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School・Circle（スクール・サークル）利用規約 

～ 学校向け ～ 

 

株式会社キャリアリンク（以下「当社」という。）は，企業による学校教育支援（出張授業等）に関する事務のスマート化のため，オ

ンラインサービスとして School・Circle（スクール・サークル）（以下，「本サービス」という。）を提供します。 

本サービスを利用しようとする教職員（以下「申込者」といいます。）は，申込者が所属する学校法人または地方公共団体において本サービスを

利用する前に，必ずこの利用規約（以下，「本規約」といいます。）の各条項を注意深くお読み下さい。 

本規約には，本サービスを利用するための条件及び保証条項・免責条項等が含まれています。 

本規約のすべてに同意いただける場合は，本規約とともに表示される申し込み開始画面の「上記に同意して申し込みを開始する」ボタンを押し

てください。申込者において，同意いただけない部分がある場合は，本サービスをご利用いただけません。 

「上記に同意して申し込みを開始する」ボタンを押すことにより，本規約の内容に同意したとみなされるとともに，申込者が所属する学校法人また

は地方公共団体と当社との間で本利用契約が締結されたものとみなされます。 

 

第 1 条 （本規約の目的） 

本規約は，本サービスの提供条件並びに本サービスの利用及び提供に関するユーザ校と当社との間の権利義務関係を定めることを目的とし

ます。本規約は，ユーザ校と当社との間の本サービスの利用及び提供に関わる一切の関係に適用されます。ユーザ校は本規約が定める条件

にて，本サービスを利用し，当社は，本規約の内容に従って本サービスの提供を行うものとします。 

 

第 2 条 （用語の定義） 

本規約においては，次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

（１） 「本利用契約」とは，本規約に基づき当社とユーザ校との間に締結される本サービスの提供に関する契約をいいます。 

（２） 「申込者」とは，当社に本サービスの提供を申し込む教職員をいい，本利用契約成立後は，「窓口責任者」となります。 

（３） 「ユーザ校」とは，本利用契約を当社と締結した学校法人または地方公共団体が設置・運営する学校のうち，本サービスの提供

を受ける学校をいいます。ユーザ校は，本サービスの利用を通じて，提供企業等と合意することにより，提供企業等からの学校

教育支援を受けることができます。 

（４） 「利用ユーザ」とは，ユーザ校において本サービスを利用する教職員をいいます。 

（５） 「ユーザ ID」とは，当社がユーザ校に対して付与するものであって，ユーザ校を識別するために用いられる符号をいいます。 

（６） 「窓口責任者」とは，第 17 条に定める者をいいます。 

（７） 「本件データベース」とは，本サービスの一部を構成するデータベースであって，小学校，中学校及び高等学校の学校名，住所，

電話番号及びファックス番号に関するデータベースをいいます。 

（８） 「学校等」とは，本件データベースに登録されている学校をまとめていいます。 

（９） 「提供企業等」とは，当社との間の契約に基づき，学校等に対して学校教育支援を行おうとする企業，団体または地方公共団体

をいいます。 

（１０） 「本事務局」とは，提供企業等と当社との間の契約に基づいて，提供企業等の学校教育支援のための各種事務業務を行う場合

の当社のことをいいます。 

（１１） 「本教材」とは，提供企業等が作成し，提供しまたは使用しもしくは使用させる教材や授業構成案，授業内容案をいい，紙媒体

によるほか，動画等の電子データもしくは当該電子データが記録された電子媒体，または実験キット等の実物教材が含まれま

す。 

（１２） 「本アンケート」とは，当社がユーザ校において実施するアンケートのことをいいます。 

（１３） 「企業講師」とは，ユーザ校に対して授業を提供する企業に所属する個人をいいます。 

（１４） 「本マニュアル」とは，当社がユーザ校に提供する本サービスを利用するためのマニュアルをいいます。 

（１５） 「反社会的勢力」とは，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，社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団，右翼団体，反社会的勢力，その他これに準ずる者を総称して

