
「D-SCHOOL デジタルサマーキャンプ」申込規約 

当社が企画・運営する D-SCHOOL デジタルサマーキャンプに参加を希望される方は、お

申込みの前に以下の規約、当該キャンプ Web ページ（https://event.d-

school.co/summer2022/）をご確認頂き、同意の上でお申し込みください。 また、必ず保

護者の方がお申込みください。 

------------------------------------------------------------------------- 

 

「D-SCHOOL デジタルサマーキャンプ」申込規約 

 

第１条 適用範囲 

１．本規約は、エデュケーショナル・デザイン株式会社（以下「エデュケーショナル・デザ

イン」といいます。）が企画・運営する D-SCHOOL デジタルサマーキャンプ（以下「本キ

ャンプ」といいます。）のサービスに関して、本キャンプに申込む参加者及び参加希望者（以

下「参加者等」といいます。）とエデュケーショナル・デザイン並びに本キャンプを実施す

る提携校以下「実施会場」といいます）との間のあらゆる事項に適用されます。参加者等は、

本キャンプへのお申込みにより、本規約につき理解した上で同意したものとみなされます。 

２．本規約は本キャンプに関する参加条件、参加費用、実施期間、実施方法、実施ルール、

マナーその他を規定したものです。 

３．本規約に記載されていない本キャンプの具体的な内容については、エデュケーショナ

ル・デザインのホームページ上、又はその他の媒体（キャンプに関するご説明資料、パンフ

レット又はメールを含みますが、これらに限られません。）にて公開・公表するキャンプに

関する運営要綱（以下「本キャンプ要綱」といいます。）に別途定めるものと致します。 

 

第２条 参加者の定義と申込について 

１．参加者とは、本規約に同意の上で本キャンプにお申込みをした方で、エデュケーショナ

ル・デザイン及び提携校が本キャンプへの参加を承認した方とし、本キャンプに直接ご参加

される生徒及び保護者の方を含みます。 

２．参加希望者は、エデュケーショナル・デザインのホームページ上の本キャンプの申込画

面において、個人情報、アンケート情報その他の情報を入力し、申込みを完了した時点で、

本規約の内容及び特定商取引法に基づく表示の内容に同意したものとみなします。申込み

日は、エデュケーショナル・デザインが参加希望者に送信するお申込み受付完了メールの受

信日となります。 

３．参加希望者は、前項に基づく申込みのうち、オンラインで実施するキャンプについては、

以下の各号の事由について確認・同意の上で申込みしなければならないものとします。 

（ア）本キャンプの受講に必要な情報端末・機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び

維持については、実施会場からレンタルを受けたものを除き、参加者の費用と責任において
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行うこと 

（イ）通信環境が本キャンプの受講に支障がないことを参加希望者自身で確認すること 

（ウ）本キャンプの受講に必要な第三者提供サービスやアプリケーションを、当該サービス

やアプリケーションの利用規約等に従って利用すること 

（エ）本キャンプの受講に必要なソフトウェアのインストール・利用登録等については参加

者の費用と責任において行うこと 

（オ）本キャンプにおいて実施会場からレンタルを受けたパソコン（以下「レンタルパソコ

ン」といいます。）について、善良なる管理者としての注意義務をもって管理及び維持する

こととします。 

（キ）参加者の故意又は過失によりレンタルパソコンが滅失又は損傷した場合、実施会場に

対して修理費用又は代替品購入費用相当額の金員を賠償すること 

 

４．エデュケーショナル・デザインは、次の場合を除き、参加希望者の申込みを承諾するも

のとします。 

（ア）本キャンプに参加する生徒がエデュケーショナル・デザインの定める対象者に該当し

ない場合。 

（イ）申込内容に虚偽の申請があった場合。 

（ウ）エデュケーショナル・デザインが参加者として不適切と判断した場合。 

（エ）本キャンプの定員に達した場合。 

 

５．本キャンプの定員は、本キャンプ要綱記載のとおりとなります（キャンプ開催時期によ

って適宜変更されます。）。 

 

