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※規約は予告なく変更されることがございます。
※規約が変更された場合は、その時点から新しい規約が適⽤されます。
※最新の規約に関しましては、WEBページよりご確認ください。

【通学・オンライン共通】
株式会社ＡＢＳ（以下、当社）が提供する講義及び講義に付帯するサービスの利⽤
にあたっては、以下の規約（以下、本規約）に従って頂くことになります。予め内
容をよくお読みになり、同意して頂いた上でお申し込みくださいますよう、お願い
いたします。

■受講
1）当社WEB上の受講申込フォームに必要事項を⼊⼒し、受講料を納⼊した時点で
受講可能となります。
2) 受講スタイルは、「通学」「オンライン」の２種類となります。

※「オンライン」は講義をストリーミング視聴により学習していただくスタイル
です。

■受講申込
1）受講申し込みは、必要事項を当社WEB上の受講申込フォームにご⼊⼒いただい
た後、事務局の受領をもって「受講申込」とさせていただきます。また、講座に
よっては選考を⾏うこともございますので、その際は予め資料、WEB上にて表⽰し
ておりますのでご確認ください。
2）受講申込の受付は、原則として各講座とも開講⽇の１週間前に締め切らせて頂
きます。ただし、各クラスとも定員になり次第締め切らせて頂きます。
3）受講申込後にPC環境等、利⽤可能な状態にないことが判明した場合、当社は⼀
切の責任を負いません。

■受講の制限
次の各号に該当するときは、事務局により即刻退席もしくは退校いただきます。
1）講義の進⾏を妨害したり、他の受講⽣に迷惑になるような⾏為をした場合
2）承諾なしに売り込み・勧誘など、⾃⼰の宣伝及び営利⽬的の場として利⽤した
場合
3）講義の内容を収録、あるいは講義コンテンツを承諾無くコピーした場合
4）他⼈に講義コンテンツ及び資料を貸与⼜は譲渡した場合
5）その他、スクールの品位を著しく傷つけた場合
6) 本規約の他の何れかに違反し、受講の継続が不適当と当社が判断する場合
7) 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係者、総会屋その他の反社会的勢
⼒に該当すること、反社会的勢⼒を利⽤していること、あるいはこれと社会的に⾮
難されるべき科刑を有していることが判明した場合

■講座の閉講・休講・変更
1）学習効果の観点より受講⽣が⼀定の⼈数に達しない場合、あるいはやむを得な
い事情がある場合、クラスを閉講することがあります。
2）クラスの閉講は、当該期初回開講⽇の1週間前を⽬途に決定します。
3）講師の都合により代理の講師による講義、あるいは⽇時・場所・内容等が変更
になる場合がございます。
4）天災、地変、戦争、暴動、労働争議、降⾬その他の気象等の事由、その他当社
責に帰する事の出来ない不可抗⼒的事由によりサービスの提供が停⽌した場合、当
社は⼀切の責任を負いません。

■受講料
1) 各講座の受講料については、別途資料または、当社WEBなどでお確かめくださ
い。
2）いったん納⼊された受講料は、当⽅の都合でクラスを中⽌する場合を除いては、
⼀切返⾦いたしません。
3）遠⽅への転勤・転居あるいは病気などでやむを得ない場合に限りオンライン受
講へ変更することができます。
4）受講料は原則全額前納といたします。お⽀払い⽅法は、クレジットカード（⼀
括払い）、銀⾏振込（⼀括払い）、ネットバンキング・ATM（ペイジー）、コンビ
ニ決済から選択いただけます。
5）銀⾏振込の場合、受講申込を受け付けた後、ご登録いただいたメールアドレス
宛に当社の指定銀⾏⼝座をご案内します。 お振り込み⼿数料はお客様負担となりま
すので、予めご了承ください。
6）ペイジーは⾦融機関のATMやネットバンキングから⽀払うことができるサービ
スです。10万円以上の場合はATMはご利⽤いただけません。⼿数料は無料です。
100万円未満のご注⽂でご利⽤いただけます。 お⽀払い期限が過ぎると注⽂は⾃動
的にキャンセルされます。
7）領収書は、決済完了後に送付されるメールより発⾏することができます（コン
ビニ決済を除く）。コンビニ決済の場合は、⽀払の受領書がそのまま領収書として
お使いいただけます。

■教材の発送
1）講座のオリジナル教材につきましては、原則的にWEB上で議論を⾏うための
ツールである「AirCampus®」上からダウンロードして頂きます。
2）各講座指定必読課題図書に関しては、ご客様負担でご購⼊ください。

■届出事項の変更
1）届出事項の変更が発⽣した場合、⼜は予め変更が分かっている場合は事務局ま
でご連絡下さい。届出変更がない場合に、受講⽣に⽣じた不利益について当社は⼀
切責任を負いません。