いいます。 

（１６） 「第三者ソフトウェア」とは，第三者が権利を有するソフトウェア（サーバ用OS，クライアント用OS，ケースツール，開発ツール，通

信ツール，コンパイラ，RDB などを含む。）であって，本サービスを構成する一部として利用するため，当社が第三者からライセ

ンスを受けるものをいいます。 

（１７） 「第三者サービス」とは，ASP，SaaS，クラウドコンピューティングサービスなど，第三者が権利を有するサービスであって，本サー

ビスを構成する一部として利用するため，当社が第三者からライセンスを受けるものをいいます。 
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（１８） 「本委託先」とは，第 22 条（委託）に定める当社の委託先をいいます。本教材の印刷業務，保管業務，発送業務または本サー

ビスを構成するソフトウェアもしくはハードウェアの保守業務を委託する第三者が含まれますが，これらに限られません。 

（１９） 「発明等」とは，発明，考案その他の知的財産またはノウハウ等をいいます。 

（２０） 「特許権等」とは，発明等に係る権利であって，特許権，特許を受ける権利，実用新案権，実用新案登録を受ける権利，意匠権，

意匠登録を受ける権利，商標権，商標登録出願により生じた権利，ノウハウ等を含みますが，著作権は除きます。 

（２１） 「知的財産権」とは，特許権等及び著作権（著作権法第 27条及び第 28条の各権利を含みます。）を総称していいます。 

（２２） 「不可抗力」とは，災害（地震，落雷，火災，風水害，洪水，噴火，その他の天災地変をいうが，これらに限られません。），停電，

法令・規則の制定・改廃，公衆衛生上の危機，騒乱または暴動，第三者サービスの中断・変更もしくは廃止，その他の人為的事

象等の偶発的事象または合理的な支配を超えて発生する事象を総称していいます。 

 

第 3 条 （本サービスの内容） 

本サービスは，当社が知的財産権等一切の権利を保有する School・Circle（スクール・サークル）に関するソフトウェアについて，当社がユーザ

校に対して，本利用契約（本規約）の定める条件にて，第三者サービスを含むクラウドサービスを通じて，提供し，これをオンライン上で利用さ

せるサービスをいいます。ユーザ校は，本サービスの利用を通じて，提供企業等と合意することにより，提供企業等からの学校教育支援を受け

ることができます。 

 

第 4 条 （権限の表明保証） 

申込者は，当社に対して，自らが，①本利用契約を締結すること，②提供企業等から学校教育支援の提供を受けるにあたり，提供企業等の選

定，本教材の選定，日程調整及び本事務局との連絡等の必要な職務を行うことに関する正当かつ有効な権限を有すること，並びに，③窓口

責任者として本サービスを利用することを表明し，保証します。 

 

第 5 条 （本規約の適用） 

1. 当社は，本利用契約の内容にしたがって本サービスの提供を行い，ユーザ校は本利用契約において当社が定める条件にてこれを利用

するものとします。 

2. 本サービスの詳細については，別紙Ａに記載するものとします。添付別紙Ａは，本利用契約の一部を構成するものとします。 

3. 別紙Ａのほか，当社が本サービスに関するウェブサイト等において，本利用契約の一部を構成する本サービスの利用に関する条件を定

める場合は，第 6 条（本規約の変更）に従います。 

 

第 6 条 （本規約の変更） 

1. 当社は，以下のいずれかの要件を満たす場合，ユーザ校の事前の承諾を得ることなく，本規約を随時変更できるものとします。本規約

が変更された後の本サービスの提供条件は，変更後の規約を適用するものとします。 

（１） 規約の変更が，ユーザ校の一般の利益に適合するとき 

（２） 規約の変更が，本利用契約の目的に反さず，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関

する事情に照らして合理的なものであるとき 

2. 当社は，前項の変更を行う場合は，あらかじめ，本規約を変更する旨，変更後の本規約の内容及び効力発生日を第 34 条（通知）に基

づきユーザ校に通知します。ただし，本規約の変更が，ユーザ校の利益となるときは，予告期間を定めないことができるものとします。 

3. ユーザ校が変更後の規約に同意できないときは，第 31 条（ユーザ校が行う解除）の規定にかかわらず，前項の予告期間中に当社に

通知することによって，本利用契約を解除することができます。この場合，ユーザ校は，本サービスを一切，利用することができなくなりま

す。これによりユーザ校に生じた不利益または損害について，当社は責任を負いません。 

 

