書類番号③

【生徒用】 太枠内を記入のうえ、担当の先生に提出してください。

2021年度 第2回 私立医学部模試高校申込用紙【生徒用】
※がついている項目は必須項目です

申込日

【

月

日（

）】

メディカルラボ指定の会場にて実施

試験会場※

□

試験日※

□ 10/3(日)

受験科目
（1つ選択）※

□

A型

□ 10/10(日)

□ 10/17(日)

英・数・化・生

□

受験者氏名※
（漢字）

B型

□ 10/24(日)

住所
建物名
部屋番号

□ 10/31(日)

英・数・化・物

/

/

□

□
C型

男

性別※

/

(

)

英・数・物・生

・

女

高等学校

在籍高校名※

〒

郵便番号※

□自宅にて実施

受験者氏名※
（カナ）

西暦

生年月日※

□ 在籍高校にて実施

会場

―

※

※ 連絡可能な固定電話もしくは携帯電話番号をご記入してください

電話番号※

＠

メールアドレス※

お申込みが全て完了すると【お申込み確認メール】と【決済受付完了】のメールが届きます。
「shidaimoshi@medical-labo.com」からのメールを受信できるように設定してください。
万が一メールが届かない場合は、お手数ですがメディカルラボ本部までご連絡ください。
電話番号：052-589-4722／メールアドレス：shidaimoshi@medical-labo.com
受験番号やマイページのＩＤ・パスワードもメールで通知させていただきます。

メディカルラボの
資料の送付

個人情報の取り扱いに
ついて※

□

□

送付を希望しない

最寄りの校舎より、医学部受験に役立つ情報や学校案内資料をご記入いただいたご住所にお送りします。

ご記入いただいた情報は、メディカルラボのプライバシーポリシーに従って取り扱います。
必ず「プライバシーポリシー」（別紙）をご一読いただき、同意のうえお申込みください。

□
高校への情報開示
について

送付を希望する

個人情報の取り扱いに同意する

今回の私立医学部模試について、模試に付随して発生する情報（成績結果、受験番号、マイページID、
パスワード等）はあなたが所属する高校に開示させていただきます。あらかじめご了承ください。

登録完了後、メール受信確認のため連絡をさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

書類番号②
太枠内をご記入のうえ、生徒から回収した申込書とともにメディカルラボ本部へ郵送またはFAXしてください。

メディカルラボ本部 FAX ：

052-551-2106

2021年度 第2回 私立医学部模試 高校申込書 【先生用】
生徒に配布いただいたプライバシーポリシーの内容に関して、受験する生徒が承知している事を

□

確認欄

確認してください。確認後、右の確認欄にチェック☑のうえ申込書に必要事項をご記入ください。

電話番号
貴校名
ＦＡＸ番号

フリガナ
ご担当
先生名

姓

名

先生
〒
住所

□ メディカルラボ指定の会場にて実施
試験
会場

受験会場：

会場

□ 貴校にて実施

試験日

□ 自宅にて実施
Ａ型

申込
人数

Ｂ型

Ｃ型

受験型

人

人

人

人

受験日の１週間前までに、下記口座へお振込みくださいますようお願い致します。
受験料の
お支払に
ついて

【お振込み先】
三菱UFJ銀行 柳橋支店（店番：224）口座番号：0218456

メディカルラボ

※振込手数料はメディカルラボが負担いたします。
例えば受験人数が10名で（5,000円×10名）振込手数料が880円の場合
申込金額￥50,000－振込手数料￥880＝￥49,120 をお振込みください。
振込手数料は金融機関ごとに異なります。各金融機関窓口でご確認ください。

備考：ご要望等ございましたらご記入ください。

メディカルラボ 本部
TEL : 052-589-4722 FAX : 052-551-2106
MAIL : shidaimoshi@medical-labo.com