第３条 キャンプの期間と内容について 

１．エデュケーショナル・デザインのキャンプは実施会場ごとに複数のコースから構成され、

本キャンプの対象者は、原則として小学生、中学生、高校生です。 本キャンプは、プログ

ラミング学習を、実施会場ごと対面形式で実施されます。本キャンプは、毎週又は隔週で学

ぶスクールではございません。 

２．本キャンプの開催期間は本キャンプ要綱記載のとおりとなります。具体的な開催日時は、

開催時期及び実施会場によって異なりますので、本キャンプ要綱の内容をご確認の上、お申

込みください。 

 

第４条 本キャンプの変更、中止及び中断等について 

１．エデュケーショナル・デザインは、自己の裁量により、参加者に事前の通知をすること

なく、本キャンプの内容の全部又は一部を変更することができるものとします。 

２．エデュケーショナル・デザインは、自己の裁量により、本キャンプの全部又は一部の提



供・運営を中止することができるものとします。その場合は、エデュケーショナル・デザイ

ンが適当と判断する方法で参加者に通知します。ただし、緊急の場合は参加者への通知を行

わない場合があります。 

 

３．エデュケーショナル・デザインは、以下各号の事由が生じた場合には、参加者に事前に

通知することなく、本キャンプの全部又は一部を一時的に中止・中断することができるもの

とします。（ア）地震、洪水、火災、嵐、台風、暴風雨その他の天災 

（イ）戦争、侵略、封鎖、テロ、その他第三者による武力行為 

（ウ）革命、反乱、騒乱 

（エ）ストライキ 

（オ）伝染病 

（カ）本キャンプのメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合 

（キ）アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合 

（ク）参加者の安全やセキュリティを確保する必要が生じた場合 

（ケ）第三者提供サービスの全部又は一部の提供が一時的に停止又は中断された場合 

（コ）電気通信事業者の役務が提供されない場合 

（サ）法令又はこれらに基づく措置により本キャンプの運営が不能となった場合 

（シ）その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合 

（ス）第三者が権利を有する製品（マインクラフト及び Roblox を含むがこれに限らない）

の利用規約の変更により、本プログラミングコースの変更又は廃止を余儀なくされたとき 

 

４．エデュケーショナル・デザインは、本条に基づきエデュケーショナル・デザインが行っ

た措置により参加者に生じた損害について、故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の

責任を負いません。 

 

第 5 条 参加費用について 

１．本キャンプへの参加に係る費用は、エデュケーショナル・デザインのホームページ上に

公開される又はその他の媒体により公表される本キャンプ要綱において定められます（以

下「本参加費用」といいます。）本参加費用については、開催日時、開催時期及び実施会場

によって異なりますので、本キャンプ要綱の内容をご確認の上お申込みください。 

 

第 6 条 お支払いについて 

１．参加者は、クレジットカードまたはその他実施会場が定める方法にて、実施会場ごとに

定める受講料を実施会場が定める期日までにお支払い下さい。 

２．参加者が本参加費用の支払いの確認が取れない場合は、本キャンプへの参加をお断りす

る場合があります。 



３．参加者が本参加費用をクレジットカードで支払うよう登録された方は、本参加費用をク

レジットカード会社より請求され、カード会社指定日に参加者が指定した引き落とし口座

から本参加費用が引落されます。 

 

第７条 キャンセル・変更について 

１．本キャンプにおけるキャンセル及びコース等の変更については、本キャンプ要綱に定め

る日程内においてのみ対応可能となります。キャンセルについてはキャンセル時期に応じ

て金額が変動致します。 

２．本キャンプに関するキャンセル料は以下のとおりであり、下記よりキャンセル料が発生

するので、ご注意ください。  

・キャンプ開催日の 7 日前〜 前日まで：ご請求額の 50％ 

・キャンプ開催日の当日：ご請求額の 100％ 

３．本キャンプの開始後に参加者の都合により本キャンプへの参加を取りやめる場合、本キ

ャンプに係る本参加費用は原則として返還致しません。また、本キャンプの開始後、参加者

の都合により、本キャンプの一部又は全部に参加しなかったとしても、日割計算による返

金・キャンセルは致しません。 

 

