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

「コカ・コーラキャンプ」申込約款 

 

お申込みの前に本約款及びプライバシーポリシーをご確認いただき、同意の上でお申し込み下さい。 

必ず保護者の方がお申込み下さい。  

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

 

「コカ・コーラキャンプ」申込約款 

 

第一条 適用範囲 

 

１．本約款は、ライフイズテック株式会社（以下「ライフイズテック」といいます。）が企画・運営するプログ

ラム「コカ・コーラキャンプ」（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。）とライフイズテック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、本約款につき理解した上で同意したものとみなされます。 

 

２．本約款は本キャンプに関する参加条件、参加費用、実施期間、実施ルール、マナーその他を規定したもので

す。 

 

３．本約款は今回お申込みの本キャンプに限り適用されるものです。 

 

 

第二条 参加者の定義と申込について 

   

１．参加者とは、本約款に同意の上で本キャンプにお申込みをした方で、ライフイズテック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、ライフイズテック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、本約款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、ライスイズテック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．ライフイズテックは、次の場合を除き、参加希望者の申込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ライフイズテック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) ライフイズテック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。 

 

 

第三条 キャンプの期間と内容について 

 

１．ライフイズテックのキャンプは中学生・高校生向けコースから構成され、本キャンプの対象者は、中学生、

高校生です。 

本キャンプは、2015 年 12 月 27 日から 29 日までコカ・コーラ環境ハウスをプログラム及び宿泊会場とし、直

接プレゼンテーション技術等を学び、2016 年 1 月 24 日にコカ・コーラ本社（東京）をプログラム会場とし、

プレゼンテーションを実践する形態で実施されます。本キャンプは、オンラインや通学型のスクールではござい

ません。 

 

２．本キャンプの実施時期は、2015 年 12 月 27 日から 12 月 29 日および 2016 年 1 月 24 日です。 

 

 

第四条 参加費用について 

 

本キャンプへの参加に係る費用は以下の通りです。 

 

「参加費用について」 

 

東京集合プラン 定価 50,000（税込） 

現地集合プラン 無料 

 

※コカ・コーラ社の協賛により、プログラム代、宿泊食事費がすべて無料となります。 

※現地集合プランの方は、新千歳空港までの往復交通費および東京でのプレゼンテーションの往復交通費は各自

ご負担となります。 

※東京集合プランの参加費用は、12 月 17 日（木）迄に、銀行振込にてお支払いください。 

※使用する PC はこちらで一人一台ご用意します。 

※ご自宅から空港、東京プレゼン会場までの交通費、プレゼン日の昼食は各自ご負担ください。 

 

第五条 お支払いについて 

 

１．参加者は、前条の参加費用につき、別途ライフイズテックが指定する銀行口座に振込む方法よって、指定期



日までにライフイズテックに支払うものとします。 

 

２．参加費用は第四条 1項「参加費用について」にある通りです。 

 

３．銀行振込による支払いの場合、申込み後、ライフイズテックが指定する期日内に指定口座への入金の確認が

取れない場合は、キャンプへの参加をお断りする場合があります。  

 

 

４．参加者の都合により支払が不履行だった場合、または、指定期日までに参加費用の入金の確認が取れなかっ

た場合、原則として、本キャンプへの参加をお断りさせていただきます。この場合ライフイズテックから 督促

状をメールまたは郵送にて送る場合があります。  

 

５．振込等による手数料は参加者負担とします。 

 

 

第六条 キャンセルについて 

 

１．本キャンプに関するキャンセル料は以下の通りです。 

 

・2015 年 12 月 10 日（木）まで：キャンセル料はかかりません。 

・2015 年 12 月 11 日（金）～12 月 20 日（日）まで：参加費用の 60％ 

・2015 年 12 月 21 日（月）～12 月 26 日（土）まで：参加費用の 80％ 

・2015 年 12 月 27 日（日）以降のキャンセル：参加費用の 100％ 

 

 
２．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、本キャンプに係る参加費

用は原則として返還いたしません。 

 

 

第七条 参加費用の未払いについて  

 

１．参加者が支払い期限までに本キャンプの参加費用の全額を支払わない場合、ライフイズテックは、自己の裁

量により、参加者に対して文書又は電子メールによって支払を督促し、また、当該参加者の本キャンプへの参加

をお断りすることがあります。 

 



２．参加者が本キャンプの参加費用を含むライフイズテックに対する代金の支払を怠った場合、ライフイズテッ

クは、自己の裁量により、事前の通知又は催告なく当該参加者による本キャンプ以降のライフイズテック主催の

キャンプやイベントへの参加を停止することがあります。 

 

 

第八条 本キャンプに関する免責事項について  

 

