
ミューズポートボーカル教室入会申込書 

レッスン種別 回数 入会金 

お月謝 

毎月 キャンペーン適用（初月のみ） 

グループ・レッスン（３名） 月４回 

無料！ 

税込\8,800 (税抜\8,000) 税込\5,500 (税抜\5,000) 

マンツーマン・レッスン 月２回 税込\11,000 (税抜\10,000 ) 税込\7,700 (税抜\7,000) 

マンツーマン・レッスン 月３回 税込\16,500 (税抜\15,000) 税込\13,200 (税抜\12,000) 

マンツーマン・レッスン 月４回 税込\22,000 (税抜\20,000) 税込\18,700 (税抜\17,000) 

ペア・レッスン (おひとり様) 月２回 税込\6,600 (税抜\6,000) 税込\4,950 (税抜\4,500) 

ペア・レッスン (おひとり様) 月４回 税込\13,200 (税抜\12,000) 税込\9,900 (税抜\9,000) 

親子レッスン (おひとり様) 月２回 税込\6,600 (税抜\6,000) 税込\4,950 (税抜\4,500) 

親子レッスン (おひとり様) 月４回 税込\13,200 (税抜\12,000) 税込\9,900 (税抜\9,000) 

ふれあいレッスン(おひとり様) 月２回 税込\6,600 (税抜\6,000) 税込\4,950 (税抜\4,500) 

ふれあいレッスン(おひとり様) 月４回 税込\13,200 (税抜\12,000) 税込\9,900 (税抜\9,000) 

おきがるピアノレッスン 月２回 税込\11,000 (税抜\10,000 ) 税込\7,700 (税抜\7,000) 

受付 （            ） 

入会日 ２０  年  月  日（ ） 

お 名 前 生 年 月 日 

フ リ ガ ナ 
T 
S 
H 

      年    月    日 
（    歳） 男性・女性 

保 護 者 様 お 名 前 （お申込者が未成年の場合） 

 
（申込者との続柄    ） 

ご 住 所 

フ リ ガ ナ 

〒     -      

ご 連 絡 先 電 話 番 号 

ご自宅         -          -  携帯 -         - 

メ ー ル ・ ア ド レ ス 

ご自宅                        @ 携帯 @ 

お疲れ様でした。 

頂戴した個人情報は、ミューズポートボーカル教室におけるイベント案内、レッスンに関するお知らせ、お問い合わせ以外の目的

で使用することはございません。 

 
株式会社ミューズポート 



 
最初のレッスン 

 

 
 

 

ご挨拶 

本日はミューズポートボーカル教室をお選び頂き、ありがとうございます。 

声は人間にとって最も身近な「楽器」です。 

最も身近な「楽器」だからこそ、明らかなことがひとつあります。 

それは上達すればするほど、 

その人の人生が楽しいものになるということです。 

そんなお手伝いを私どもにお任せ下さいませ。 

株式会社ミューズポート 代表取締役 宗澤俊郎 

 

 

                              様 

レッスン開始日：    月    日   曜日 

（ご都合が悪い場合は、必ずレッスン開始時間前までにお申し出下さい TEL:045-846-9477） 

当日 お持ち物いただく物は以下のとおりです。 

・勉強したい曲のＣＤ(もしくは携帯プレイヤー・カセットテープ・ＭＤなど) 

・曲の歌詞(インストラクターの分と２枚ご用意下さい) 

・アプラス口座振替依頼書 

・お月謝（当月分、すでにお支払い済の方は不要です） 

 

 

・動きやすい服装でいらっしゃる事をおすすめします。 



 

 

 
   

 
永年のレッスン経験を元に、インストラクター目線で作られた教材ＣＤです。 

使い方は人それぞれ、ご自宅で、通勤途中で、お仕事のインターバルで、 

上大岡駅のホームで、吉野家の店内で、カラオケで順番待ちの間に、 

国会予算審議の質問前に。 

 

 



公式サイト＆ＳＮＳでイベント情報やライブ情報を手に入れよう！ 

Official Site（スマホ対応ずみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://museport.jp 
●トップページ→「トピックス」→ライブ、イベント、スタッフブログがご覧いただけます。 

 

SNS [フォロー＆いいね、お願いします] 

 

 

Twitter ID : @museport 

 

 

 

 

Instagram ID :@museport 

 

 

 

 

 

Facebook ページ： 

https://facebook.com/museport 

 

 

 

Youtube チャンネル 

「ミューポチャンネル」 

 

 



 

