
 

～ ＴＢＣ受験研究会申込規約 ～ 
※ お申込の際は必ずご確認ください。 

 

お申込の前には、以下の「ＴＢＣ受験研究会 申込規約」（以下、

「本規約」という。）の内容をよくお読みになり、ご理解いただいた上

でお申込ください。お申込の後は、本規約を遵守していただくこと

になります。またお申込後は、お申込講座サービス終了まで本規

約をお手元に保管してください。 

第１条 適用範囲 

株式会社経営教育総合研究所（以下、「弊社」という。）が実施又

は販売する「ＴＢＣ受験研究会」の通学講座及び通信講座の申込

については、本規約に沿い取扱います。本規定に定めのないもの

については、ホームページ・その他の規約・案内等の定めによるも

のとします。 

第２条 個人情報の取扱い 

（1） お客様からご提供いただいた氏名、住所、メールアドレス、電

話番号および弊社利用履歴等（以下、「個人情報」という。）は、

安全かつ厳密に管理・保管いたします。また外部からの不正な

アクセス、破壊、改ざん等の危険に対し、合理的な安全対策を

講じます。 

（2） お預かりした個人情報は、法令等により開示を求められた場

合を除き、お客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開

示、提供することはありません。弊社は個人情報の処理を外部

に委託する場合、個人情報保護水準を確保していることを条件

とし個人情報に関する「機密保持契約」を締結した上で預託し

ます。 

（3） お客様ご自身の個人情報は、自己の責任において弊社にご

提供いただいたものとみなします。お客様よりご自身の個人情

報を正しくご提供いただけないか、弊社に事前連絡なく変更・

削除された場合、お客様自身が被る損害や不利益について、

弊社は責任を負いかねます。 

第３条 受講契約の成立 

（1） お客様の受講料支払と申込フォームの提出を弊社が確認した

時点で受講契約が成立します。受講料支払のみ、あるいはホー

ムページよりのお申込みのみでは受講契約は成立しません。 

（2） 未成年者（20歳未満）が受講申込（受講料 50,000円以上）を

する場合には、申込フォームの提出及び受講料支払のほかに、

親権者の自署・捺印のある「同意書」の提出が別途必須です。 

第４条 解約・返金・休学の取扱い等 

受講契約成立後、下記（１）に掲げる事由により、継続的な講座受

講が困難もしくは不可能又は講座受講の必要がなくなった場合に

はお申出ください。受講形態の変更または解約・返金等をご請求

いただけます。また、下記（４）および（５）の場合は、解約・返金、

（６）の場合は解約とさせていただきます。 

（1） お申込フォームに記載のお客様本人の死亡、重大な心身の

疾病、妊娠、勤務先の倒産、長期に亘る海外転勤・留学、異

動・転勤、就職・転職、ご家族の介護等、健康上の問題・経済的

な問題・その他合理的な理由が生じ、お客様又はその法定代

理人が当該講座を継続できないと判断した場合。 

（2） お申出はお客様もしくはその代理人又はお客様のご家族に限

ります。またその際、当該事由の存在が客観的に確認できる書

類をご提出ください。お客様以外の方がお申出の場合は、上記

書類のほか、正当な代理人であることを示す書類のご提出が必

要となります。 

（3） 上記（１）お申出によるご相談の結果、弊社が返金をする場合

の返金額は下記の通りです。 

a. 受領済受講料から、取消・解約等のお申出までに実施
済みのカリキュラム分に相当する受講料および受領し

た教材費＋解約手数料（下記ｂ参照）＋銀行振込手数

料を差し引いた額。 

• 無料・割引分の受講料につきまして正規受講料相

当分を申し受けます。なお、算定方法は上記を準用

して返金額を計算いたします。ただし、解約手数料

に関する部分を除きます。 

b. 解約手数料は 50,000 円又は、未実施カリキュラム・未

発送分教材相当額の 20％（10 円未満の端数は切捨

て）のいずれか低い方の額とします。 

（4） 開催予定人数が最少催行人数に達せず開催を中止する場合

等、弊社の都合によりお申込受付を中止・終了させていただい

た場合。返金方法は銀行振込とし、振込手数料は弊社が負担

いたします。 

（5） お客様の手違い等により受講料等を所定の金額より多くお支

払いになった場合は、過払額を返金いたします。返金方法は銀

行振込とし、振込手数料はお客様負担となります。 

（6） 万一、本規約に違反する行為、その他社会通念上のルールを

著しく逸脱した行為等があったと弊社が判断した場合、弊社は

何ら通告催告することなしにお客様との受講契約を即時解約し、

今後お客様とのお取引を一切お断りする場合があります。また

その場合、受講料等については一切返金に応じられません。 

（7） 休学制度はありません。なお、やむを得ない理由で休学を希

望される場合は、解約・返金にて対応させていただきます。 

第５条 受講料のお支払 

ホームページ・各種案内等に記載された弊社所定の方法により支

払うものとします。受講料は、銀行振込、PayPaｌでのお支払いが

可能です。 

第６条 開講後のお申込留意点 

すでに開講している講座をお申込みになる場合、カリキュラム終了

部分は、通学講座は「欠席」扱い、通信講座の教材提出部分は

「提出」扱いとします。下記にあらかじめご了承のうえ、お申込みく

ださい。 

（1） 通学講座：規定の欠席フォロー制度に従っての講義資料受取

りとなります。通信講座：終了部分を含めて初回教材として発送

いたします。 

（2） 本条について生じた受講・サービス・諸制度利用等の不利益

につきましては、弊社は責任を負いかねます。 

 

