
 
 当社以外が提供するトレーニングの提供条件 

2015年 4 月 1日制定 
2022年 6 月 13 日改定 

 
Top Out Human Capital株式会社(以下「当社」とします)以外が提供するトレーニングコースの、申込、キャンセル、
日程変更の提供条件を定めます。 
 
1. 株式会社 IPイノベーションズ主催トレーニングコース 
 
1-1.  申込期限 
トレーニングコース開始日の 11営業日前の 12:00 まで申込を受付します。 
 
1-2.  予約完了後のお客様によるキャンセル、日程変更 
キャンセルおよび日程変更のお申し出は、下記のメールアドレス宛にご連絡ください。お客様のお申し出により、手
数料を下記の通り申し受けます。 
info@topout.co.jp 
・11 営業日前の 17:30を超えたときから 3 営業日前の 17:30まで・・・代金の 50％ 
・3 営業日前の 17:30以降・・・代金の全額 
当日欠席された場合につきましても、代金の全額を申し受けます。また、テキストのみのお渡しは原則的に行なって
おりません。 
 
1-3.  トレーニングコースの中止、日程変更 
・お申込が所定の人数に満たない場合、コース開催を延期もしくは中止することがあります。 
・また、都合により日程・会場等が変更になる可能性があります。 
 
 
2. グローバルセキュリティエキスパート株式会社主催トレーニングコース 
 
2-1. 申込期限 
トレーニングコース開始日の 11営業日前まで申込を受付します。 
 
2-2. 予約の取り消し、および、日程変更 
ご予約の取り消し、および、日程変更をご希望の場合は、トレーニングコース初日の 10 営業日前までに、下記のメー
ルアドレス宛にご連絡ください。 
info@topout.co.jp 
トレーニングコース初日の 10 営業日前を過ぎますと、ご予約の取り消し、および、日程変更を承ることができません
ので、あらかじめご了承ください。 
なお、受講者様の変更、代理出席の受付をいたしかねます。ご予約の取り消し、および、新規のお申し込みにて承りま
す。 
 
2-3. 開催の中止について 
所定の人数に達しない場合は、10営業日前までに開催を中止する場合があります。 
なお、当社の責任は受領済み料金の払い戻しに限定されるものとし、お客様が負担された交通費、宿泊費のキャンセ
ル料に関しては、当社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。 
 
2-4．オンデマンド講座受講について 
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オンデマンド講座のご受講に際しては、オンデマンド配信講座受講規約同意書に同意いただくことが必要です。下記
URL に記載の内容をお読みいただき、同意いただいた上でお申し込みください。 
https://gsx-co-jp.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/EC-
Council/CertifiedSecurityTester_OnlineCourseAgreementAgreement_v3.pdf 
 
 
3. F5 ネットワークス合同会社主催トレーニングコース 
 
3-1. 申込期限 
トレーニングコース開始日の 21日前まで申込を受付します。 
 
3-2. 予約の取り消し、および、日程変更 
ご予約の取り消し、および、日程変更をご希望の場合は、トレーニングコース初日の 20 日前までに、下記のメールア
ドレス宛にご連絡ください。 
info@topout.co.jp 
トレーニングコース初日の 20 日前を過ぎますと、ご予約の取り消し、および、日程変更を承ることができませんので、
あらかじめご了承ください。 
なお、受講者様の変更、代理出席の受付をいたしかねます。ご予約の取り消し、および、新規のお申し込みにて承りま
す。 
 
3-3. 開催の中止について 
所定の人数に達しない場合は、10営業日前までに開催を中止する場合があります。 
なお、当社の責任は受領済み料金の払い戻しに限定されるものとし、お客様が負担された交通費、宿泊費のキャンセ
ル料に関しては、当社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。 
 