１．以下の事由により参加者が損害を受けられた場合は、ライフイズテックは賠償の責任を負いません。 

 

参加者又は第三者の故意･過失により参加者が損害を被られた場合 

（ア）天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる日程の変更若くは中止 

（イ）運送・宿泊機関の事故若くは火災又はこれらのために生ずる日程の変更若くは中止 

（ウ）運送機関の遅延、ストライキ、不通又はこれらによって生ずる日程の変更若くは目的地・滞在時間の短縮 

（オ）官公署の命令、または伝染病による隔離 

（カ）ライフイズテックの過失によらないキャンプ中の事故 

（キ）キャンプ中の食中毒 

（ク）寝不足による体調不良や疾病 

（ケ）第三者の指示に基づく医療処置（服薬を含む） 

（コ）盗難、忘れ物 

（サ）参加者による集合場所、出発場所への遅延によるキャンプの不参加 

（シ）申込み人数が最小催行人数に満たなかったために生ずる日程の変更若くは中止 

 

 

第九条 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。 

 

以下に定める禁止事項に著しく違反したとライフイズテックが判断した場合には、本キャンプへの参加の中止を

含むライフイズテック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。  

 

（ア）他参加者への迷惑行為 

（イ）ライフイズテック関係者（ライフイズテックが雇用するメンター講師等）個人への接触行為 

（ウ）他参加者及びライフイズテックの商標権等の知的財産を侵害する行為 

 

 



第十条 本キャンプに関する著作権について 

 

１．本キャンプにて使用する教材に含まれる画像、文章、音声、ソフトウェア等すべての著作物（以下、「コン

テンツ」）の著作権は、ライフイズテック又は元の権利者に帰属しています。従って、本キャンプで使用する以

外の目的でコンテンツを使用した場合は、著作権の侵害として著作権法に違反することになります。 

 

２．本キャンプにて使用する教材によらず参加者が自ら制作した画像、文章、音声、ソフトウェア等の著作物に

係る著作権は、参加者に帰属します。但し、本キャンプ以前からライフイズテックが保有していた権利は変わら

ずライフイズテックに帰属します。 

 

 

第十一条 本キャンプに関する機密保持義務について 

 

１．参加者等は、本キャンプにて知り得た以下に例示するライフイズテックの業務上、技術上又は営業上の秘密

情報について、ライフイズテックの書面による事前の承諾なくして第三者に開示又は漏洩しないものとします。 

 

（ア）教育プログラムに関する情報（教科書・サンプルコードなど） 

（イ）顧客（生徒、保護者、学校関係者、スポンサーなどライフイズテック社の関係者）に関する情報 

（ウ）事業運営上の仕組み（IT システム、運営オペレーション、顧客管理など）に関する情報 

（エ）財務、人事等に関する情報 

（オ）他社との業務提携に関する情報 

（カ）営業秘密等管理責任者により秘密情報として指定された情報 

（キ）以上の他、ライフイズテックが特に秘密保持対象として指定した情報 

 

２．次の各号に該当する情報については、秘密情報から除くものとします。 

（ア）開示の時点ですでに公知のもの、または開示後に参加者等の責によらずして公知となったもの 

（イ）参加者等が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの 

（ウ）開示の時点で参加者等がすでに保有しているもの 

（エ）開示された秘密情報によらずして、独自に参加者等が開発したもの 

 

 

第十二条 本キャンプに関する保険について 

 

万が一に備え、傷害保険に加入させていただきます。 

補償の範囲は、本キャンプに参加するために集合地に集合してから解散地で解散するまでの間で、且つ、責任者



の管理下にある間の急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償します。 

※	 三井住友海上 レクリエーション傷害補償プラン A（１）に加入 

https://life-is-tech.com/docs/mitsuisumitomo_recreation.pdf 

 

また、緊急時、災害時の対応は、 

https://life-is-tech.com/camp/emergency.html 

 

をご覧ください。 

 

 

第十三条 準拠法及び紛争処理について 

 

１．本約款は、日本法に基づき解釈されます。消費者保護に係る法令その他により本約款の一部が効力を有しな

いと判断される場合も、その他の部分については有効に存続するものとします。 

 

２．本約款及び本キャンプに関連してライフイズテックと参加者等の間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判

所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

 

第十四条 反社会的勢力の排除 

 

１．参加者及びライフイズテックは、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、且つ将来にわたっ

ても該当しないことを確約します。  

 

（１）反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、政

治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、反社会的勢力共生者、又はその他これらに準ずる者をいう。以下同じ。）