第８条 本キャンプに関する免責事項について 

１．エデュケーショナル・デザインは、本キャンプにおいて、参加者またはその保護者との

相互の間において、または第三者との間で生じた一切のトラブルに関して、故意または重大

な過失がある場合を除き責任を負わないものとします。（本キャンプ受講中および通学中に

おけるトラブルを含む） 

 

２．エデュケーショナル・デザインは、本キャンプのウェブサイトに関連するサーバー、メ

ール、サービス等がウイルス又はその他の有害な要素に感染していないことについて、いか

なる保証もしないものとします。 当サイトを介してウイルスに感染した等により利用者

に生じるいかなる種類の直接的又は間接的な損害についても、エデュケーショナル・デザイ

ンは、一切責任を負いません。 

 

３．エデュケーショナル・デザインは、参加者またはその保護者が発信したコメントその他

の情報（以下「本件情報」といいます。）について、次の各号の一つにでも該当する場合に

は、エデュケーショナル・デザインの判断によって、 利用者に断りなくこれを削除するこ

とができるものとします。 

（ア）本件情報がエデュケーショナル・デザインもしくは第三者の著作権その他の権利を明

らかに侵害し、またはエデュケーショナル・デザインもしくは第三者の名誉もしくは信用を

毀損していると認められる場合 



（イ）第三者から、本件情報が当該第三者の著作権その他の権利を侵害し、または当該第三

者の名誉もしくは信用を毀損しているとの書面等による連絡をエデュケーショナル・デザ

インが受け取った場合 

（ウ）本件情報に個人情報が含まれている場合 

（エ）日本または適用ある外国の法令に違反していると認められた場合 

（オ）法令上の根拠に基づき官公庁、公的機関から削除するよう命令を受けた場合 

（カ）その他当サイトの運営にとって不適切と認められる場合 

 

４．エデュケーショナル・デザインは、自らの裁量で、何らの通知なく、利用者が本キャン

プのウェブサイトの全部またはその一部にアクセスすることを拒否することができるもの

とします。 

 

５．サービスの停止 エデュケーショナル・デザインは、本キャンプのウェブサイトの稼動

状態を良好に保つために、次の各号の一に該当する場合、事前に通知を行うことなく本キャ

ンプのウェブサイトの全部または一部を一時的に停止することができるものとします。 

（ア）システムの定期保守および緊急保守のために必要な場合 

（イ）火災、停電、第三者による妨害行為などによりシステムの運用が困難になった場合 

（ウ）その他、止むを得ずシステムの停止が必要とエデュケーショナル・デザインが判断し

た場合 

 

６．コースの内容 エデュケーショナル・デザインは、参加者またはその保護者に対し事前

に通知しまたは参加者またはその保護者から承諾を得ることなく、任意にコース内容およ

びカリキュラムの内容や名称、料金等を変更することができるものとします。 

 

７．その他の免責事項 

（ア）エデュケーショナル・デザインは、参加者またはその保護者に対して通知を行う場合

には、利用者があらかじめ登録しているメールアドレスへ通知を発信することにより、同通

知を完了することができるものとします。 

（イ）参加者またはその保護者が当サイトを利用することにより、他の利用者または第三者

に対して損害を与えた場合には、当該利用者は、自己の責任と費用においてこれを解決し、

いかなる場合も エデュケーショナル・デザインを免責するものとします。 

 

第９条 参加者の責任 

１．参加者は、自らの責任において本キャンプに参加するものとし、本キャンプにおいて行

った行為及びその結果について一切の責任を負うものとします。 

２．必要機器のレンタルでのお申込みは除き、本キャンプに参加するために必要な、パソコ



ン、その他の機器、ソフトウェア、通信回線その他の通信環境等は、参加者の費用と責任に

おいて準備し維持するものとします。エデュケーショナル・デザインは、本キャンプがあら

ゆる機器等に適合することを保証するものではありません。 

３．本キャンプに関連して参加者と第三者との間において生じた紛争等については、参加者

の責任において解決するものとし、エデュケーショナル・デザインに故意又は重大な過失が

ある場合を除き、かかる事項について一切責任を負いません。 

 