 
4. アセアン・ラボ株式会社主催トレーニングコース 
 
4-1. キャンセル 
キャンセルおよび日程変更のお申し出は、トレーニングコース開始日の 1 週間前の 16:30 までに、下記のメールアド
レス宛にご連絡ください。 
info@topout.co.jp 
上記期限を過ぎてからのキャンセルおよび日程変更のお申し出の際は、代金の全額をキャンセル料として支払うもの
とします。 
 
4-2. 開催の中止 
• トレーニングコースへの申込総数が所定の人数に達しない場合や、その他やむを得ない理由により、開催中止とな
る場合があります。 
• 開催中止となる場合は、申込情報をもとに連絡します。また開催中止のご連絡は、受講案内送付後となる場合もあり
ます。 
• 開催中止決定時期は、トレーニングにより異なります。必要に応じてお問い合わせください。 

 

https://gsx-co-jp.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/EC-Council/CertifiedSecurityTester_OnlineCourseAgreementAgreement_v3.pdf
https://gsx-co-jp.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/EC-Council/CertifiedSecurityTester_OnlineCourseAgreementAgreement_v3.pdf
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5. レッドハット株式会社主催トレーニングコース 
 
5-1. キャンセル、および、日程変更 
キャンセルおよび日程変更のお申し出は、トレーニングコース開始日の 12 営業日前までに、下記のメールアドレス宛
にご連絡ください。 
info@topout.co.jp 
上記期限を過ぎてからのキャンセルおよび日程変更のお申し出の際は、代金の全額をキャンセル料として支払うもの
とします。また、日程変更は一回を上限とし、日程変更受付後のキャンセルのお申し出の場合は、そのお申し出のタイ
ミングにかかわらず代金の全額をキャンセル料として支払うものとします。 
なお、トレーニングユニットでお支払いの場合は、上記の限りではありません。お問い合わせください。 
 
5-2.代理受講 
代理受講のお申し出は、トレーニングコース開始日の 7 営業日前までに、下記のメールアドレス宛にご連絡ください。 
info@topout.co.jp 
 
5-3. 開催の中止 
深刻な悪天候、全国または地域的な災害、停電、または各種交通機関（鉄道・航空会社等）のストライキ等のいずれか
が特定のトレーニングクラス/試験の実施に影響を及ぼす場合、トレーニングは事前の警告なしにキャンセルされる場
合があります。その場合、お客様にお振り込みいただいた代金を、全額返金いたします。 
 
5-4．利用規約について 
ご受講に際しては、レッドハット株式会社の利用規約に同意いただくことが必要です。 
下記URLに記載の内容をお読みいただき、同意いただいた上でお申し込みください。 
https://www.redhat.com/ja/red-hat-%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/red-hat-training-
policies#online 
 
 
6. 株式会社 ITプレナーズジャパン・アジアパシフィック主催トレーニングコース 
 
当社主催トレーニングと同じ提供条件とします。 
 
 
7. 株式会社サートプロ主催トレーニングコース 
 
当社主催トレーニングと同じ提供条件とします。 
 
 
8. 株式会社NGN-SF主催トレーニングコース 
 
8-1. 申込期限 
トレーニングコース開始日の 12営業日前まで申込を受付します。 
 
8-2. 予約の取り消し、および、日程変更 

https://www.redhat.com/ja/red-hat-%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/red-hat-training-policies#online
https://www.redhat.com/ja/red-hat-%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/red-hat-training-policies#online
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ご予約の取り消し、および、日程変更をご希望の場合は、トレーニングコース開始日の 12 営業日前までに、下記のメ
ールアドレス宛にご連絡ください。 
info@topout.co.jp 
トレーニングコース開始日の 12営業日前を過ぎますと、ご予約の取り消し、および、日程変更を承ることができませ
んので、あらかじめご了承ください。 
日程変更後のご予約の取り消しは、その連絡時期に関わらず、全額ご請求いたします。 
また、日程変更は 1回まで承ります。 
 
8-3. 受講者様の変更 
代理の方の出席は可能です。トレーニングコース開始日の 5 営業日前までに、下記のメールアドレス宛に受講者様変
更のご連絡をお願いいたします。 
info@topout.co.jp 
欠席された場合には、受講料を返却いたしませんのでご了承ください。 
 
