より1ヶ月以内に、書面にてディスコに対して通知
しなければなりません。
3. ディスコが前項の通知を受領した場合は、当該変更条件適用開始日の前日をもって本契約は終了するものとします。但
し、第18条の規定に従い、教育機関は利用料の全額について支払い義務を負うものとし、教育機関が既に利用料を支払っ
ている場合には、ディスコは教育機関に対し、利用料の返還義務を負わないものとします。
4. 変更後の本約款の適用開始日以降に教育機関が「キャリタス進学」のサービスを利用したときは、教育機関は本約款の変
更に同意したものとみなします。

■第２２条 反社会的勢力の排除
教育機関およびディスコは、自己が反社会的勢力に該当せず、かつ、反社会的勢力と何ら関係を有していないことを表明し、
保証するものとします。

■第２３条 管轄裁判所
本約款に関する紛争については、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所（140 万円を超えない請求）を第一
審の専属的合意管轄裁判所とします。但し、当該管轄裁判所が法令に反すると判断される場合には、法令の定めによるもの
とします。

本約款は、2020 年 3 月 1 日より改訂実施いたします。

以上

【資料請求者管理・WEB 入稿システム「UniPlat」に関するお問い合わせ先】
株式会社ディスコ UniPlat 運営事務局
電 話：03-5804-5577 （10：00～12：00・13：00～17：00／土日･祝日除く） E-mail：upsupport@disc.co.jp

【キャリタス進学 デジタルパンフ入稿システムに関するお問い合わせ先】
株式会社ディスコ デジタルパンフサポートデスク
電 話：03-5804-5465 （10：00～12：00・13：00～17：00／土日･祝日除く） E-mail：sapp@disc.co.jp