第１０条 本キャンプに関する禁止事項について 

１．参加者は、以下に定める禁止事項を行ってはならないものとします。 

（ア）他参加者又は実施会場に対する嫌がらせ、不良行為、その他本キャンプの進行を妨げ

る等のハラスメント行為 

（イ）エデュケーショナル・デザインの運営を妨害する行為（有害なコンピュータプログラ

ム、スパム行為、情報の改ざん、ウィルス等の入力・送信等） 

（ウ）公序良俗に反し又は善良な風俗を害する行為 

（エ）エデュケーショナル・デザイン関係者（エデュケーショナル・デザインが雇用するメ

ンター講師等）個人への接触行為 

（オ）参加者として登録されていない第三者に本キャンプを利用させる行為 

（カ）アクセス情報を第三者に譲渡、貸与等すること又は第三者に使用させる行為 

（キ）コンテンツを、本キャンプが予定している利用形態を超えて利用（複製、送信、転載、

改変などの行為を含む）する行為 

（ク）他参加者及びエデュケーショナル・デザインの商標権等の知的財産を侵害する行為 

（ケ）その他、エデュケーショナル・デザインが不適切と判断する行為 

２．前項の禁止事項に著しく違反したとエデュケーショナル・デザインが判断した場合には、

本キャンプへの参加の中止を含むエデュケーショナル・デザインが適切と判断する措置を

とることができるものとします。 

 

第１１条 連絡方法 

１．本キャンプに関するエデュケーショナル・デザインもしくは実施会場から参加者への連

絡は、電子メールの送信もしくは電話等、その他エデュケーショナル・デザインもしくは実

施会場が適当と判断する方法により行うものとします。 

２．エデュケーショナル・デザインもしくは実施会場が電子メールの送信による通知を行っ

た場合、当該通知は、参加者が登録したメールアドレスにメールを送信することをもって、

当該通知が通常到達すべきときに到達したものとみなします。 

３．参加者は、登録した自らのメールアドレスによりエデュケーショナル・デザインもしく

は実施会場からの電子メールを受信できるよう設定しなければなりません。 

４．エデュケーショナル・デザインもしくは実施会場は、参加者が登録したメールアドレス



もしくは電話番号に不備があったこと、参加者がメールアドレスもしくは電話番号の変更

をエデュケーショナル・デザインもしくは実施会場に通知しなかったこと又は参加者が適

切に受信設定しなかったこと等に起因してエデュケーショナル・デザインもしくは実施会

場からの電子メールもしくは電話での連絡が参加者に届かなかった場合エデュケーショナ

ル・デザインもしくは実施会場に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切責任を負わな

いものとします。 

 

第１２条 知的財産権 

1. 著作権 

（ア）当スクールで使用するすべての提供物（テキスト、プログラミングファイルなど）お

よびそれらを利用して受講生が制作した成果物に関する特許権、商標権、著作権は、 エデ

ュケーショナル・デザインに帰属するものであり、日本の著作権法及び著作権に関する条約

等によって保護されています。 

（イ）当スクールのウェブサイトに含まれるすべてのコンテンツ（文字、グラフィック、ロ

ゴ、ボタンアイコン、画像、動画、デジタル形式でダウンロードされたもの、データに編集

を加えたもの、ソフトウェアなど）は、 エデュケーショナル・デザインまたはコンテンツ

提供者の財産であり、日本の著作権法及び著作権に関する条約等によって 保護されていま

す。 

（ウ）受講生が制作した成果物に関する特許権、商標権、著作権は、これらの成果物の一部

または全部に第三者の知的財産権が含まれない限り、受講生本人に帰属するものとします

が、エデュケーショナル・デザインは成果物を宣伝等の目的で利用する権利をもつものとし

ます。 

（エ）当サイトに提供されている情報および画像等の無断転載が発覚した場合には、エデュ

ケーショナル・デザインは、当該違反者に対して、直ちに法的措置を取り、且つ、当該違反

者が当サイトの利用者である場合には、受講停止等の処分等を行うことができます。 

 

