
「スクールアプリ 2」「スクールアプリ 2 管理システム」利用規約 

 

「スクールアプリ 2 管理システム」のご利用、および「スクールアプリ 2」の配信を株式会

社ディスコ（以下「ディスコ」といいます）から行うにあたっては、以下の利用規約に同意

していただきます。 

 

第1条 「スクールアプリ 2」および「スクールアプリ 2 管理システム」 

「スクールアプリ 2」とは、ディスコが提供する、教育機関が自校の情報をスマートフォン

ユーザーに対し配信できる、スマートフォン向けアプリケーションサービスをいいます。ま

た、「スクールアプリ 2 管理システム」とは、スクールアプリに配信する情報の管理や、ス

クールアプリを通じて登録を行ったユーザー（以下「登録者」といいます）の管理を行うシ

ステムをいいます。 

 

第2条 「スクールアプリ 2」利用教育機関  

「スクールアプリ 2」利用教育機関（以下「教育機関」といいます）とは、「スクールアプ

リ 2」「スクールアプリ 2 管理システム」を利用する大学、短期大学、専門学校等の学校法

人および各種学校、ならびに進学等に関連する情報を提供する企業等のことをいいます。 

「スクールアプリ 2 管理システム」は、教育機関のみが利用できるものとします。 

 

第3条 利用契約の成立  

1. 「スクールアプリ 2 管理システム」の利用は、教育機関による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

間に利用契約が成立し、ディスコは教育機関に対し「スクールアプリ 2 管理システム」

の利用権を発行するとともに、「スクールアプリ 2 管理システム」から提供されるコン

テンツを配信するための「スクールアプリ 2」を、所定の手続きを経てスマートフォン

ユーザーに対し配信するものとします。但し、教育機関は、本規約の内容を理解しこれ

に同意した場合に限り、「スクールアプリ 2 管理システム」を利用することができるも

のとします。  

2. 本規約における「利用権」は、「スクールアプリ 2 管理システム」を利用するためのロ

グインアカウントの提供を指すものとします。 

3. ディスコは、利用契約において、「利用権」を超える範囲のサービスを教育機関に提供

することは行いません。ただし、教育機関とディスコが個別に利用権の範囲に関する契

約を締結した場合は、この限りではありません。 

 

第4条 利用権の範囲 

1. 教育機関は、有償・無償に係らず、ディスコから発行された「スクールアプリ 2 管理シ

ステム」の利用権を第三者に譲渡または転貸したりすることはできません。 



2. 「スクールアプリ 2 管理システム」は、教育機関が情報発信の目的でのみ利用すること

ができ、販売、配布および開発目的など他の目的で使用することはできません。 

3. 教育機関は、「スクールアプリ 2 管理システム」について、ディスコから提供された状

態でのみ利用するものとします。教育機関は、「スクールアプリ 2 管理システム」の複

製、修正、変更、改変、翻案等の行為を行ってはならないものとします。 

4. 「スクールアプリ 2 管理システム」を利用するのに必要なコンピューター、通信機器な

どは、教育機関が自らの責任で用意するものとします。 

5. 利用権の適用期間は、教育機関とディスコが個別に別途定める利用権の適用期間に関す

る合意に準拠します。 

6. ディスコは、教育機関が「スクールアプリ 2 管理システム」の利用にあたり、本規約に

違反する行為を行った場合、該当教育機関に発行した利用権を停止できるものとします。 

 

第5条 「スクールアプリ 2」のスマートフォンへの配信 

1. ディスコは第３条第１項に定める通り、スマートフォンユーザーに対し、所定の手続き

を通じて、「スクールアプリ 2」の配信を行うものとします。 

2. ディスコは、全てのスマートフォンユーザーに対しての「スクールアプリ 2」の配信を

保証するものではありません。 

3. ディスコは、「スクールアプリ 2 管理システム」利用権が消失した教育機関のために配

信した「スクールアプリ 2」の、スマートフォンユーザーに対する配信をいつでも終了

出来るものとします。 

 

第6条 知的財産権 

1. 「スクールアプリ 2」「スクールアプリ 2 管理システム」は、日本国および関連諸国の

著作権法および著作権に関する条約、ならびにその他知的財産権に関する法律および条

約によって保護されています。教育機関は、本規約に基づき「スクールアプリ 2 管理シ

ステム」に関する非独占的で譲渡不能の利用権のみが許諾されるものであり、「スクー

ルアプリ 2」「スクールアプリ 2 管理システム」に関していかなる所有権、著作権その

他の一切の権利を取得するものではありません。 

2. 教育機関は、「スクールアプリ 2」「スクールアプリ 2 管理システム」またはその複製物

（プログラム・画像・ドキュメント等を含む）に関する著作権、特許権、商標権を含む

一切の知的財産権はディスコまたはディスコに対し、本アプリの利用及び本アプリ管理

画面の利用を許諾する者（以下「原権利者」といいます。）に属するものであることを

了解し同意するものとします。利用者は本アプリに関する著作権を尊重し、万国著作権

条約および各国の著作権法、不正競争防止法その他関連法に基づいて「スクールアプリ

2」「スクールアプリ 2 管理システム」を使用するものとします 

3. 教育機関は、「スクールアプリ 2」「スクールアプリ 2 管理システム」の全部または一部

のリバースエンジニアリング等による解析行為を行ってはならないものとします。 

 



