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

2022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

受験料のお支払は銀行振込となります。お振込期日などはお申込受付後にご連絡いたします。
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）普通預金
口座番号：0394982 口座名義：メディカルラボ 代表 矢追 俊和
※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（4,500円×10名）振込手数料が880円の場合
申込金額￥45,000－振込手数料￥880＝￥44,120 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

【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。

2022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※

□

9/25(日)

受験科目
（1つ選択）※

□

A型

□

英・数・化・生

□

/

/

□
B型

10/9(日)

英・数・化・物

□
□

/
C型

男

性別※

(

)

英・数・物・生

・

女

高等学校

在籍高校名※

住所
建物名
部屋番号

□自宅に

受験者氏名※
（カナ）

西暦

〒

郵便番号※

在籍高校にて実施

(9/25～10/9の中より選択)

10/2(日)

受験者氏名※
（漢字）
生年月日※

□

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

□

送付を希望する

□

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。裏面に示す内
個人情報の取り扱いに 容をご確認の上、ご同意いただける場合には、個人情報取り扱い事項について同意しますに☑をお願い申
ついて※
し上げます。
□ 個人情報の取り扱いに同意する
(記入日
年
月
日)

高校への情報開示
について

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。

お客様の個人情報の取り扱いに関する同意書
2022 年 4 月１日 DH

お客様の個人情報の取り扱いに関する同意書
株式会社キョーイク（以下、「当社」といいます。）は、「個人情報の
保護に関する法律」及び当社の「プライバシーポリシー」
（https://kyo-iku.jp/privacy/）に基づき、お客様からご提供頂く
個人情報を厳正に管理しております。

※個人情報をご提供頂くことは任意ですが、当社が提供をお願い
する個人情報をご提供頂けない場合、サービスのお申込みや契
約等の各種手続きならびにサービスのご利用等ができなくなる場
合がありますのであらかじめご了承ください。
1 個人情報の利用目的について
当社はお客様よりご提供頂く個人情報を以下の目的のために利
用いたします。
①医系専門予備校「メディカルラボ」（以下、「メディカルラボ」とい
います。）の医学部受験コース、季節講習、対策講座等のご案
内、お申込み各種お手続き
②メディカルラボの学校説明会、個別説明会、ガイダンス、講演会
等のイベントのご案内、お申込み各種お手続き、イベント会場で
のご案内、お申込み各種お手続き
③メディカルラボの教育コンテンツ・サービスのご案内、利用及び
提供、企画開発
④学力向上、志望校合格等の目的を実現する為、メディカルラボ
の生徒や「私立医学部模試」等のテスト受験者の指導
⑤「全国医学部最新受験情報」等の医学部受験に関する情報
誌、書籍の発刊物のご案内、お申込み各種お手続き
⑥「全国医学部最新受験情報」等の医学部受験に関する情報
誌、書籍の出版に関するイベントのご案内、お申込み各種お手続
き、イベント会場での利用及び提供
⑦「私立医学部模試」等の医学部受験に関する試験のご案内、
お申込み各種お手続き
⑧「私立医学部模試」等の医学部受験に関する試験の説明会、イ
ベントのご案内、お申込み各種お手続き、イベント会場でのご案
内、お申込み各種お手続き
⑨「私立医学部模試」等の医学部受験に関する試験の利用及び
提供
⑩メディカルラボの教育コンテンツ・サービス、「全国医学部最新
受験情報」等の情報誌、「私立医学部模試」等の試験に関する調
査・集計、分析
⑪メディカルラボ、「全国医学部最新受験情報」等の発刊、「私立
医学部模試」等の試験に関するイベントの調査・集計、分析
⑫メディカルラボ等の教育コンテンツ・サービスの企画開発に関す
る調査・集計、分析
⑬「全国医学部最新受験情報」等の発刊物の企画制作
⑭「私立医学部模試」等のテストの企画開発
⑮河合塾グループ法人の教育関連事業の授業、講習、講座等の
ご案内
⑯河合塾グループ法人の学校説明会、個別説明会、ガイダンス、
講演会等のイベントのご案内
⑰河合塾グループ法人の教育関連事業に関係する、進路、進
学、受験等に関する情報誌、書籍の発刊物、教育コンテンツ・サ
ービスのご案内
⑱河合塾グループ法人の「全統模試」等の試験やアセスメントの
ご案内
⑲河合塾グループ法人の教育関連事業に関係する、進路、進
学、受験等に関する調査・集計・分析
2 共同利用について
当社は、個人情報を、1 の利用目的の範囲内において、医系専
門予備校「メディカルラボ」の各校舎を運営する事業者、並びに当
社の次の関係会社及び関係学校法人との間で共同利用すること
があります。
・学校法人 河合塾
・株式会社 河合塾 One
・上記のほか以下のウェブサイトに記載する河合塾グループ法人
・河合塾グループ法人一覧：
https://www.kawaijuku.jp/jp/kawaijuku/group/