第 7 条 （利用契約の申込み・成立） 

1. 申込者は，本規約の内容を承諾の上，本サービスに関するウェブサイトにおいて本規約とともに表示される当社所定のボタンを押す方

法により，本サービスを利用するための申込み（以下，「本申込み」といいます。）を行うものとします。 

2. 当社が当社所定の手続によって本申込みを承諾し，その旨を申込者に対して通知したときに本利用契約が成立します。 

3. 本規約は，本利用契約の一部を構成します。 

4. 当社は，前各項の規定にかかわらず，次の場合には，本申込みを承諾しない，または承諾を留保することがあります。 

（１） 申込者が実在しない場合 

（２） 当社所定の利用申込フォームに虚偽の記載または記入漏れがある場合  

（３） 申込者が過去に当社との間の契約（本利用契約に限りません。）に違反した場合もしくは当該契約が解除もしくは解約されたこ

とがある場合またはその関係者であると当社が判断した場合 

（４） 本サービスの利用目的が，本サービスの評価，もしくは解析または本データベースからのデータの抽出もしくは収集など，学校
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教育支援の提供を受けるという目的とは異なるものであると疑われる場合 

（５） 申込者が所属する学校法人の理事長もしくは理事が反社会的勢力に該当するときまたはそのおそれがある場合 

（６） その他当社が本サービスの利用が不適当と判断する場合または本サービスの提供上支障があると当社が判断する場合 

5. 前項に従い，当社が本申込みを承諾せず，または承諾を留保する場合は，その旨を申込者に通知します。ただし，当社は，本申込みを

承諾しなかったことまたは承諾を留保したことにより申込者または申込者の所属する学校法人もしくは地方公共団体に生じた不利益ま

たは損害について，責任は負いません。 

 

第 8 条 （本利用契約の期間） 

本利用契約の契約期間は，本サービスの利用開始日（本利用契約の成立日または当社とユーザ校との間で合意した日をいいます。）

から，授業実施日を含む年度の最終日（3月 31日まで）とします。 

 

第 9 条 （本利用契約の遵守） 

1. ユーザ校は，窓口責任者とともに，利用ユーザに対して，本規約に定める条件を含め本利用契約において自らに課される義務及び本

サービスの利用条件を周知し，遵守させなければなりません。 

2. 利用ユーザまたは窓口責任者が当該義務を履行しない場合，または当該条件を遵守しない場合は，ユーザ校による本利用契約違反と

みなされることがあります。 

 

第 10 条 （サービスの範囲） 

当社は，当社指定の条件下で，ユーザ校が管理する端末機器（タブレット端末またはパソコンをいいます。以下，総称して「端末機器」といいま

す。）からインターネット回線を経由して当社の指定サーバに接続することにより，本サービスを利用することのできる環境を提供します。 

 

第 11 条 （本事務局） 

当社は，ユーザ校に対して本サービスを提供するとともに，提供企業等の本事務局としても活動します。ユーザ校は，これを異議なく承諾しま

す。 

 

第 12 条 （利用制限） 

1. 本サービスは，ユーザ校が学校教育支援の提供を受けることを目的として提供されるものであり，その他の目的で利用することはできま

せん。 

2. ユーザ校による本サービスの利用は端末機器から当社指定の URL へ接続することにより行われるものとし，本サービスを構成するソフト

ウェア自体をダウンロードしたり，コピーしたりする等の方法により本サービスを構成するソフトウェアを入手することはできません。 

3. ユーザ校は，本サービスを，利用ユーザ及び在籍する児童・生徒に対してのみ利用させることができるものとし，その他の第三者に対し

て利用させることはできません。 

 

第 13 条 （本サービスの変更） 

当社は，本サービスの機能追加または改善を目的として，当社の裁量により本サービスの一部の追加・変更を行うことがあります。ただし，当該

追加・変更によって，変更前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。 

 

第 14 条 （サービスレベル） 

1. 当社は，別紙Ａ記載の基準を満たすよう，商業的に合理的な努力をもって本サービスを提供します。 

2. 別紙 A 記載のサービスレベルは，特段の記述がない限り，本サービスに関する当社の努力目標を定めたものであり，サービスレベルを

下回った場合でも，当社は損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。 

 