■コンテンツ・著作物利⽤における守秘義務
1）当社が作成したストリーミング内に収められた著作物は、著作権法によって保
護されており、お客様が個⼈で受講する⽬的のために、かつ通常の⽅法によって
のみ使⽤することができ、それ以外の⽬的、態様での使⽤は、転載、複製、翻訳、
要約、翻案を含め⼀切禁⽌します。また、お客様は当社が作成した教材を第三者
に貸与または使⽤許諾することはできません。
なお、当社が作成した教材の著作権は株式会社ＡＢＳに帰属します。
2）講義での写真撮影、録⾳、録画などは基本的に禁じます。
3）提出物等は学習⽬的にて他の受講⽣に公開する場合があります。特別なノウハ
ウ、営業上の秘密事項については、法的保護を⾏うなど各⾃の責任にてご対応く
ださい。当社は⼀切の責任を負いません。

■免責事項
以下の各情報の正確性、完全性、有⽤性につき当社は何らの保証をするものでは
なく、これに基づきお客様が受けた損害につき当社は⼀切責任を負いません。
1）講師及びその補助者が提供する数値、景況判断、投資判断、予測、意⾒、助⾔、
診断その他の情報
2）テキスト及び参考資料に含まれる数値、景況判断、投資判断、予測、意⾒、助
⾔、診断その他の情報
3）他のインタラクティブサービス利⽤者がアップロードする数値、景況判断、投
資判断、予測、意⾒、助⾔、診断その他の情報
4）前各号の情報には、個⼈の⽒名、肩書き及び履歴、団体の名称及び履歴、住所、
電話番号、FAX番号、URL、電⼦メールのアドレスを含みます。

■個⼈情報の保護
当社は、次の各号の場合を除き、本件利⽤に関連して知り得た利⽤者の個⼈情報
（以下「個⼈情報」といいます。）を、本件利⽤の提供のために必要な範囲を超
えて利⽤しないものとします。
1）当社からの情報提供の⽬的で利⽤者に電⼦メールを送付する場合
2）個⼈情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先に対し、
本件利⽤の提供のために必要な業務を委託する⽬的で個⼈情報を提供する場合
3）本件利⽤のサービス向上等の⽬的で個⼈情報を集計および分析等する場合
4）前号の集計および分析等により得られたものを、個⼈を識別または特定できな
い態様にて提携先等第三者に開⽰または提供する場合
5）個⼈情報の利⽤に関する同意を求める⽬的で利⽤者に電⼦メール等を送付する
場合
6）その他任意に利⽤者の同意を得たうえで個⼈情報を開⽰または利⽤する場合
7）裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開⽰する場合

■その他
1）セミナールーム､ホール等は全館禁煙となります。
2）当社内の電話、FAX、コピー機等は原則として、受講⽣の⽅は使⽤できません。
3）選択講座以外の講義はいかなる理由においても参加不可です。また、代理⼈の
受講はできません。
4）メーリングリストなどの⽴ち上げは⾃由ですが、発⾔内容等に関して当社は責
任を負いかねます。

【通学】

■講義の出⽋について
1）毎回の講義で出⽋をとります。
2）可能な限り出席するよう⼼がけてください。また途中⼊室・退席は、他の受講
⽣やビデオ収録などの妨げになりますので、極⼒避けてください。
3）⽋席するときは、事前に事務局までご連絡ください。⽋席することが事前に分
かっている場合は、なるべく早めにご連絡ください。

■ストリーミングサービスについて
1) 忌引きや出張等の特別な事情により、講義を⽋席する場合、または講座以外の
時間で復習を希望される場合、無料にて、開催された講座のストリーミング映像
をご覧いただけます。ただし、ID、パスワードが必要になります。
2) 講義⽇からストリーミング提供開始までに１週間程度の時間がかかります。
3) 閲覧可能なPC環境が整っていることを予めご確認ください。
4) パソコンの操作やインターネット利⽤等の個々の操作⽅法等に関するご質問に
はお答えしかねますのでご了承ください。
5) ストリーミングについては、無断複製転売を固く禁じます。
6) 閲覧可能期間は当該期開始⽉から当該期終了⽉までとさせていただきます。

■「AirCampus®」について
1) 学習のサポートツールとして、学習効果をより⾼めるために使⽤します。
2) 当⽇配布する講義資料に関しては電⼦データとして「AirCampus®」からダウ
ンロードが可能です。
3) 「AirCampus®」での議論の内容に関しては、通学はもとよりオンラインの⽅
も閲覧されます。
4) 「AirCampus®」上に投稿された内容に関して当社が不適切だと判断した場合
は、投稿を削除させて頂く場合 がございます。
5) 「AirCampus®」に掲載された個⼈情報等（⾃者・他者を含め）に関しては、
当社では⼀切責任を負いかねますので、ご了承の上ご⾃⾝の判断で投稿をお願い
します。
6) 「AirCampus®」に掲載する個⼈情報の取り扱いに関しては第１１条（禁⽌事
項）をご覧ください。