3 第三者への提供
当社では、あらかじめご本人様の同意を得ることなく、個人情報を
第三者に提供することはございません。ただし、次の場合および
後記 4 の場合には、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人
情報を第三者に提供することがありますので、ご了承ください。
・法令に基づき提供する場合
・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、ご本人様の同意を得ることが困難であるとき。
・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
要がある場合であって、ご本人様の同意を得ることが困難であると
き。
・国の機関も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で
あって、ご本人様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。
4 行動履歴、属性情報および第三者の広告配信について
(１)Cookie を利用した広告配信
Cookie は Web サイトからお客様の端末に送信される小さなテキ
ストファイルで、お客様のウェブブラウザ上に情報を保存したり、ま
たはお客様のブラウザ上から情報を取得することができます。
Cookie はお客様の端末（通常ウェブブラウザ）を識別しますが、そ
れ自体ではお客様を個人として特定することはありません。
Cookie は、当社 Web サイトの機能の向上や、当社が Web サイト
の改善を行うためにアクセスログを収集・解析したり、インターネッ
トにおいてお客様をトラッキングすることにより当社 Web サイトもし
くは広告配信事業者から、お客様の興味・関心に合わせてパーソ
ナライズされた広告を表示することなどを可能にします。多くの
Web ブラウザでは、自動的に Cookie の使用が許可されますが、
Cookie の使用を禁止するようにブラウザの設定を変更することも
可能です。
(２)アクセスログと属性情報の解析
当社は Google 社の Google Analytics を使用し、ウェブサイトでの
通常のアクセスログの収集ならびに解析に加え、ユーザー属性情
報（年齢、性別、興味・関心、言語等）の解析を行っております。ま
た、Google Analytics により収集したお客様のウェブアクセスログ
情報やユーザー属性情報と、お客様が当社に提供した個人情報
（ウェブフォームで入力された情報やアンケートへの回答を含む）
を紐づけたうえで分析し、お客様の興味・関心に応じた当社サー
ビスのご案内や広告の配信を行っております。
(３)第三者の広告配信事業者が提供する広告配信
当社は、お客様が広告配信事業者のサービス上で目にする当社
の商品・サービスに関する広告やコンテンツをそれぞれのお客様
向けにカスタマイズして表示し、利便性を向上する為に、広告配
信事業者が提供する「オーディエンス機能」等を使用しています。
この目的の為に、不可逆変換された個人情報の一部（メールアド
レス等）を広告配信事業者と共有し、広告配信事業者のサービス
上で当社の広告を表示する目的のみで利用します。「オーディエ
ンス機能」等の仕組みや、広告配信事業者によるデータの限定的
な取り扱い方法は広告配信事業者の広告ヘルプページ等をご確
認ください。これらの広告配信事業者の広告については、お客様
により広告配信事業者内に設けられたページにアクセスして、機
能の有効化/無効化を選択することができます。
①Google「カスタマーマッチ」
②Facebook「カスタムオーディエンス」
③Yahoo!JAPAN「オーディエンスリスト」
④LINE「オーディエンス」
⑤Twitter「テイラードオーディエンス」