第 15 条 （ユーザ ID及びパスワード） 

1. 当社は，ユーザ校に対して，ユーザ IDを付与するものとし，ユーザ IDのためのパスワードは当社が決定するものとします。 

2. ユーザ校は，自らの管理責任により，ユーザ ID及びパスワードを不正使用されないよう厳格に管理するものとします。 

3. ユーザ校は，第 12 条（利用制限）第 3 項に定める場合を除き，いかなるときも，ユーザ ID を第三者（なお，疑義を避けるために明記す

ると，ユーザ校の教職員及び児童・生徒以外の者をいいます。）に利用させ，または開示，提供，貸与もしくは譲渡することはできません。 

4. 当社は，ユーザ ID 及びパスワードの不正利用によってユーザ校に生じた責任を負いません。当社は，ユーザ ID とパスワードの一致に

よって認証を行った後に行われた本サービスの利用行為については，すべてユーザ校に帰属するものとみなすことができます。 
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第 16 条 （ユーザ IDの追加・削除） 

本利用契約に定めるユーザ IDの数は追加または減少させることはできません。 

 

第 17 条 （窓口責任者） 

1. ユーザ校は，本サービスの利用に関して教職員の中から窓口を定め，当社への連絡等は，当該窓口責任者を通じて行うものとします。 

2. ユーザ校は，窓口責任者に変更が生じた場合には，当社に対し，速やかにメールまたは電話などで通知するものとします。 

3. ユーザ校は，窓口責任者をして，ユーザ校の教職員における本規約の遵守を管理監督させるものとします。また，ユーザ校は，窓口責

任者の意思表示，通知，その他一切の行為について，責任を負います。 

 

第 18 条 （インターネット回線） 

ユーザ校が使用する端末機器から本サービスに接続するインターネット回線は，ユーザ校自身の責任と費用負担において，確保及び維持さ

れるものとし，当社は一切の責任を負いません。 

 

第 19 条 （データ管理) 

1. ユーザ校は，本サービスにおいて入力，提供もしくは伝送またはダウンロードするデータ（以下，まとめて「本データ」といいます。）の内

容について，本サービスの休止等に備え，必要な範囲について自己の責任で保全するものとします。 

2. 当社は，本データに関して，本サービスを提供する設備等の故障等により滅失または毀損した場合に，これを復元する目的のため別に

記録して一定期間保管しますが，当社は，ユーザ校に対して，有償または無償を問わず本データの復元の義務を負うものではありませ

ん。 

3. ユーザ校は，本データのうち，本マニュアル，提供企業等に対する申込みの進捗に関するデータ，及び本サービスに格納した本教材に

関するデータについては，本サービスからダウンロードまたはコピーして保全することができますが，その他のデータ（本アンケートの結

果を含みます）については閲覧するのみで，ダウンロード等して利用することはできません。 

 

第 20 条 （個人情報の管理） 

1. ユーザ校は，利用ユーザその他の教職員または児童・生徒をして，本アンケートに児童・生徒または教職員が特定できるような情報を入

力してはなりません。 

2. 当社は，個人情報の保護に関する法律，政令，規則及びガイドライン等並びに「School・Circle（スクール・サークル）における個人情報

の取扱いについて」に基づいて，個人情報（同法に定める個人情報をいいます。）を取り扱います。 

3. 本条の規定は，本利用契約が終了した後も有効に存続するものとします。 

 