－受講規約－
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第１０条（利⽤中⽌）
当社は、次のいずれかの場合には、何らの責任を負うことなく、本件利⽤を中⽌
することができます。
（1）著しい負荷や障害により、正常なサービスの提供が⾏えないと判断した場合
（2）本件利⽤に伴うシステムの稼動が利⽤者に著しい損害を与える可能性を認知
した場合
（3）設備の保守または⼯事上やむをえない場合
（4）天災、事変その他⾮常事態が発⽣した場合

第１１条（禁⽌事項）
利⽤者は本件利⽤にあたり、次の⾏為を⾏ってはならないものとします。
（1）他の利⽤者のユーザＩＤおよびパスワードを不正に使⽤する⾏為
（2）本⼈の同意を得ることなく、他者の個⼈情報を取得する⾏為。
（3）他の利⽤者、その他の第三者のプライバシーを侵害する、もしくはその機密
情報を第三者に開⽰、または漏えいする、あるいは⾃⼰または第三者のために使
⽤する⾏為
（4）他の利⽤者、当社もしくは第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する⾏
為
（5）他の利⽤者、当社もしくは第三者を誹謗中傷しまたは名誉もしくは信⽤を傷
つけるような⾏為
（6）利⽤者もしくは第三者の設備または本サービス⽤設備の利⽤または運営に⽀
障を与える⾏為
（7）その他本サービスの運営を妨げるような⾏為
（8）その他法令に違反しまたは公序良俗に反する⾏為

第１２条（禁⽌事項に反した場合）
（1）利⽤者が、第４条、第６条、第８条および前条の規定に反した場合、退校処
分となる場合があります。ここに退校処分とは、すでに⽀払われた受講料、⼊学
⾦は⼀切返⾦されず、また当社に対して⽀払うべき受講料、⼊学⾦に未納分があ
る場合はその全てを⽀払い、かつ、以後当社の講義を⼀切受講できなくなること
を意味します。
（2）加えて、⺠事・刑事の法的⼿段をとらせて頂く場合があります。

第１３条（サービス提供内容の変更、追加または廃⽌）
（1）当社は、本件利⽤の提供内容の変更、追加または廃⽌することができるもの
とします。この場合、第２条の規定を準⽤するものとします。
（2）前項により本件利⽤の提供内容の変更または廃⽌する場合であっても利⽤料
の返⾦はいたしません。但し、その責が専ら当社にある場合には利⽤状況に応じ
た返⾦請求に応じます。

第１４条（利⽤環境整備の責任）
（1）利⽤者は、⾃⼰の責任において利⽤者側の利⽤環境（必要な性能を有する
パーソナルコンピュータ・インターネット接続回線・ソフトウェアなど）を整備
しなければなりません。当社は、利⽤環境不備による利⽤者からの解約申し出に
は応じません。

第１５条（⾃⼰責任の原則）
（1）利⽤者はサービスがインターネット通信網を介したサービスであり、本質的
に情報の喪失、改変、及び破壊等の危険が内在することを理解した上で、サービ
スに基づき提供されるサーバ上に登録、記録するデータ等の管理保管を含め、本
件利⽤をなすものとします。
（2）利⽤者が本件利⽤に伴い、第三者に対して損害を与えた場合及び第三者から
クレームを受けた場合、⾃⼰の責任と費⽤をもってこれを処理するものとします。
（3）利⽤者が本件利⽤に伴い、第三者から損害を受けた場合及び第三者にクレー
ムを通知した場合においても前項と同様とします。
（4）利⽤者はその故意⼜は過失により当社に損害を被らせたときは、利⽤者は当
社に対して当該損害を賠償する義務を負います。
（5）「AirCampus®」上に掲載された個⼈情報等に関して、当社では⼀切の責
任を負いかねます。

第１６条（免責事項）
当社は次の事項につき⼀切その責任、保証を負いません。
（1）サービスが利⽤者の特定の⽬的に適合すること、期待する機能を有すること
に関して
（2）システムの過負荷、システムの不具合によるデータの破損・消失
（3）サービスの変更、グレードの変更・解約等によって⽣ずるデータの消去・破
損・紛失
（4）本件利⽤期間後のサービスの提供
（5）利⽤者の本件利⽤によって利⽤者が提供する情報コンテンツの審査

第１７条（準拠法）
この規約に関する準拠法は、すべて⽇本国の法令が適⽤されるものとします。

第１８条（合意管轄）
利⽤者と当社との間における⼀切の訴訟については、東京地⽅裁判所をもって第
⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