第７条 受講規約 

（1） 受講登録や講座申込の際に記載された氏名、住所、電話番

号等に変更があった場合は、すみやかに弊社に対して所定の

登録事項変更手続きを行ってください。 

（2） 上記に反して生じた不利益について弊社は一切責任を負いま

せん。 

第８条 通学講座役務の提供 

（1） 弊社は、お申込フォームに記載のお客様に対して、弊社ホー

ムページ等に記載された講座の中からお客様が選択した申込

内容の役務を弊社が指定する会場にて提供します。 

（2） 申込講座の受講申込者数が少人数の場合、弊社の判断にお

いて、その実施形態を変更あるいは開催を中止することがありま

す。 

（3） 受講講座における各サービスのご利用期間は、原則、当該講

座の受講開始当日から受講最終日までとします。但し、別途弊

社規定・お客様配布のご案内で定める期間がある場合はそちら

を優先します。 

（4） 通学講座は、それぞれの講座日程表に従った役務提供となり

ます。講座日程表をご覧ください。 

第９条 通信講座役務の提供 

（1） 通信講座の教材類（以下、「通信教材」という。）の発送は、原

則として、ホームページ等に記載のそれぞれの日程表に従い

発送いたします。 

（2） 通信講座の受講案内・資料等の発送につきましては､原則とし

て、通信講座申込期間内の契約成立日から発送日程にそって

発送いたします。但し、在庫切れ等が発生している場合には、１

ヶ月程かかることがあります。 

第１０条 教材の発送 

（1） 発送は、郵便事業者や指定する宅配便業者（以下、「運送業

者等」という。）が指定住所にお届けいたします。 

（2） 発送等の状況によっては、授業料以外に発送料や手数料を

お支払いいただく場合があります。 

（3） 弊社から発送された教材は、運送業者等が定めた運送約款

等の規則に従って取り扱われます。 

第１１条 教材の交換 

（1） 弊社の資料・教材において乱丁・落丁・破損・汚損が認められ

た場合にのみ交換に応じます。但し交換は資料・教材の購入ま

たは受取日（通信教材類の場合は、お客様への到達日）から１

ヶ月以内とします。 

（2） 使用しているＤＶＤディスクは、ＤＶＤ－Ｒです。視聴いただく

ためには、「ＤＶＤ－Ｒ再生可能」と機能表示された再生機（ＤＶ

Ｄプレーヤーなど）が必要となります。お客様がお持ちの再生機

等で再生可能か否かを事前にご確認の上お申し込み下さい。 

第１２条 講座における配布資料・教材の受け渡し 

（1） 通学講座：弊社の通学講座において配布した資料・教材は、

欠席・遅刻・早退などの理由で受取ることができなかった場合、

指定日以降より、弊社へ発送を依頼する事ができます。また、

原則として配布日から１ヶ月を経過した場合には、お渡しできな

い場合があります。 

（2） 通信講座：弊社の通信講座において発送した資料・教材が、

お客様本人の不在・転居先不明等の理由により受取られなかっ

た場合、弊社へ再発送を依頼する事ができます。但し再発送料

はお客様負担とし、着払いにて発送となります。また、資料・教

材が、配送会社より弊社へ差戻された場合、原則として差戻日

から１ヶ月を経過した資料・教材は廃棄させていただきます。 

（3） 本条において、資料・教材を受取られずに生じた受講・サービ

ス・諸制度利用等の支障につきましては、弊社は責任を負いか

ねます。 

第１３条 紛失・破損 

教材の破損・汚損及び紛失に関しては、別途定める弊社規定に基

づきます。 

第１４条 講座運営 

（1） 地震、火災、雪、台風等の災害・ストなどによって交通機関が

運休・遅延した場合、講師が急病の場合、その他やむを得ない

事情により、休講、担当講師・開催日時・発送日程・講座内容・

教材・サービス等が変更になる場合があります。なお、当日出席

する方のために授業を行う場合があります。 

（2） 将来において、現在実施中もしくは実施を予定している講座

等の運営を中止することや発送の遅延が生じる場合があります。

また、予告なしに内容の追加・修正を行う場合があります。 

（3） 本条（１）、（２）の事情により、休講や講義日程の変更等が生じ

た場合には、弊社のフォロー制度をご利用ください。お客様に

生じた不利益につきましては、弊社は責任を負いかねますので、

あらかじめご了承ください。 

第１５条 連絡・発送先 

（1） 資料・教材の発送は国内に限ります。 

（2） 発送先の登録は、１ヶ所のご指定の発送先住所とお客様本人

の名前を連絡・発送先とします（資料・教材別に発送先を変更

することはできません）。発送先のポスト等には、ご記名をお願

いします。 

（3） 運送業者等の責任による発送物の遅延・紛失等につきまして

は、弊社は責任を負いかねます。 

第１６条 受講証明書及び修了証明書 

弊社お客様に対しては、希望に応じ受講証明書および修了証明

書を発行します。なお、各証明書の発行には所定の手数料が必要

となります。 

 