第 21 条 （当社による情報の管理・利用） 

1. 当社は，本サービスの提供のため，本利用契約の契約期間中または終了後（終了事由の如何を問いません。）においても，本アンケー

トの内容の全部を閲覧し，または利用することができます。ユーザ校は，これらについて異議なく承諾します。 

2. 前項に加えて，当社は，本サービスの機能追加もしくは改善，本サービスの維持管理を目的とする統計調査，または当社における新し

いサービスの開発のため，本利用契約の契約期間中または終了後（終了事由の如何を問いません。）においても，自ら，第三者とともに

または第三者をして，本データ並びにユーザ校における本サービスの利用状況及び画面・項目の利用頻度等の情報（以下，まとめて

「本情報」といいます。）を利用し，または当該統計調査もしくは当該開発に必要な限度で本情報を解析し，もしくは加工して利用します。 

3. 当社は，本情報の利用，解析または加工にあたり，個人情報の保護に関する法律その他の適用のある法令を遵守し，これらを行います。 

4. ユーザ校は，本情報の利用，解析または加工を異議なく承諾します。 

5. 前条（個人情報の管理）に加えて，当社は，本データを含む本情報に関し，善良な管理者による注意をもって秘密保持とその管理に努

めるものとします。 

6. ユーザ校は，当社が，裁判所，その他の法的な権限のある官公庁の命令等により本サービスに関する情報の開示または提出を求めら

れた場合は，かかる命令等に従って情報の開示または提出をすることがあることを承諾し，かかる開示または提出に対して異議を述べな

いものとします。 

7. なお，疑義を避けるために明記すると，本情報のうち，ユーザ校が利用できるもの及びその利用態様は第 19 条第 3 項に定める範囲に

限ります。 

 

第 22 条 （委託) 

当社は本サービスの提供に関する業務の全部もしくは一部をユーザ校の承諾なしに，第三者に委託することができます。ただし，その場合，

当社は責任をもって本委託先を管理するものとします。 

 



5 

 

第 23 条 （禁止行為） 

ユーザ校は，本サービスを利用するにあたり，以下の行為を行わないものとします。 

（１） 提供企業等などの第三者の知的財産権を侵害する行為またはそのおそれがある行為 

（２） 企業講師の肖像権，プライバシーの権利，名誉，その他の権利もしくは利益を侵害する行為，またはそのおそれがある行為 

（３） 前二号のほか，法令に違反する行為，またはそのおそれがある行為 

（４） 本アンケートに虚偽の回答をする行為または改竄する行為 

（５） 企業講師に対するハラスメント行為，またはそのおそれがあると当社が判断する行為 

（６） 提供企業等もしくは企業講師による学校教育支援を妨害する行為またはそのおそれがある行為 

（７） 提供企業等の業務を妨害する行為またはそのおそれがある行為 

（８） 前四号のほか，公序良俗に反する行為 

（９） 他のユーザ校の利用を妨害する行為またはそのおそれがある行為 

（１０） 本サービスを構成するハードウェアまたはソフトウェアへの不正アクセス行為，クラッキング行為その他設備等に支障を与える等

の行為 

（１１） 本サービスの提供を妨害する行為またはそのおそれがある行為 

（１２） 本サービスを構成するソフトウェアの解析，リバースエンジニアリングその他ソースコードを入手しようとする行為 

（１３） 他のユーザ校のユーザ IDを使用する行為またはその入手を試みる行為 

（１４） 他のユーザ校の本データまたは本情報を閲覧，変更，改竄する行為またはそのおそれがある行為 

（１５） 前各号のほか，当社が本サービスの利用にあたり不適切と判断する行為 

 

第 24 条 （知的財産権等） 

1. 本教材に関する著作権を含む一切の知的財産権は，提供企業等または提供企業等に許諾した第三者に帰属します。 

2. 本データベース及び本マニュアルなど本サービスを構成する有形・無形の構成物（ソフトウェアプログラム，データベース，アイコン，画

像，文章，マニュアル等の関連ドキュメント等を含みますが，前項に定める本教材は除きます）に関する著作権を含む一切の知的財産

権，その他の権利は，当社または当社に許諾した第三者に帰属します。 

 

第 25 条 （侵害の場合の責任） 

本サービスの利用に関して，第三者からユーザ校に対して知的財産にかかわるクレーム，その他の請求が発生した場合，ユーザ校は直ちに

第 34 条（通知）により当社に対し通知するものとし，当社はその責任と負担においてかかるクレーム等を処理するものとします。ただし，かか

るクレーム等の発生がユーザ校自身の責めに帰すべき事由に基づく場合またはユーザ校が当社にクレーム等の発生をすみやかに通知しな

い等の事由により当社が適切な防御を行う機会を逸することになった場合は，この限りではありません。 

 

第 26 条 （自己責任の原則等） 

1. ユーザ校は，本サービスの利用及び本サービス内における一切の行為（情報の登録，閲覧，削除，送信等）及びその結果について，一

切の責任を負います。 

2. ユーザ校は，本サービスの利用に伴い，自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合，または第三者からクレーム等