第１９条（定めなき事項）
本規約に定めなき事項については、両当事者は協議の上、これを定めるものとし
ます。

【オンライン】

■概要
「オンライン」は、通学の講義と同時期にストリーミングと資料をWEBにて閲覧
いただき、学習を進めていただきます。「AirCampus®」につきましては、閲覧
は可能となりますが、基本的には議論に参加することはできませんオンラインで
のご受講の際には、以下の内容を予めご確認ください。

1）講義⽇からストリーミング提供開始までに１週間程度の時間がかかりますの
で予めご了承ください。
2）閲覧可能なPC環境が整っていることを予めご確認ください。
3）ストリーミングについては、無断複製転売を固く禁じます。
4）講座ストリーミング閲覧可能期間は当該期開始⽉から当該期終了⽉までとさ
せていただきます。

■聴講制度
1) ⼀部の講座について、１講義40,000円（税別）にて参加することができます。
ただし、事前の申し出・決済が必要となります。

■「AirCampus®」について
1）講義で使⽤する資料は電⼦データとして「AirCampus®」からダウンロード
が可能です。
2）講義内容や出題された課題について、通学の受講⽣が議論した内容が閲覧可
能です。
3）通学の受講⽣が使⽤しているフリートークのみ、書き込みが可能となります。
4）「AirCampus®」上に投稿された内容に関して当社が不適切だと判断した場
合は、投稿を削除させて頂く場合 がございます。
5）「AirCampus®」に掲載する個⼈情報の取り扱いに関しては第１１条（禁⽌
事項）をご覧ください。

【PC・インターネットサービスに関する規約】

当社が提供するPC・インターネットサービスの利⽤にあたっては、以下の規約
（以下、本規約といいます。）に従って頂くことになります。予め内容をよくお
読みになり、同意して頂いた上でお申し込みくださいますよう、よろしくお願い
いたします。

第１条（規約の適⽤）
（1）本規約は、当社が提供するPC・インターネットサービスの利⽤（以下、本
件利⽤といいます。）に関し適⽤されます。
（2）本件利⽤にあたっては、その前提として別途定める当社の受講規約が適⽤
されます。

第２条（規約の変更）
当社は、本規約の内容を⼀⽅的に変更することができるものとします。変更する
場合には、⼀定の予告期間をもって電⼦メールの送信またはホームページ上での
告知により利⽤者に通知します。

第３条（⽤語の定義）
本規約において次の⽤語は、それぞれ次の意味で使⽤します。
（1）「PC・インターネットサービス」とは、当社が提供するPC・インターネッ
トを⽤いて利⽤するサービスを利⽤者が視聴することを意味します。
（2）「利⽤者」とは、当社によって利⽤を許可された者を意味します。

第４条（ソフトウェアの使⽤条件）
利⽤者は、本件利⽤に関して当社の提供するソフトウェアを利⽤する場合には、
当社がそのソフトウェアに関して別途定める使⽤条件を遵守するものとします。

第５条（サポート期間）
受講期開始⽉から終了⽉までとしています。受講後速やかに動作確認の上、利⽤
を開始してください。

第６条（ユーザＩＤおよびパスワード）
（1）本件利⽤には、当社が発⾏するユーザＩＤおよびパスワードが必要な場合
があります。
（2）利⽤者は、ユーザＩＤおよびパスワードを第三者に使⽤させ、または、売
買、無償譲渡もしくは貸与してはならないものとします。
（3）利⽤者は、ユーザＩＤおよびパスワードが第三者に不正利⽤されないよう
⼗分な注意をもって管理するものとします。ユーザＩＤおよびパスワードの利⽤
によって、利⽤者および利⽤者以外の第三者に何らかの損害が⽣じたとしても、
当社は⼀切責任を負いません。

第７条（届出事項の変更）
（1）利⽤者は、その⽒名、連絡先電話番号、メールアドレスに変更があった場
合は、速やかに当社に対して登録事項変更⼿続を⾏わなければなりません。
（2）当社は、利⽤者が前項に反した場合に⽣じた利⽤者の不利益について⼀切
責任を負いません。

第８条（権利の譲渡）
（1）本件利⽤の資格は、利⽤者本⼈にのみ帰属するものです。
（2）利⽤者は、第三者に利⽤者としての資格を譲渡したり、担保に供したりす
ることはできません。

第９条（利⽤者としての条件）
（1）利⽤者は、予め当社によって定められた利⽤者としての条件を満たさなく
なった時点で直ちに利⽤者としての資格を失います。
（2）当初から条件を満たしていなかった場合で、後にそれが明らかになった場
合も同じです。

受講ルール
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