その１ 生徒カードで「カラオケの鉄人」上大岡店の室料２０％オフ！ 

「カラオケの鉄人 上大岡店」 

住所：港南区上大岡西 1－14－10 中山ビル２・３Ｆ 

（市営地下鉄上大岡駅１番出口を出てすぐ）  

電話：045-840-6220 営業時間：AM11：00～（翌朝）6：00 

●上大岡最大のカラオケ店の室料が２０％割引！！ 

●４名以上で入室した場合、誰かが生徒カードをお持ちならフライドポテ

トをプレゼント 

●カラオケの鉄人会員カードと併用すれば最大で４０％以上割引！ 

●「上大岡店」のみのサービスです。他の「カラオケの鉄人」ではご利用頂けません。 

●レッスン前のウォーミングアップに、レッスン後の成果確認に、ぜひご利用下さい。 

 

その 2 専用カードで、全国の Joy Sound 室料３０％オフ！ 

「Joy Sound 全店」 

教室で配布する会員カードご提示で、Joy Sound 直営店全店で室料 30%オフ。 

ちなみに最寄りのお店は上大岡店駅前店です。 

住所: 港南区上大岡西１-16-25 上大岡ファースト 5-8 階 

電話：050-5841-7568 営業時間：AM11：00～（翌朝）6：00 

横須賀中央店：横須賀市若松町 2-4 横須賀中央駅前ビル 

●このほか全国の Joy Sound 直営店で室料が２０％割引！！ 

●コミック＆インターネットカフェ「ゆう遊空間」でもご利用いただけます（大船、

あざみ野など）。詳しいサービス内容は直接お店にお問い合わせください。 

●レッスン前のウォーミングアップに、レッスン後の成果確認のため、ぜひご利用下さい。 

 

その３ 生徒カード提示で上大岡の音楽練習スタジオ「STUDIO 24 上大岡」入会金無料！ 

「STUDIO 24 上大岡」 

住所：港南区上大岡西 1-3-25 第七北見ビル 4F/5F 

 Tel : 045-842-2244 

営業時間：AM11:00～PM11:00(バンド練習の予約にあわせて変動) 

●上大岡最大のバンド練習スタジオ「STUDIO24 上大岡」。 

●受付で生徒カードを提示して頂くと、 

１年間有効の入会金：￥１ ,100→無料  会員更新料（１年ごと）：

￥１,100→無料 

 



その 4 生徒カード提示で、上大岡のネカフェ「遊 YOU ステーション」室料割引 

インターネットカフェ「遊 YOU ステーション 別館」 

住所：港南区上大岡西 1-17-24 第三ミツワビル 2F 

電話：045-843-1511 

特典内容：生徒カード提示によって室料が割引 

最初の１Ｈ 通常料金 500 円⇒280 円 

その他パックメニュー 980円～1,600円（ご利用時間数により異なります）

⇒100 円 OFF 

※一部割引パックは適応除外となります。 

※以降延長料金は通常料金となります。 

 

 

その４ 生徒カード提示で、大口のトータルケアサロンで心も体も美しく 

「トータルケアサロン オアシス デ ラーナ」 

住所：神奈川区入江 2-4-34 

電話：045-514-8619 

営業時間 : 10:00-18:30(最終受付)（水・祝休） 

●生徒カード提示で以下のコースが 30% OFF ! 

☆トリプルケアコース（フェイシャルエステ＋デコ

ルテケア＋ヘッドスパ）80 分 10,000 円（税抜き） 

☆フェイシャル＆デコルテケアコース（フェイシャ

ルエステ＋デコルテケア）60 分 8,000 円（税抜き） 

☆フェイシャルコース（フェイシャルエステ）60 分 6,000 円（税抜き） 

 

その５ 「上大岡ミュージックジャム」さんと連携で表現のチャンスも拡大！ 

「上大岡ミュージックジャム」 twitter @kamioookamusic 

代表：山本竜太郎 

事務局：ミューズポート内、宗澤 

Tel：045-846-9477 

 

 

ミューズポートでは社会活動として、アマチュアミュージシャンの応援

を行っています。 

上大岡に縁のある（？）表現者たちによる「上大岡ミュージックジャム」

（代表：山本竜太郎さん）や磯子を拠点としている「イマージュ ISOGO」もそのひとつ。 

 

特に「上大岡ミュージックジャム」では事務局としてお手伝いするほか、音響機材の提供を無償で行っています。 

そんな中で「表現できる場所」は大切！ミューズポートの大家さんが「アカフーパーク（旧赤い風船）」である

ご縁で、「わくわく広場」で定期的にストリートライブのイベントを行っています。 

「野外で表現したい！」という方はぜひご相談ください。 

 