プライバシーポリシー
株式会社キョーイク（以下、
「当社」といいます。
）は、当社が営む各種事業において取扱う
個人情報が、お客様のプライバシーを構成する重要な要素であることを深く認識し、個人情
報の保護に関する法令及び内部規程を全ての従業者が順守することにより、お客様の当社
に対する期待と信頼に応えてまいります。
01. 事業内容
株式会社キョーイク
所在地：
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4-6-17 名古屋ビルディング 6F
事業内容：
・教育関連事業（医系専門予備校「メディカルラボ」の運営、広報・マーケティング業務、
人事管理等）
・模試事業（
「私立医学部模試」の開催等）
・テキスト制作・出版事業（
「全国医学部最新受験情報」の発刊等）
02. 個人情報の取得、利用及び提供
当社が個人情報を取得、利用及び提供するにあたっては、あらかじめ、その利用目的をでき
る限り特定し、ご本人様に通知し、同意を得て、目的の達成に必要な限度において取得、利
用及び提供させて頂くとともに、その目的の達成に必要な範囲を超えた取得、利用及び提供
を行わない為の措置を講じます。また、ご本人様が容易に認識できない方法、偽りその他の
不正な方法により取得することはありません。
03. 法令、国が定める指針その他の規範の順守
当社は、個人情報の保護に関する法令、国が定める指針その他規範等を順守します。
04. 個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止並びに是正
当社は、取扱う個人情報に関するリスクを十分に認識及び分析し、必要かつ合理的な安全管
理措置を講じることにより個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止を行います。また、個人情
報の漏洩、滅失又は毀損が発生し得る、新たなリスクを察知した際には、遅滞なく是正処置
を講じます。
05. 苦情及び相談への対応
当社が個人情報を取得させて頂くご本人様の苦情及び相談については、以下のお問合せ窓
口にて承ります。

＜個人情報の取扱いに関する苦情相談窓口＞
a）責任者：苦情相談窓口責任者
b）郵便：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4-6-17 名古屋ビルディング 6F
c）電話番号: 052-551-2108
d）e-mail:privacy@medical-labo.com
06. 個人情報保護に関する取り組みの継続的改善
当社の個人情報保護に関する取り組みについて、最新の技術動向、個人情報保護に関する社
会情勢及び内外からよせられるご意見、苦情等の内容を十分考慮し、継続的に改善を行いま
す。
制定：2006 年 4 月 1 日
最終改定日：2021 年 6 月 17 日
代表取締役 矢追 俊和
個人情報の利用目的について
当社が個人情報を取得する場合には、事前に利用目的を明確にし、本人の同意を得た上で取
得します。また、個人情報を利用する場合には、事前に同意を得た利用目的の範囲内におい
て適切に利用します。
・直接取得した個人情報について
本人から直接個人情報を取得する場合、その都度利用目的を明確にし、本人の同意を得た利
用目的の範囲内において適切に利用します。
・直接書面以外の方法で取得した個人情報について
個人情報を直接書面以外の方法によって取得する場合、その都度利用目的を明確にし、同意
を得た利用目的の範囲内において適切に利用します。また、業務委託元から個人情報を取扱
う業務を当社が受託する場合や個人情報の第三者提供を受けた場合においても、契約内容
等に従い利用目的の範囲内において適切に利用します。
なお、当社が保有するお客様等の個人情報は以下の目的のために利用します。
1 お客様の個人情報
①サービスのご案内（サービス提供後のご案内を含む）
②サービスのお申込みや契約等の各種手続き
③サービスの利用及び提供
④商品開発

⑤アンケート調査
⑥広報活動
2 お取引先様の個人情報
①業務の遂行
②業務の遂行における責任者や担当者としての明示
③業務上の連絡
3 お取引先様から委託を受けた個人情報
①業務の遂行
4 採用応募者の個人情報
①採用選考
②採用選考に関する情報提供及び結果通知
5 従業者の個人情報
①雇用管理（入職、教育訓練、福利厚生、人事異動、退職に関わる手続き）
②業務の遂行
③業務の遂行における責任者や担当者としての明示
④業務上の連絡
上記の 1 については、
「個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）」において定められ
た”利用目的の公表（又は本人への通知）
、本人の同意もしくは同意に代わる措置” を実施し、
個人情報の適正な取扱いを行っている名簿業者からの購入により取得する場合があります。
個人情報の共同利用について
当社が取得した個人情報については、下記の共同利用を行うことがあります。
1 共同利用の利用目的
「個人情報の利用目的について」において公表している目的の範囲内で利用します。
2 共同利用する個人情報の項目
①氏名
②住所
③電話番号
④FAX 番号

