弥 生スクール制度規 約
本規約 は、弥生株式会社 （
以 下「
弥 生（株 ）」
と言 う。）が
実施す る入 会制サービス「
弥 生 スクール」の利 用に関し
適用するものとします。
1.総則
名称： 本プログラムは弥 生スクールと称します。
所在： 本プログラム事務局は弥生（株）
内 または、弥生
（
株）
が定める場所におきます 。
2.意義
弥生スクールとは、教育機関 において、コンピュータ会
計 を基 盤に実務向けの 授業 を確立するための 支援プ
ログラムです 。
3.活動
弥生スクール事務局は、以下 の活動 を行います 。
3-1 入会校の勧誘 、登 録、抹消。
3-2 認定校 の審査 、合 否の通達
3-3 弥生（
株）
製品・
情報の提供。
3-4 教 育ツールの提供
4.入会
4-1 入会資格
入会資格は、学校教育法第 1条・第 82条 の2項 に定め
られた学校 、職業能力開発促進法 に基 づく職業訓練
校 、雇用能力開発機構 に属 す る教育訓練機関 （
委託
は除く。）
とし以下 、「
本 校」と言 います。「本校 」以外の
学 校であるその他 の教育機関に関 しては以下 、「
その
他 校」と言い「本校 」
とは異なる条件 のもとで入会資格
があります。また入 会できる学 校の単位 は 各学校の所
在地ごとの入会のみとします。
4-2 入会によるサービスおよび特典
入会されますと、弥生会計スクールパックが通常価格よ
り安価にもとめられ、その他の教育用 ツールを購入する
ことができます。
4-3 入会校の義務
① 入会時の登録内容に変更があった場 合は、速や か
に弥生 スクール事務局 に文書 でお届けいただきます 。
届け出のない場合 には、サービスの提供 ができない場
合があります。
②弥生 スクー ル入会校 は、不正の目的をもってアイ ス
クールを利 用してはなりません。また、弥 生 スクールか
ら得た情報は、第三者に提供したり、複製物を作 成した
りすることはできません。弥生スクール入会校の登録が
抹消された場 合には、直 ちに弥生 スクールから得た情

報が保存 されている媒 体の情報 を抹消 するか、廃 棄し
なければなりません。
5.入会と退会
5-1 入会手続き
入会手続 きは、本規約をご一読 いただき、「入会申込
書」に必要事項をご記 入 の上、ファックスにてお申 し込
みください。申 込 み受理後 、弥生 スクール事務局から
所定の入会金および 年会費の振込用紙 を送 付します。
5-2 入会校資格の有効期限
弥生 スクール入 会校資格の有効期限は申込日に関係
なく4月1日 から翌年3月31日とし、弥生 スクール事務局
より入会校番号 が届 いた日よりサービスをご提 供するこ
とができます。
5-3 入会申込 受付の期限
その年度 の入会申込 受付は 弊社弥生会計の新商品が
販売 される2週間前をもって一旦中止とし、次年度 入会
校の申込 受付 開 始は 弊 社 Webサイトにて告 知 をしま
す。
5-4 商品購入 の有効期限
弊社新商品の発売前 に入会された学 校 は弥生会計ス
クールパック以 外の商 品で発売中止 の告知 がない商
品については翌 年 3月 31日 まで購入 することができま
す。
5-5 入会校資格の自動更新
登録 され た入会校資 格は、２年 目以降自動更新となり
ます 。有効期限満了2ヶ月前 までに、アイスクール事務
局より更新 に関 する書 類をご送 付 させていただきます
ので、有効期限満了 までに翌年分の年会費 をお 支払
いください 。

5-5 入会校資格 の喪 失と登 録の抹消
以下 のいずれかの条 項に該 当すると事務局 が認 めた
場合 、事務局は入会校 への文書 による通知 をもって登
録を抹消 することができます。その際、既に納 付されて
いる入会金・
年会費の返還 は行いません。
①入会申込書等、弥生 スクール事務局 に提 示 された書
類に虚偽の記載がある場合 。
②弥 生スクール入会校番号 を不 正に使 用し、あるいは
使用 させ た場合 。
③本規約 に定める重 大な事 項に違反し、あるいは弥生
スクー ルの運営 を妨害した場合。
④その他弥生スクールの業務に重 大な影響 を与える危
険性がある場合 。