第7条 免責事項  

1. 教育機関は、自己の責任により「スクールアプリ 2 管理システム」を利用するものとし、

ディスコは、「スクールアプリ 2 管理システム」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。 

2. 「スクールアプリ 2」「スクールアプリ 2 管理システム」の内容、機能および性能は、

ディスコが合理的に提供可能な範囲のものに限定されます。ディスコは、「スクールア

プリ 2」「スクールアプリ 2 管理システム」に対する次の各号につき、一切の保証を行

いません。 

(1)OS のバージョンアップや機器の増設など、教育機関および「スクールアプリ 2」

利用者の利用機器に変化が生じたことによって、「スクールアプリ 2」「スクールア

プリ 2 管理システム」に関し不具合が発生しないこと 

(2)「スクールアプリ 2」「スクールアプリ 2 管理システム」がいついかなる時も正し

く機能すること、十分な性能を発揮すること 

(3) 「スクールアプリ 2」「スクールアプリ 2 管理システム」の利用に起因して、コン

ピューター、スマートフォン等の機器に不具合、誤作動や障害が生じないこと 

(4)「スクールアプリ 2」「スクールアプリ 2 管理システム」の利用にいついかなる時

も中断またはエラーが発生しないこと 

(5)「スクールアプリ 2」が、いついかなる時もスマートフォンユーザーに配信可能な

状態となっていること 

3. ディスコは、教育機関に対し、登録者の出願または入学の確実性、教育機関に出願また

は入学する登録者等の資質・能力および教育機関への適合性等、「スクールアプリ 2」

の効果および教育機関が「スクールアプリ 2」を通じて募集した登録者等に関する何ら

の保証も行わないものとします。 

 

第8条 コンテンツ 

1. 「コンテンツ」とは、教育機関が、「スクールアプリ 2」を通じて、スマートフォンユ

ーザーに提供するため、「スクールアプリ 2 管理システム」に登録する文章・写真・音

声・動画・HTML などの電子ファイルなどを指します。 

2. 教育機関は、コンテンツの登録にあたり、以下の表現・内容を含む情報を登録または公

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、掲載されたコンテンツの一

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。 

(1)虚偽の情報を登録または掲載する行為 

(2)第三者またはディスコの知的財産権、肖像権またはパブリシティ権等の正当な権

利を侵害する行為 

(3)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 



(4)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 

(5)営利を目的とした情報提供活動を行う行為 

(6)個人を特定できる情報を公開する行為（ただし本人の同意を得た場合はこの限り

ではない） 

(7)第三者に不利益または損害を与える行為 

(8)第三者に対する誹謗中傷 

(9)金品の交付および物品等のやり取りをする行為 

(10)第三者またはディスコの名称を騙り、なりすます行為 

(11)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 

(12)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 

(13)民族、人種、性別、年齢等による差別につながる表現の掲載 

(14)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、誘発または助長する表現の掲載 

(15)法令および本規約に違反する行為 

(16)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 

(17)「スクールアプリ 2」「スクールアプリ 2 管理システム」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 

3. 教育機関は、「スクールアプリ 2 管理システム」の利用にあたって電子ファイルをアッ

プロードする場合には、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。 

4. ディスコの通常行うべき合理的な範囲の措置にも関わらず、「スクールアプリ 2 管理シ

ステム」で登録した内容が、「スクールアプリ 2」にて閲覧可能にならない場合があり

ます。教育機関はこれを了承するものとします。  

5. ディスコは、教育機関が登録したコンテンツの内容の正確性および違法性について、一

切の責任を負わないものとします。 

6. ディスコは、教育機関が「スクールアプリ 2 管理システム」に登録したコンテンツによ

って引き起こされたいかなる損害について、一切の責任を負わないものとします。 

 

第9条 スクールアプリ登録者  

「登録者」とは、「スクールアプリ 2」上で、「スクールアプリ 2」の利用規約に同意し、「ス

クーリアプリ管理システム」のサーバーに個人情報を登録した方をいいます。 

 