第１７条 本試験申込 

（1） 講座の申込とは別に本試験申込が必要です。試験申込期間

等は年度によって異なる場合があります。弊社では責任を負い

かねますので、お客様ご自身でお申込・ご確認ください。 

（2） 本試験等の願書申込段階における受験資格の有無につきま

しては弊社では責任を負いかねますので、お客様ご自身で必

ずご確認ください。 

第１８条 著作権や商標権等の知的財産権 

（1） 講義内容及び教材の著作権は弊社に帰属するものとします。  

（2） 採点・添削などの理由で弊社に提出いただいた答案等の著作

権は弊社に帰属するものとします。これらの答案はお客様の氏

名を匿名とした上で、断りなく印刷物・ホームページ等に公開す

る場合があります。 

（3） 弊社知的財産権を侵害した場合は、民事上または刑事上の

措置をとる場合もあります。 

第１９条 禁止事項 

（1） 弊社の教材（テキスト等の紙媒体、ＤＶＤ等のデジタル媒体、

動画等の配信データ等）、講義録音音声を複製することは下記

のａおよびｂの場合以外できません。 

a. お客様本人が学習する目的のために 1 部のみ複製す

ること。 

b. お客様本人が学習する目的のために音声のみを複製
すること。 

（2） 弊社の教材（テキスト等の紙媒体、ＤＶＤ等のデジタル媒体、

動画等の配信データ等）又はこれらを複製したものを他人に販

売・贈与・交換する等、他人に譲渡する行為、及び他人に貸与

する行為（有償・無償を問わない）はいかなる方法においてもで

きません。 

（3） 弊社の教材（テキスト等の紙媒体、ＤＶＤ等のデジタル媒体、

動画等の配信データ等）又はこれらを複製したものをオークショ

ンなどに出品するなどの行為はできません。 

（4） お客様専用サイトにおいて、他の利用者に自己のユーザーＩ

Ｄ・パスワードを不正に利用させることはできません。 

（5） その他、弊社の著作権や商標等の知的財産権を侵害するお

それのある行為はできません。 

（6） 講義の進行、他のお客様の学習を妨げるような行為、他のお

客様・講師・職員・弊社に対して危害を与えるような行為、弊社

もしくは第三者を誹謗中傷し名誉もくしは信用を傷つけるような

行為、その他お客様に対して迷惑をおよぼす行為はできませ

ん。 

（7） パソコンやインターネットその他手段によって利用者もしくは第

三者の設備又は本サービス用設備の利用又は運営に支障を与

える行為や、本サービスの運営を妨げるような行為、その他法

令に違反し、又は公序良俗に反する行為はできません。 

（8） その他、お客様が弊社を快適に利用いただくために禁止して

いる事項がある場合は、これらも遵守をお願いします。 

第２０条 免責事項 

（1） お客様が、弊社を利用される際に発生する弊社及び講座会

場・開催地までの交通費、宿泊費、雑費等は全てお客様負担と

なります。 

（2） お客様による入力内容の不備、虚偽、入力事項に変更が生じ

た場合の未届、申込みフォーム又は当規約についての誤解釈

による不利益について、当社は責任を負いかねます。 

（3） お客様は、弊社の講座・サービスを利用するにあたって必要と

なる通信機器、情報機器、ソフトウエア等の一切を、自己の責任

と費用負担において準備するものとします。 

（4） お客様が準備するべき利用環境が不十分であることによって

受講者自身が被る損害や不利益について、弊社は責任を負い

かねます。 

（5） 弊社所在地の変更により発生する弊社利用時の費用は負担

いたしません。 

（6） 弊社の講座・教材等をご利用になられた結果、お客様の知

識・技能の向上、資格の取得等の目的が達成できない場合でも、

弊社は責任を負いません。 

（7） 通常の定休日のほか、祝日の振替、夏期休暇、年末年始休暇、

弊社行事の関係で、営業を行わない日があります。また、別途

定める営業時間については、事情により変更する場合がありま

す。 

（8） 騒乱、天変地異等の不可抗力により、やむを得ず講義を中止

した、弊社教材の発送等が遅れた場合には、弊社は責任を負

いかねます。あらかじめご了承ください。 

（9） その他の免責事項に関しては、別途定める弊社規定に基づき

ます。 

第２１条 申込規定の変更 

弊社は、当規約を予告なく変更する場合があります。変更した場合

にはホームページ上での告知により利用者に告知いたします。ま

た、本規約変更前に契約して現在受講中の方に対しても本規約を

適用します。 

第２２条 管轄 

万一、弊社とお客様との間に争訟が生じた場合、東京地方裁判所

を第一審の専属管轄裁判所といたします。 

第２３条 施行日 

本規定は、2018年 12月１日をもって発効します。  

 

株式会社経営教育総合研究所（ＴＢＣ受験研究会） 