2．商標 

（ア）当スクールおよび当サイト上に表示されているその他の標章は、エデュケーショナ

ル・デザインにより、商標登録されている場合があります。 

（イ）当サイト上のグラフィック、ロゴ、ページヘッダー、ボタンアイコン、スクリプト、

サービス名等は、エデュケーショナル・デザインの商標です。利用者は、エデュケーショナ

ル・デザインの商標をエデュケーショナル・デザインの事前の承諾なく使用することはでき

ず、混同を生ずるおそれのある方法や、エデュケーショナル・デザインの名誉または信用を

傷つける方法で使用することを固く禁じます。 

 

第１３条 個人情報の利用目的 



個人情報の利用目的は、以下の通りです。 エデュケーショナル・デザイン及び本キャンプ

のウェブサイトおよび関連ウェブサイトは当該利用目的を超えて、お客様の個人情報を利

用することはありません。また、本キャンプの特性上、お申し込み時にいただいた個人情報

は、本キャンプ実施のために必要と判断される範囲内に限り、エデュケーショナル・デザイ

ンから実施会場に通知することします。 

 

（ア）本キャンプの運営、販促活動、受講生およびその保護者とのご連絡・ご要望への対応

など 

（イ）受講生およびその保護者が興味を持たれると思われる関連サービスのご案内 

（ウ）当スクールのサイトをより使いやすいものにし、インターネットを通じ提供する情報

検索等のより豊富なサービスをお客様が利用できるようにするほか、詐欺やウェブサイト

の悪用を検知・防止するため 

 

第１４条 個人情報の第三者への提供 

エデュケーショナル・デザインは、参加者およびその保護者の同意を得ることなく個人情報

を第三者に開示又は提供いたしません。ただし、法令に反しない範囲内において、 以下の

場合に限り同意を得ずに個人情報を提供する場合があります。 

 

（ア）エデュケーショナル・デザイン及び本キャンプのウェブサイトの提携事業者で、お客

様に関する情報を前述した利用目的のために使用するとき。 

（イ）人の生命、身体又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。 

（ウ）公衆衛生の向上又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合って、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 

（エ）国の機関若しくは地方公共団体又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おそれがあるとき。 

（オ）合併その他の事由により他の事業者がエデュケーショナル・デザイン又は本キャンプ

のウェブサイト又は事業の一部を承継する場合で、本規約の利用目的等の範囲内で個人情

報を取り扱うとき。 

（カ）情報の開示が、法令の遵守、利用規約とその他の合意の援用、適用、あるいは本キャ

ンプ、お客様や第三者の権利、財産、安全の保護のために適切であると判断したとき。 

上記の場合以外に、受講生およびその保護者に関する情報が第三者に渡る可能性がある場

合、エデュケーショナル・デザインは、その旨をお客様にお知らせします。 その場合、お

客様は当サイトへの個人情報の提供を拒否することができます。 個人情報の開示、訂正、

削除、追加、利用停止、変更等について エデュケーショナル・デザインでは、受講生およ



びその保護者自身が所定の手続きにより、個人情報を開示、訂正、削除、追加、利用停止の

ご請求を頂いた場合、本人確認をさせていただいた上で、合理的な期間及び範囲内で対応い

たします。 

 

第１５条 準拠法及び紛争処理について 

１．本規約及び当スクールの受講に際してエデュケーショナル・デザインが提示するガイド

ライン等は、日本法を準拠法として解釈されるものとします。 

２．当スクールに関連する受講生およびその保護者とエデュケーショナル・デザインとの間

の紛争に関しては、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

お問い合わせ 

本規約に関するお問い合わせはこちらまで 

424-0817 静岡県静岡市清水区銀座 14-28 

エデュケーショナル・デザイン株式会社 

TEL : 054-361-4320 

メール : info@educationaldesign.jp 
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