第10条 個人情報  

1. 個人情報の定義  

登録者および「スクールアプリ 2 管理システム」を利用する教育機関担当者の個人に関する

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。  

2. 登録者の個人情報の提供と利用の目的および利用範囲  

ディスコは、「スクールアプリ 2」登録者の情報の中から、以下の個人情報を、「スクールア

プリ 2 管理システム」を通じて教育機関に提供します。  

【教育機関に提供する個人情報項目】 

(1)氏名（姓・名） 

(2)メールアドレス 

(3)高校生か否か 

(4)教育機関担当者が任意に設定する項目 

(5)在籍（出身）高校名「＊」 

(6)卒業（予定）年月「＊」 

(7)教育機関が設定した項目「＊」 

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

トの案内の目的のみに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、登録者本人の同意が得られた場合はこの限りではありません。 

 

3. 「教育機関担当者が任意に設定する項目」については、教育機関は以下に該当する項目

を「スクールアプリ 2 管理システム」にて設定しないものとします。 

(1)思想、信条または宗教に関する事項 

(2)人種、国籍、民族、門地、本籍地（所在都道府県に関する情報を除く）、身体精神

障害、犯罪歴その他社会的差別の原因となる事項 

(3)保健医療または性生活に関する事項 

(4)集団示威行為への参加，請願権の行使その他の政治的権利の行使に関する事項 

(5)勤労者の団結権，団体交渉その他団体行動の行為に関する事項 

4. 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

ベントの案内の目的のみに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、登録者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11条 個人情報の第三者への開示  

教育機関に提供されたものを除き、ディスコは、登録者の個人情報について、登録者本人の

同意を得ずに第三者に開示することはいたしません。ただし、以下の場合は、関係法令に反

しない範囲において、登録者本人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、登録者本人

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、登録者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、登録者本人の同意を得

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12条 第三者に該当しない範囲  

1.    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者は、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

は一部を委託する場合 

(2)ディスコが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 

2. 免責  

教育機関が登録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、

ディスコは何らの責任も負いません。 

3. 統計  

ディスコは、「スクールアプリ 2」の機能を利用して登録された個人情報を基に、教育機関

および登録者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13条 提供された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、ディスコから応募者データの利用停止を求められ 

た場合には、遅滞なく指示に従い、利用を停止することとします。 

 

第14条 廃棄義務  

教育機関は、「スクールアプリ 2」を通じ「スクールアプリ 2 管理システム」から得た個人

情報を、第１０条第２項に定めた利用目的の達成後は、登録者の個人情報を、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登録者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15条 教育機関担当者の個人情報の取扱い  

1. 「スクールアプリ 2 管理システム」の利用にあたっては、ディスコが提示する項目に該

当する個人情報の登録が必要です。 

2. 「スクールアプリ 2 管理システム」に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 アドレスなど）は、株式会社

ディスコが、個人情報保護責任者 篠崎和之 （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）の監督の元、厳重に保管、管理し、本人の同意なく第



三者へ提供はしないものとします。但し、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合

があります。また、ディスコは、登録された教育機関担当者の個人情報を下記の利用目

的のみで使用し、あらかじめ担当者本人の同意なく他の目的で利用することはありませ

ん。 

(1)「スクールアプリ 2」掲載情報の内容に関する問い合わせ 

(2)「スクールアプリ 2」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ご案内の提供 

(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 

3. 「スクールアプリ管理画面」への登録情報は、「スクールアプリ 2 管理システム」内の

「管理者」画面より随時、変更追加ができます。また、登録された個人情報の開示、利

用目的の通知、訂正、追加または削除および利用または提供の拒否等を求める場合は、

上記個人情報相談窓口まで連絡するものとします。 

ディスコの個人情報の取り扱いについての詳細は 

http://www.disc.co.jp/privacy/index_02.htm をご参照ください。 

 

第16条 本アプリの変更、利用または停止 

1. ディスコは、「スクールアプリ 2 管理システム」全部または一部に関して、利用者への

事前の承諾を得ることなく、本アプリの内容、表示、運営方法等を変更し、または本ア

プリの提供を中断、終了することができます。この場合、ディスコはかかる変更・中断

等に起因して生じる事象について一切責任を負いません。 

 