の請求がなされた場合，自己の責任と費用をもって処理，解決するものとします。ただし，ユーザ校は，本サービスの利用に伴って第三

者に損害生じた場合または第三者からクレーム等の請求がなされた場合，自己の責に帰すべき事由であると否とにかかわらず，速やか

に，当社に対してその旨を報告しなければなりません。 

3. ユーザ校は，本マニュアルに従い，本サービスを利用するものとします。本マニュアルの記載内容に反する操作その他行為，または本

マニュアルに記載のない操作その他行為によりユーザ校に生じた不利益または損害について，当社は責任を負いません。また，当該行

為により第三者に対して損害を与えた場合，ユーザ校は，自己の責任と費用をもって処理，解決し，また，当該損害の賠償を行うものと

し，当該行為により当社に対して損害を与えた場合，ユーザ校は，当該損害の賠償について当社と協議するものとします。 

4. 疑義を避けるために明記すると，当社は，ユーザ校と提供企業等との間，またはユーザ校と企業講師との間で生じるトラブルまたは紛争

について，当社に故意または重過失のある場合を除いて，一切関知せず，また何ら責任を負いません。当該トラブルまたは紛争につい

ては，ユーザ校の責任と費用において解決するものとします。なお，疑義を避けるためにさらに明記すると，当該トラブルもしくは紛争の

内容，状況または結果によっては，第 23 条（禁止行為）違反として，当社は，本利用契約を解除する場合があります。 

5. 前各項に定める場合を除きユーザ校がその故意または過失により当社に損害を与えた場合，ユーザ校は，当該損害の負担について当

社と協議しなければなりません。 

 

第 27 条 （保証の制限） 

1. 当社は，本サービスが，重要な点において，実質的に正常に提供されることを保証します。 
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2. 当社は，本サービスが期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること，ユーザ校による本サービスの利用がユーザ校に適用

のある法令または業界団体の自主規制等に適合すること，ユーザ校が本サービスを継続的に使用できること，不良・不具合なくまたは中

断なく本サービスを利用できること，本サービスに不良・不具合が生じないこと，及び本サービスを構成するソフトウェアにバグ・エラーの

不良・不具合のないことを保証するものではありません。また，当社は，端末機器において他のソフトウェア等が使用または併用された場

合の，本サービスの正常な動作を保証するものではありません。 

3. 本サービスに重要な不良・不具合が認められた場合における当社の責任は，商業的に合理的な範囲内において，本サービスの修正ま

たは不良・不具合の除去の努力をすることに限られるものとします。 

4. 当社は，本件データベースを維持・管理しますが，学校等に関する情報についても，常に最新であること及び正確であることを保証する

ものではありません。当社に故意または重過失のある場合を除いて，当社は，本件データベース上の学校等に関する情報の誤りまたは

不足により，ユーザ校に生じた不利益または損害について責任を負いません。 

5. 本条は，本サービスに関する唯一の保証について述べたものです。 

 

第 28 条 （免責等） 

1. 当社は，本規約の各条項に従って制限された限度においてのみ，本サービスについての責任を負うものとします。当社は，本規約の各

条項において保証しないとされている事項，責任を負わないとされている事項，ユーザ校の責任とされている事項については，一切の

責任を負いません。 

2. 当社の責めに帰すべき事由によって本サービスに関してユーザ校に損害が生じた場合，当社は，当該損害の負担についてユーザ校と

協議するものとします。 

3. 前項に定める場合であっても，ユーザ校の事業機会の損失，逸失利益または本情報の滅失・毀損によって生じた損害については，契

約責任，不法行為責任その他請求の原因を問わず，当社による賠償の対象外とします。 

 

第 29 条 （本サービスの休止） 

1. 当社は，定時にまたは必要に応じて，保守作業のために，本サービスを一時的に休止することができるものとします。 

2. 当社は，保守作業を行う場合には，事前にユーザ校に対してその旨を通知するものとします。ただし，緊急の場合には，事前の通知を

することなく本サービスを休止し，事後すみやかにユーザ校に通知するものとします。 

3. 本条第１項に定めるほか，当社は，第三者による妨害行為等により本サービスの継続がユーザ校に重大な支障を与えるおそれがあると

判断する場合，または，不可抗力のためやむを得ないと判断する場合にも，本サービスを一時的に休止することができるものとします。 

4. 当社は，本条に基づいてなされた本サービスの休止によってユーザ校に生じた不利益または損害について責任を負いません。 

 