であること。 

（２）反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの協力・関与をして 

いること。  

（３） 反社会的勢力を利用していること。  

（４） 役員又は実質的に経営に関与する者が、反社会的勢力であること、又は反社会的勢力と交際しているこ

と。 

（５） 親会社、子会社、若しくは本契約にかかる下請又は再委託先（下請又は再委託契約が数次にわたるとき

には、その全てを含む。）が、前各号の一に該当すること。  

 



２．参加者及びライフイズテックは、相手方が前項に違反したとき、又は違反していたことが判明したときは、

何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができます。なお、本項により本契約を解除した当事者は、

解除により相手方に生じた損害を賠償する義務を負いません。 

 

 

第十五条 注意事項 

 

１．本キャンプの開催中に参加者所有のデバイス（パソコン、スマートフォン、タブレット）について実機登録

が必要な場合、登録は参加者一名につき一台（一アカウント）までとさせていただきます。複数のデバイス（パ

ソコン、スマートフォン、タブレット）、アカウントを登録することはできません。 

 

 

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

プライバシーポリシー 

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

 

■個人情報の取り扱いについて 

ライフイズテック株式会社（以下、ライフイズテック）では、プログラミング・IT キャンプ等のプログラム、

イベント等を通じてお客様に個人情報の提供を求める事があります。ライフイズテックでは、ご提供いただいた

個人情報に関して、この「プライバシー・ポリシー」を遵守し、個人情報を提供して頂いた全ての方が安心して

頂けるように個人情報の取り扱いについて十分以上の注意を払っております。 

 

■個人情報取得手段について 

ライフイズテックはお客様より直接個人情報を提供して頂くという正規の手段以外で個人情報を取得すること

はありません。 

 

■個人情報取得時について 

ライフイズテックはお客様より個人情報を提供して頂く際に、個人情報の使用目的を説明し、合意が得られた後

に提供する手続きを実施します。 

 

■個人情報使用について 

ライフイズテックは提供して頂いた個人情報を、合意して頂いた目的以外に使用する事は決してありません。ま

た、使用目的の範囲を超えて個人情報の利用を行わないよう、社内の管理体制の整備及び安全管理措置を講じま

す。 

 



■個人情報管理について 

個人情報の管理は、厳重に行うこととし、お客様にご承諾いただいた場合又は以下の各号に定める場合を除き、

第三者に対しデータを開示・提供することはいたしません。また個人情報の漏えい、滅失又はき損を防ぐため、

安全管理措置を規定し実施します。また問題発生の予防のための手順を設け実施するとともに、万が一の問題発

生に対しては速やかに再発防止のための是正を行います。また個人情報の取扱いを第三者に委託する場合は、当

該個人情報の安全管理が図られるよう、当該第三者に対して必要かつ適切な監督を行います。 

 

1. 法令に基づいて、開示が必要であるとライフイズテックが合理的に判断した場合 

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、本人の同意を得ることが困難であると

判断した場合 

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、本人の同意を得るこ

とが困難であると判断した場合 

4. 国の機関も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、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判断

した場合 

5. 合併その他の事由によりサービスの主体が変更され、サービスの継続のため個人情報を移管する必要がある

と判断した場合 

 

■安全管理の向上について 

 

個人情報が安全に管理され、提供者の皆様が安心出来るよう、社内で個人情報管理責任者を定め、日々セキュリ

ティーの向上に努めます。 

 

■法令・規範の遵守 

 

ライフイズテックは、ライフイズテックが保有する個人情報の取り扱いに関して適用される法令、国が定める指

針及びその他の規範を遵守いたします。 

 

■個人情報の照会・変更・削除、問い合わせ対応について 

 

ライフイズテックは、個人情報取扱事業者として、保有する個人情報に対するお問い合わせ、苦情、開示、訂正、

利用停止、第三者提供停止等の依頼等に対して、法令の定めるところにより、受付、対応の体制と手順を整備し、

迅速に対応いたします。 

 

個人情報取扱事業者    



ライフイズテック株式会社（東京都港区南麻布２丁目１２－３ 南麻布ビル１F） 

info@life-is-tech.com 

 

■当プライバシーポリシーの変更について 

当プライバシーポリシーは予告なく変更される事があります。ライフイズテックが別途定める場合を除き、ライ

フイズテックのホームページ上に掲載した時点で効力が発生するものとします。 

 

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

旅行業約款 

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

 

本キャンプは宿泊を伴うプランとなりますので、必ず旅行業約款/受注型企画旅行取引条件説明書をご覧くださ

い。 

 

標準旅行業約款  

→https://life-is-tech.com/docs/ryokou_yakkan.pdf 

 

 

受注型企画旅行取引条件説明書面（国内用） 

→https://life-is-tech.com/docs/juchugata_ryokou.pdf 

 