第17条 禁止事項 

1. 教育機関は「スクールアプリ 2」「スクールアプリ 2 管理システム」の利用に関して、

以下の行為を行わないものとします。 

(1)ディスコまたは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害す

る行為、または侵害する恐れのある行為 

(2)法令若しくは公序良俗に違反し、ディスコまたは第三者に不利益を与える行為 

(3)他者を差別若しくは誹謗中傷し、その名誉若しくは信用を毀損する行為 

(4)詐欺等の犯罪に結びつくまたは結びつくおそれがある行為 

(5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載す

る行為 

(6)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行

為 

(7)教育機関の自動巡回プログラム等により本サービスに関するシステムの全部また

は一部に過負荷をもたらすおそれのある行為 

(8)教育機関が本サービスの利用を通じて知りうるディスコの一般に公開していない

情報（本サービスに関する情報・しくみ・ノウハウ・プログラムソース等を含む）



の一切を第三者へ開示・漏洩もしくは教育機関自らのために利用する行為 

(9) ウィルス、ワーム、時限爆弾、トロイの木馬、またはその他の有害若しくは悪意

のあるコード、ファイル、スクリプト、エージェント若しくはプログラムをアップ

ロードすること 

(10)ディスコまたは他の教育機関の運営に支障を与える行為、または与える恐れのあ

る行為 

(11)その他本規約に違反する行為 

2. 万一教育機関が前項各号にあたる行為を行った場合、ディスコはこれに対し事前予告な

くして遮断措置等技術上の措置を講じることができるものとし、これにより教育機関に

損失が生じた場合でもディスコは何ら責任を負わないものとします。 

 

第18条 サービスの解除 

1. ディスコは、教育機関が次の各号に該当するときには、教育機関に対し通知を行うこと

により、即時に本契約を解除することができます。 

(1)本規約の規定に違反したとき 

(2)ディスコおよび他教育機関を含む第三者の信用を傷つけたとき 

(3)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別

清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき 

(4)手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき 

(5)事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき 

(6)合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき 

(7)信用に不安が生じたとき 

(8)事業を廃止したとき、または清算にはいったとき 

(9)教育機関が法令違反その他社会的合意に反する行為等を行ったことによりディス

コが「スクールアプリ 2」「スクールアプリ 2 管理システム」を利用することが望ま

しくないと判断したとき 

(10)その他本規約に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき 

2. ディスコは、前項各号に定める事項の他、第三者からの苦情または教育機関に起因する

トラブル等から、教育機関による「スクールアプリ 2」「スクールアプリ 2 管理システ

ム」の利用が、ディスコまたは「スクールアプリ 2」「スクールアプリ 2 管理システム」

の信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した場合には、教育機関に対し通知するこ

とにより、本契約を即時に解除することができるものとします。 

3. 教育機関は、前 2 項の規定により本契約を解除された場合には、期限の利益を喪失し、

直ちにディスコに対する一切の債務を弁済するものとします。 

4. ディスコは、教育機関が次の各号に該当し、かつディスコが緊急を要すると判断した場

合には、教育機関に対し事前の通知なしに一定期間の利用を停止することができるもの

とします。 

(1)会員または他の教育機関を含む第三者およびディスコの生命、身体、財産、名誉、



信用等に影響を及ぼす可能性があるとき 

(2)教育機関が法令違反その他社会的合意に反する行為等を行ったことによりディス

コが「スクールアプリ 2」「スクールアプリ 2 管理システム」を利用することが望ま

しくないと判断したとき 

 

第19条 譲渡等  

ディスコは、「スクールアプリ 2 管理システム」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、本規約上の地位を第三者に承継させることができるものとし、

本規約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20条 損害賠償 

1. 「スクールアプリ 2 管理システム」の利用において、ディスコが教育機関に損害を与え

た場合、その賠償の範囲は、直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ教育機関との第

３条での契約成立時に基づく、ディスコに対して支払済みの対価相当額を上限とします。 

2. 教育機関が「スクールアプリ 2 管理システム」を利用してディスコに損害を与えた場合、

直接間接を問わず一切の損害の賠償義務を負担するものとします。 

 

第21条 本規約の翻訳版について 

本規約は日本語（日本）にて書かれたものです。本規約の他言語への翻訳版と日本語版に内

容の相違がある場合は、日本語版が優先して適用されるものとします。 

 

第22条 日本国外からの利用 

1. 教育機関および教育機関担当者が、日本からの製品、サービス、ソフトウェアを受け取

ることが禁止されている国に居住している場合、「スクールアプリ 2」「スクールアプリ

2 管理システム」に関連する、ディスコが提供するサービスを利用することは出来ませ

ん。 

2. 教育機関は、スクールアプリによって収集された個人情報が日本に転送され、日本で処

理されることに同意します。 

 

第23条 本規約の変更  

ディスコは、本規約を変更する場合があります。変更については、「スクールアプリ管理画

面」上のお知らせなどで、教育機関に通知するものとします。また、変更の内容については、

「スクールアプリ管理画面」に本規約を１か月掲載した時点で、すべての利用者が承諾した

ものとします。 

 

第24条 準拠法および管轄裁判所  

本規約は、日本法を準拠法とします。本規約に関する紛争については、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）を第一審の専属合意管轄裁判所とします。  

 

株式会社ディスコ 

 

2017 年 4 月 1 日 制定 

2017 年 6 月 1 日  改訂 