8-4. 開催の中止について 
受講予定のお客様が所定の人数に満たない場合には、そのトレーニングコースの開催を中止する場合があります。開
催中止の場合、コース開始日の 5 営業日前までにその旨ご連絡いたします。この場合、受講のためにお客様が負担し
た交通費宿泊費等の必要費について、主催会社および当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。ま
た、天災による天候不順及び公共交通機関の停止などを含む、主催会社にて判断する不可抗力な状況によってトレー
ニングコースの実施が不可能になった場合、上記日程以降に中止または日程/時間変更とさせていただくことがありま
す。 
 
 
9. リコージャパン株式会社主催トレーニングコース 
 
当社主催トレーニングと同じ提供条件とします。 
 
 
10. CTCテクノロジー株式会社主催トレーニングコース 
 
10-1. 申込期限 
トレーニングコース開始日の 13営業日前まで申込を受付します。 
 
10-2. 予約の取り消し、および、日程変更 
ご予約の取り消し、および、日程変更をご希望の場合は、トレーニングコース開始日の 13 営業日前までに、下記のメ
ールアドレス宛にご連絡ください。 
info@topout.co.jp 
トレーニングコース開始日の 13営業日前を過ぎますと、ご予約の取り消し、および、日程変更を承ることができませ
んので、あらかじめご了承ください。 
日程変更後のご予約の取り消しは、その連絡時期に関わらず、全額ご請求いたします。 
なお、日程変更は 2回まで承ります。 
 
10-3. 受講者様の変更 
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トレーニングコースによりお取り扱いが異なりますので、下記のメールアドレス宛にお問い合わせください。 
info@topout.co.jp 
欠席された場合には、受講料を返却いたしませんのでご了承ください。 
 
10-4. 開催の中止について 
受講予定のお客様が所定の人数に満たない場合には、そのトレーニングコースの開催を中止する場合があります。開
催中止の場合、お申し込み済みのお客様へは、コース開始日の 1 週間前までにその旨ご連絡いたします。この場合、
受講のためにお客様が負担した交通費宿泊費等の必要費について主催会社は一切の責任を負いかねますので予めご了
承ください。また、天災による天候不順及び公共交通機関の停止などを含む、主催会社にて判断する不可抗力な状況
によって実施が不可能になった場合、上記日程以降に中止または日程/時間変更とさせていただくことがあります。 
 
 
11. BSI Professional Services Japan株式会社主催トレーニングコース 
 
11-1. 申込期限 
トレーニングコース開始日の 12 営業日前まで申込を受付します。 
 
11-2. 予約の取り消し、および、日程変更 
ご予約の取り消し、および、日程変更をご希望の場合は、トレーニングコース初日の 12 営業日前までに、下記のメ
ールアドレス宛にご連絡ください。 
info@topout.co.jp 
トレーニングコース初日の 12 営業日前を過ぎますと、ご予約の取り消し、および、日程変更を承ることができませ
んので、あらかじめご了承ください。 
なお、受講者様の変更、代理出席の受付をいたしかねます。ご予約の取り消し、および、新規のお申し込みにて承りま
す。 
 
11-3. 開催の中止について 
所定の人数に達しない場合は、10 営業日前までに開催を中止する場合があります。 
なお、当社の責任は受領済み料金の払い戻しに限定されるものとし、お客様が負担された交通費、宿泊費のキャンセ
ル料に関しては、当社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。 
 
11-4. プライバシーポリシーについて 
BSI Professional Services Japan株式会社主催トレーニングコースは、「BSIのプライバシーに関するお知らせ」も当社
のプライバシーポリシーと合わせてご覧ください。 
https://www.bsigroup.com/ja-JP/about-bsi/legal/privacy-notice/ 
 
 
各社ともに一部特例を設けているトレーニングコースもあります。詳細については、当社へお問い合わせください。 
info@topout.co.jp 
 