第 30 条 （本サービスの廃止） 

1. 当社は，本サービスの一部または全部を何時でも廃止できる権利を有します。 

2. 本サービスの一部または全部を廃止する場合，廃止する 3 ヶ月以上前に当該サービスのユーザ校に対して当社は通知を行います。 

3. 不可抗力により本サービスの一部または全部を廃止する場合において 3 ヶ月以上前の通知が不能なときは，当社は可能な限り速やか

にユーザ校に対して通知をします。 

4. 本条に定める手続に従って通知がなされたときは，当社は本サービスの廃止の結果について何ら責任を負いません。 

 

第 31 条 （ユーザ校が行う解除） 

ユーザ校は，ユーザ校の都合により本利用契約を解除しようとする場合は，解除しようとする日の３ヶ月前までに，第 34 条（通知）に定める方

法により，その旨を当社に通知するものとします。 

 

第 32 条 （当社が行う解除） 

1. 当社は，ユーザ校が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合，ユーザ校への催告を要することなく本利用契約の全部もしくは一

部を解除することができるものとします。 

（１） 当社の事業（本サービスに限られません。）に支障を与える行為を行った場合 

（２） 重要な財産に対する差押，仮差押，仮処分，租税滞納処分，その他公権力の処分を受け，または破産手続開始，民事再生手

続開始，会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てが行われた場合 

（３） 解散もしくは事業の全部を譲渡し，またはその決議がなされた場合 

（４） 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至った場合 

（５） 監督官庁から営業停止，または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けた場合 

（６） 第 7 条（利用契約の申込み・成立）第４項各号に掲げる事由の一つがある場合 

（７） 第 23 条（禁止行為）第 1項各号または同条第２項各号に掲げる事由の一つがある場合 
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（８） 前各号のほか，本利用契約の継続を困難とする事情がある場合 

2. 当社は，ユーザ校が利用契約等に違反し，またはユーザ校の責に帰すべき事由によって本サービスの提供を継続しがたい重大な事由

が発生し（以下「違反等」といいます。），当該違反等について，書面による催告をしたにもかかわらず 14 日以内にこれを是正しないとき

は，本利用契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。 

 

第 33 条 （契約終了時の処理） 

1. ユーザ校は，理由の如何を問わず本利用契約が終了した場合，ただちに本サービスの利用を終了しなければならず，以後，本サービ

スを利用することはできません。 

2. 当社は，理由の如何を問わず本利用契約が終了した場合，本サービスに格納された一切のデータを契約終了日から相当な期間内に

当社の責任で削除等消去するものとします。 

3. ユーザ校は，本サービス上に自ら格納したデータについては，本利用契約の終了前に自らの費用と責任で保全しなければなりません。

なお，本項は，ユーザ校が本サービス上にあらゆるデータを格納できることを保証するものではありません。本サービス上に格納できる

データの詳細については，本マニュアルをご覧ください。 

4. 当社は，本条に基づいてデータを削除等消去したことによってユーザ校に生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。 

5. 理由の如何を問わず本利用契約が終了した時点で，未実施の授業，または当社，本委託先もしくは提供企業等（提供企業等の委託先

を含みます。）から未発送もしくは未配信の本教材があるときであっても，ユーザ校は，当該授業または当該本教材の提供を受けること

はできません。 

 

第 34 条 （通知) 

本サービスに関する通知その他本規約に定める，ユーザ校から当社に対する通知及び当社からユーザ校に対する通知は，電子メールによる

方法その他当社の定める方法によって行うものとします。通知は，当社からの発信によってその効力が生ずるものとします。 

 

第 35 条 （権利義務譲渡の禁止) 

ユーザ校は，本利用契約の契約上の地位を第三者に承継させ，または本利用契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し，

承継させ，または担保に供してはならないものとします。 

 

第 36 条 （不可抗力） 

当社は，不可抗力によって本サービスの履行が妨げられた場合には，本利用契約その他の一切の規定に拘わらず，かかる不可抗力によって

ユーザ校に生じた不利益または損害について一切の責任を負担しません。 

 