 

 

 

 

 



教室のご案内 
 

レッスン時間・休校日 

1. 当校の休校日は原則として日・月曜日です。 

定期的にインストラクターからレッスンスケジュールをお渡ししますので、ご確認願います。 

2. お電話やメールによるレッスンは行っておりません。 

 

レッスン日時の振替（変更）や欠席 

1. レッスンの日時に来られなくなりそうな場合、お早めにレッスン時間の振替（変更）もしくは欠席をお申し

出ください。 

(ア) メールもしくはお電話（留守電をご活用願います）でご連絡下さい。 

(イ) その際、振替されるか欠席されるかをお伝えください。 

2. レッスンの振替が可能なのはレッスン時間の一分前までです。 

(ア) 一分前振替制度（ミュースケ）は振替先の時間を保証するものでも、金銭に換えるものでもございませ

ん。目に余るご利用をされた場合、ご利用をお断りする場合もございます。 

3. レッスン時間開始後のご連絡は欠席扱いとさせて頂きます。 

4. レッスン時間の変更は、該当月のお月謝を納入済みの生徒さんが対象です。 

5. 振替レッスンに関しては担当以外のインストラクターが担当させて頂く場合もございます。 

6. 振替レッスンは翌月以降に繰り越しが可能ですが、退会時には消滅します。 

7. 不定期の生徒さんで、その月のレッスン予約をされなかった場合、翌月時点で欠席（キャンセル）扱いとさ

せて頂きます。お月謝の返金等は致しかねます。 

 

レッスン料のお支払い 

1. お月謝は前月までに翌月分をお支払い下さい。 

2. お月謝の支払いは、お客様のご指定口座からの振替となります。口座振替依頼書を初回レッスン

時にお持ち下さい。 

3. 口座振替は毎月 27 日（休日の場合は翌営業日）に翌月分のお月謝が引き落されます。 

(ア) 残高不足などで口座振替ができなかった場合、月謝とあわせて所定の事務手数料を頂戴致します。 

4. 口座引落が開始されるまでの期間は現金でお月謝を受領いたします。 

 

生徒カード 

1. 生徒カ－ドは各種施設での特典カードとしてご利用いただけます。 

2. 退会時にはご返却下さい。 

3. 生徒カードを紛失された場合、再発行いたします。再発行手数料として所定の手数料を頂戴致します。 

 

スクールライブ・その他イベント 

恥ずかしがらずに歌ってみましょう！ 

ミューズポートでは年３回の定期ライブ（自由参加）のほか、歌う機会をたくさんご用意しています。 

また、交流イベントもあり、新しいお友達を作るチャンスかもしれません。 

1. 定期スクールライブ：春、夏、冬と年３回の定期ライブを行っています。参加は自由ですが、毎回 40 名弱

の生徒さんが参加されています。プロのミュージシャンによる生演奏、あるいはご自分の弾き語りで歌うこ

とができます。 



2. そのほかの音楽イベント：400 人のホールを借り切って 20 数名で歌うというムダに豪華な「ムダカラ」（不

定期）、「お題のある音楽会（不定期）」「September Concert at とつかカラオケステージ」、「上大岡アカフ

ーパーク・ストリートライブ」など、様々な形で音楽イベントを行っています。 

3. その他の交流イベント：納涼会、クリスマスパーティー、社会科見学なども行っています。 

 

 

お友達をご紹介願います！ 

ミューズポートは皆様の口コミと応援で成り立っています。ぜひお友達をご紹介下さい！ 

お友達が入会された場合、全国のレストランなどでご利用いただけるグルメカード（１,０００円）をプレゼント

させて頂いております。 

 

 

プロを目指している方、漠然とそう思っている方、悩んでいる方 

1. まずは恥ずかしがらずにスタッフにご相談下さい。長い歴史の中で倉持明日香さん（元 AKB48）、まつ

ざき幸介さん（日本クラウン）、某人気 V 系バンドの Vo.君などを輩出。そうした実績と引き出しの多

さがミューズポートの強みです。 

2. 表現、マネジメント、宣伝、集客、様々な角度からアドバイスさせて頂きます。 

3. 弾き語りの方には、ストリートライブ用の機材（YAMAHA Stagepass 600i）も揃えており、

時にはアマチュア音楽団体「上大岡ミュージックジャム」「横浜市観光局」「上大岡アカフー

パーク」と連携しストリートライブなども行っています。 

 