⑤年会費の支 払いを怠 った場合。
⑥ 弥生 スクール事務局 「弥生 （
株）」が入会校 として不
適当と判断した場合。
5-6 入会校の退会
入会校 は弥生スクール事務局 に文書により通 知するこ
とで退会できます 。ただし、既に納付 されている入会金、
年会費 の返還 は行いません。
6.入会金と年会費
6-1 入会金・年会費
弥 生スクール入会校に対す る入会金と年会費 は別 途
弥生スクール事務局よりご案内 する金額とします 。
入会金 は入会時 、年会費の納入は年１回 とし、全額一
括納入 してください。事務局よりご送 付す る振込用紙に
て納付 してください。なお 、お支払 い頂いた入会金・
年
会費は、理由 の如何にかかわらず、返還致しません。
また注 文した製品 も理由 の如何にかかわらず 、返品で
きません。
6-2 再入会
再度、入会 を希望 される場合には入会金 ・年会費が必
要となります。
7．弥生 スクー ル認定校について
7-1 弥 生スクール認定校とは
弥 生スクール認定校とは教育姿勢・教育環境 ・教育 ス
キルに関して弥生 スクー ル事務局が定めた基準 を満 た
していると判 断した入会校に対 し授ける称号です 。
7-2 弥生スクール認定校申込について
弥生スクール認定校としての申 込は 弥生 スクール入会
校申込時に選 択をします。
まず入会校として入会金・
年会費 の支払 いを弥 生スク
ー ル事務局 が確 認 後、審査に必要 な書 類 を送 付しま
す。
7-3 弥生スクール認定校審査について
弥 生スクール事務局よりの審査書類に記 入いただき2
週間以内に返送 していただきます 。また弥生 スクール
事務局 が要望 した書類等 を添 付いただきます 。
審査書類に関 しての複製 は一切認 めません。
また審 査の内容に関して本規約7-6を適 応します。
弥生スクール事務局よりの審査書類 ならびに要 望され
た書類 を返 送 したのち2週間以内に合否のご連 絡を郵
送 にてご連 絡 いたします 。その際いただいた書 類の返
還は行いません。
7-4 弥生スクール認定校合否について

合否審査結果 の質問 ならびに問 合せについては 弥生
スクール事務局 は一 切お答え致しません。また合否結
果の如何に関わらず 入会校として支払 った入会金 、年
会費の返還 は行 いません。
弥生 スクール認定校合格の通知 は審 査 書 類 ならびに
要望 した書 類を期限内 に返送し、弥生 スクール事務局
が定 める基 準を満たした学 校に対し、認定校楯を沿え
て送 られます。
以下の場合 は不合格 の通知 が送 られます。
・
審査書類 ならびに要望した書類 が期限内に返送 され
なかった場合 。
・
審査書類 の複製を確認した場合。
・
審査 の内 容に関して本規約 8-5に違反 した場 合。
・
弥生 スクール事務局 が定 めた基 準を満たせなかった
場合。
7-5 弥生スクール認定校の再申請について
弥生 スクール認定校審査に不合格となってしまった学
校は次年度入会金の支払いが確認上で再審査を受け
ることができる。
7-6 弥生スクール認定校の抹消 について
弥生 スクー ル認定校の抹消 は5-5を適応 します。
入会金、年会費 の返還 は行いません。
8.規約の変 更その他
8-1 規約 の変更
本規約（
プログラムの内容等含む ）は、２週間 の予告期
間をおいて適宜変更できるものとします 。予告および 変
更内容の告知は弊社弥生 スクー ルウェブサイトにて行う
ものとします。
8-2 提供情報
弥生 スクール事務局 が提供する情報及び内容の一部
は弥 生（
株 ）の都 合により適宜中止ないし中 断すること
がありえますが、この場合にも会費 の返 却はせず、また
弥生 （株）
及び 弥生 スクール事務局が認 めた原資料の
提供者は如 何なる責任も負担致しません。
8-3 譲渡禁止等
弥生 スクー ル入会校 は、その有す る権利 を第三者 に担
保提供、譲 渡、名義変更はできないものとします 。
8-4 情報 サービスの中断・
遅延
弊社 のサーバ、ネットワーク機器 、回線 などの故障 、停
止、停電 、天災 、保守作業 、その他の理由により、弥生
スクール事務局 からの情報 サービスの中断 、遅延 など
が発 生し、その結果会員が損害を被った場合 において

も弊社 は一切 の責 任を負 わないものとします。
8-5 秘密保持
入会校 は、本規約 に関 連して弥生 （株）から書面又は
口 頭によるかを問 わず、秘密情報 として受領した情報
を、秘密 として適切 に保持管理し、弥生（
株）
により認め
られた以外 の目的 で使 用してはならず、また、第三者
に漏洩又は開示してはなりません。ただし、受領する前
に既に自ら保 有していたもの、受領 する前 に既 に公知
であったもの 、受 領した後自らの責 めによらずに公知と
なったもの、受領 した後正当な権利 を有 す る第三者か
ら何らの秘密保持義務 を課せられることなく取得 したも
のについては、秘密情報の対象から除外 します 。
8-6 免責
弥生スクール事務局、弥生（株）および 弥生スクール事
務 局が認めた原 資 料の提供者は、弥生 スクール入 会
校に対して、弥生 スクー ルから提供 されるサービスの品
質 の完全性 や有用性につき、いかなる保 証も致 しませ
ん。弥 生スクール事務局 、弥 生（
株）
および弥生 スクー
ル事務局が認めた原資料の提供者は、弥生 スクー ル
のサービスの利用 により発生した会 員または他 者の損
害およびサービスを利 用 できなかったことにより発生し
た会員 または他者 の損害に対 し、いかなる責任 も負 わ
ないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとしま
す。また、弥生スクール事務局 は、ウェブ等上の掲載内
容 等について、不適切 なものがある場合 、直 ちにこれ
を排除する場 合があります。この場 合 、弥 生スクール事
務局は、当該行動 によるいかなる損害賠償義務 も負わ
ないことにします。
8-7 その他
① 弥生 スクールに関す る著作権を含む 一 切の知的所
有権は、弥生（
株 ）に所属 します。
②弥生 スクールに関す る一切 の紛争の専属的管轄裁
判所は、東京地方裁判所とします。
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