第 37 条 （協議） 

本規約の解釈について両当事者間に異議，疑義が生じた場合，または本規約に定めのない事項が生じた場合，誠実に協議し，円満にその

解決を図るものとします。 

 

第 38 条 （準拠法及び裁判管轄） 

本利用契約に関する事項については，日本法を準拠法とし，東京地方裁判所を第１審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

以  上 

【2022年 3月 3日制定】 

 

  



 

1 

 

別紙 A 

 

【本サービスの詳細】 

 ユーザ校は、当社から付与されるユーザ IＤを利用して、各提携企業等のウェブサイトから School・Circle（スクール・サークル）

のサイトにアクセスし、本サービスを無償で利用することができます。 

 本サービスを利用することにより、ユーザ校は、提携企業等が提案する授業プログラムの候補日から実施を希望する日を選定した

り、本教材をダウンロードしたり、本アンケートに回答したりすることができます。詳細については、本マニュアルをご覧くださ

い。 

 本サービスは、ユーザ校が提携企業等から授業プログラムの実施を受けるなど、学校教育支援（出張授業等）を受けるための日程

調整等のオンラインツールを提供するものであり、ユーザ校が、学校教育支援（出張授業等）を受けるためには、提携企業等との

間で別途の調整や話合い、合意、覚書または契約などが必要となることがあります。ご留意ください。 

 ユーザ校は、ほかの提携企業等による学校教育支援（出張授業等）を受けることを希望する場合には、当該他の提携企業等のウェ

ブサイトから School・Circle（スクール・サークル）のサイトにアクセスし、本サービスを利用してください。その場合、当社が

すでに発行済みのユーザ ID 及びパスワードを利用する必要がありますので、ユーザ ID 等を紛失されないよう、その管理にはご

留意ください。 

 ユーザ校が利用することのできる School・Circle（スクール・サークル）のサイト（URL）は提携企業ごとに異なりますので、本

サービスのご利用にあたりご留意ください。 

 

【お問合せ】 

１．本サービスをご利用する前に本サービスの内容に関するお問い合わせを希望する場合は、株式会社キャリアリンクへメールまたは

電話にてお願いします。 

 Mail：info@careerlink-edu.co.jp 

 電話：06-7777-4111［平日 9:30～17:30 ］ （休日：土日祝日、夏季、年末年始） 

 

2．本サービスお申し込み後、または、各授業プログラム申込受付完了後の本サービスの操作に関するお問い合わせは、【本サービスの

利用推奨環境とサポート範囲】２．サポート範囲をご参照ください。 

 

 

 

【本サービスの利用推奨環境とサポート範囲（サービスレベル）】 

 本サービスを利用いただくにあたっての推奨環境およびサポート範囲（サービスレベル）は以下のとおりです。なお、推奨環境であ

っても、本サービスをご利用できない場合があります。また、サポート範囲内であっても、ご対応できない場合があります。 

1．推奨環境： 

（1）アクセス端末 

  Windows OS（Microsoft）の搭載されたパソコン、または、iPad、（2）のブラウザが動作するタブレット端末 

  ※スマートフォンからはご利用できません。 

（2）アクセスブラウザ  

  Google Chrome、Microsoft Edge、safari 

（3）アクセス通信 

  光ケーブルまたは光ケーブルと同等の回線スピード及び帯域を持つインターネットと接続できる環境 

 

2．サポート範囲（サービスレベル） 

本サービスの操作に対するお問い合わせは下記の通りです。 

 （1）メールでの問い合わせ 

   本サービスにログイン後、本サービスの画面上のメール送信機能より問い合わせが可能です。 

 （2）電話による問合せ 

   電話による問い合わせも可能です。但し、担当者が不在としている場合や、ご質問の内容によっては調査が必要など、すぐにお

答えすることができず、折り返しとなるケースもございます。場合によっては、弊社からお答えすることが適切ではなく、お答

えできない場合もありますのでご了承ください。 



 

2 

 

＜お問い合わせ先＞ 

Mail：本サービスの画面上のメール機能をご利用ください。 

電話：06-7777-4111 ［平日 9:30～17:30 ］ （休日：土日祝日、夏季、年末年始） 

 

 

 

以上 

 

 