⑤E-mail アドレス
⑥「個人情報の利用目的について」において公表している目的に必要とされるその他の情報
（各種記録など）
3 共同利用の範囲
「プライバシーポリシー」において公表している当社、当社の関係会社及び関係学校法人
（以下、
「河合塾グループ」といいます。
）との間で共同利用します。
4 共同利用する個人情報の管理責任者
株式会社キョーイク 個人情報保護管理者
5 取得方法
書面や電子データまたは電子媒体等により取得します。
開示対象個人情報に関する事項の周知
当社は、ご提供頂きました個人情報について、本人、又は本人の委任を受けた代理人から利
用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止､消去、及び第三者への提供
の停止（以下「開示等」といいます）のご請求があった場合、原則遅滞なくこれに対応致し
ます。
なお、開示対象個人情報とは、
「体系的に構成した情報の集合物を構成する個人情報であっ
て、当社が、本人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び
第三者への提供の停止の求めの全てに応じることができる権限を有するもの」です。ただし、
次の a）～d）のいずれかに該当する場合は、開示対象個人情報には該当しません。
a）当該個人情報の存否が明らかになることによって、本人、又は第三者の生命、身体、又
は財産に危害が及ぶおそれのあるもの
b）当該個人情報の存否が明らかになることによって、違法、又は不当な行為を助長し、又
は誘発するおそれのあるもの
c）当該個人情報の存否が明らかになることによって、国の安全が害されるおそれ、他国、
若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、又は他国、若しくは国際機関との交渉
上不利益を被るおそれのあるもの
d）当該個人情報の存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧、又は捜査、その

他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの
01. 開示対象個人情報の取扱いに関する苦情の申し出先
a）責任者：苦情相談窓口責任者
b）連絡先 052-551-2108（電話）
02. 開示等の求めに応じる手続き
a）開示等の申し出先
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4-6-17 名古屋ビルディング 6F
「株式会社キョーイク 苦情相談窓口責任者」宛
b）開示等の求めに際して提出すべき書面の様式その他の開示等の方式
次のリンクより「個人情報開示等請求書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、身分証
明書（運転免許証、パスポート等）のコピー並びに返信用の切手を同封して上記 a）まで郵
送してください。
https://www.medical-labo.com/pdf/privacy.pdf
c）開示等の求めをする者が、本人又は代理人であることの確認の方法 「個人情報開示等請
求書」の記載事項と、当社の保有する当該開示対象個人情報との合致並びに身分証明書のコ
ピーをもって確認します。代理人によるご請求の場合は、委任状を同封してください。
d）開示対象個人情報の利用目的の通知又は開示対象個人情報の開示における手数料請求ご
とに、手数料として 1,000 円（税込み）を徴収させていただきます。
03. 開示等の求めへの回答
開示等の求めへの回答を記載した書面を、本人に対して郵送致します。 また、個人情報の
保護に関する法令、国が定める指針、その他の規範に基づき、開示等のご請求を拒否するこ
とがあります。その場合は、拒否する旨と理由の説明の通知を以て開示等の求めへの回答と
させて頂きますので、予めご了承ください。
当社 Web サイトのセキュリティについて
01. 個人情報収集時の SSL の使用
当社が運営する Web サイトを通じた個人情報の取得では、個人情報を第三者による不正ア
クセスから守るため、SSL（Secure Sockets Layer）暗号化通信により保護し、安全性の確保
に努めております。

02. Cookie の利用について
当社 Web サイトでは Google 社の Google Analytics や Salesforce.com 社の Pardot を使用
し、通常のアクセスログの収集ならびに解析に加え、データ計測（年齢、性別、興味や関心、
行動履歴など）を行っております。これらの収集・解析・計測にあたっては、ファーストパ
ーティ Cookie や冗長性の確保を目的としたサードパーティ Cookie を使用しており、個人
を特定する情報は保存されず、一意の識別子のみが保存されます。なお、オプトアウト手続
きを利用してそれぞれのトラッキングを拒否することが出来ますので、希望される場合は、
下記 URL より手続きをお願い致します。
Google アナリティクスオプトアウトアドオン
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Pardot トラッキング拒否イニシアチブ
https://www.pardot.com/blog/pardot-tracking-code-respects-do-not-track-feature-inbrowsers/
03. クロスサイトスクリプティング（CSS/XSS）や SQL インジェクションへのセキュリテ
ィ対策
当社 Web サイトは、開発時より適切な検査・処置を行い、クロスサイトスクリプティング
（CSS/XSS）や SQL インジェクションへの対策を講じています。
04. その他のセキュリティ対策
当社 Web サイトをホストするサーバは、ファイアーウォールの設置、ウィルス対策の整備
等により、個人情報へのアクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩、ウィルス感染等の防止策を
講じています。