レッスン内容のご相談や担当インストラクターの変更 

「講師全員で全員の生徒さんをみる」。これがミューズポートの考え方です。ひとりひとりの生徒さんの上達を

スタッフ全員で応援させていただきたいと思っています。 

「他の先生のレッスンも受けてみたい」「レッスンの進め方を今一度相談したい」 

そんなときはお気軽にインストラクターにお伝えください。 

担当インストラクターにはもちろん、他の先生、もしくは代表にお話してくださっても大丈夫です！ 

メールでも OK！代表宗澤（munezawa@museport.lp）までご連絡ください。 

 

そのほか 

1. ロビー：ロビーは皆さんの息抜きの場所です。ごゆっくりされて下さい。書籍、マンガ、ＤＶＤ、ＣＤなど

ご用意しています。 

2. スタジオレンタル：在籍の方１時間１,100 円（税込）（予約制） ※非在籍の方 1 時間 1,400 円（税込） 

3. オフィスグリコ：100 円でジュース、150 円でアイスクリームなどご購入いただけます。 

4. オーディション用レコーディング：一曲 3,850 円（税込）~ 

5. サイトでのお知らせ：ライブ活動などされている生徒さんは、公式サイトおよび Facebook ページなどでお

知らせさせていただきます。集客にぜひ役立ててください。 

 

 

退会 

(1) 退会される場合は、前月５日までにお申し出ください。 

(2) 退会の成立は退会届のご提出、生徒カード返却によって成立します。電話、メール、口頭では成立致しませ

ん。 



  
 

このたびはミューズポートボーカル教室にご入会頂き誠にありがとうございます。 

この生徒規約は生徒さんがレッスンを受講される上で重要な事項をまとめたものです。本規約に定めがないものについ

ては、各種パンフレットやＷＥＢサイトなどの定めによるものとします。生徒さんにおいては、内容をご確認のうえ大切に

保管願います。 

 

株式会社ミューズポート／ミューズポート・ボーカル教室 

 

(1) 入会手続き 

本規約をご確認のうえ、所定の入会申込書に必要事項をご記入頂き、所定のレッスン料をお支払い頂いた時点で、

入会とさせて頂きます。 

(2) 生徒カード 

入会時に生徒カードを発行致します。生徒カードはご本人のみ使用できるほか様々な特典がついております。第３

者への貸与、譲渡はできません。 

(3) 生徒カードの紛失 

生徒カードを紛失された場合は再発行致しますので、すみやかにご申告願います。 

なお、再発行手数料として所定の手数料を頂戴いたします。 

 

(1) レッスン料金 

レッスンコースによってレッスン料金が定められています。下記の当校所定の方法により、前月末日までに翌月レッ

スン料をお支払下さい。なお、これには発表会参加費や教材代などは含まれておりません。 

(2) お支払方法 

レッスン料は当校所定の業者（株式会社アプラス）による口座引き落としによってお支払頂きます。必ず所定の口座

振替依頼用紙にご記入頂き、初回のレッスンまでにご提出願います。なお、初月レッスン料および、口座引き落とし

開始までに期間を要する場合のみ、前月末日までに翌月レッスン料を現金にてお支払いください。なお、口座引き

落としはレッスンを受けられる対象月の前月２７日（休日の場合は翌日）に行われます。 

(3) 領収証 

初月レッスンやイベントの参加費などで現金を頂戴した場合、領収証をお渡しします。領収証の再発行はできませ

ん。口座振替の場合は領収証の発行は致しません。お客様の口座引き落としの通帳記入をもって領収証の代わり

とさせて頂きます。 

(4) 口座引き落としができなかった場合 

口座引き落としができなかった場合、当校よりご連絡申し上げます。所定の方法で対象月のレッスン料を納入願い

ます（別途事務手数料を頂戴します）。 

 

(1) レッスンについて 

当校は生徒さんが選択されたレッスンコースや形式に応じて、当校の定めた場所、時間、方法によって行います。な

お、原則としてメールやお電話でのレッスンはできかねます。 



(2) レッスンスケジュール 

原則として当校が定めた曜日と時間にレッスンを行い、事前に担当インストラクターよりスケジュールをお渡しします。

スケジュールの変更やレッスンコースの変更される場合は担当インストラクターにお申し出ください。 

(3) レッスンを欠席される場合、遅刻される場合 

レッスンを欠席（キャンセル）される場合や遅刻される場合は必ずレッスン開始時刻までにお電話もしくはメールでご

連絡下さい（留守電可）。生徒さんのご都合で欠席された場合はレッスンの振替や返金対応は致しかねます。 

(4) 代講、臨時休校 

担当インストラクターの体調不良、傷病、などの場合、予告なくレッスンの代講や担当インストラクターの変更を行う

場合がございます。また、やむを得ず臨時休校とさせて頂く場合、別途レッスンの振替を行います。 

(5) 臨時休校（不可抗力） 

災害、火災、その他天変地異など当校の不可抗力により、レッスンの履行が不可能な場合の臨時休校につきまして

は、当校はその責を負いかねます。レッスンの振替は行いません。 

 

(1) マナーを守って楽しくレッスンを受けましょう 

当校では大勢の生徒さんが安心してレッスンを受けられるように、細心の注意を払っておりますが、生徒さんにおい

ても信義則にのっとって規約を守って頂き、かつ教室でのマナーを守って頂きますようお願い致します。 

(2) レッスンの受講をお断りするケース 

他の生徒さんやインストラクターに対して社会通念に反した言動や迷惑行為が行われたり、当校の運営に著しく障

害となるような行為が行われたと判断した場合、事前の予告なくレッスンの受講をお断りする場合もあります。たとえ

ば以下のような行為、あるいはそれに準じる行為がそれにあたります。 

①レッスンの進行を妨害するような行為。インストラクターや他の生徒さんへの迷惑となる行為。 

②承諾なしに、教室内で売り込みや勧誘など自己の宣伝及び営利目的の場として利用する行為。特定組織や団体

の勧誘の場として利用する行為。 

③許可なしにレッスンおよび主催イベントを録音、撮影（動画撮影を含む）する行為、レッスンおよびイベントなどにお

ける教材、資料、あるいは録音録画物などのコンテンツを、貸与あるいは譲渡する行為、複製する行為、無断で公

衆送信する行為。 

④教室内で金銭を伴う支援の依頼行為。医療・治療行為。民族・人種・性別・年齢等による差別につながる表現の

掲載や発言をする行為。選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類する行為、および公職選挙法に抵触する行

為。 

⑤他の生徒さんを誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為。 

⑥法令に違反する行為、およびこれらを勧誘または助長する行為。インストラクター・生徒等にケガや病気、または

精神的被害を与える可能性が高い行為。 

⑦教室の備品等を故意に破損および汚損する行為。 

⑧個人を特定しうる情報を本人の許可なく掲示、公衆送信、または利用する行為。 

⑨その他当校の業務遂行に著しく支障を来す行為、および上記に類すると当校が判断した行為。 

 

 

(1) レッスン時間に来れなくなった場合は、原則として２日前（日曜、休日を除く）までにご連絡ください。その際に必ず

「振替（レッスン日を変更すること）希望」か「欠席（レッスンをキャンセルすること）」かをお申し出下さい。特にお申し

出のない場合は欠席（キャンセル）扱いとさせて頂きます。ただし、該当レッスン代未納の場合はレッスンの振替は

致しかねます。なお、退会されると振替残は消滅します。ご注意下さい。 



(2) それ以降（１日前、当日）のレッスン振替ご希望に関しましては下記の「ミュースケ」をご覧ください。 

(3) ミュースケとは 

「ミューズポート式スケジューリング」の略です。 

下記のご事情により、レッスン日２日前以降にご来校が難しくなった場合、ご自分のレッスン開始時間１分前までに

お電話（留守電可）、またはメールにてご連絡頂ければレッスンの振替対応をさせて頂きます。その際にレッスンの

振替を希望されるのか、レッスンを欠席（キャンセル）されるのかをお申し出ください。 

①仕事が終わらない、学校行事や授業などが終わらない場合 

②急な傷病によりレッスンの受講が困難な場合 

③災害、火災、その他天変地異などによって、生徒さん自身が通学が困難あるいは危険だと判断された場合。ただ

し当校がレッスンの履行が不可能な場合など、不可抗力による免責事項にあたるケースをのぞきます。 

(4) ミュースケ対象とならない方 

下記の生徒さんはミュースケの対象となりません。ご注意下さい。 

①レッスン時間開始後に（００分以降）にレッスン振替の連絡を頂いた方 

②口座の残高不足などにより、対象月のレッスン料の引き落としができなかった方 

③その他のご事情により、対象月のレッスン料が未納の方 

④目にあまるレッスン変更など、当校が不適当と判断した方。 

(5) ご利用上のご注意点 

①本サービスはレッスンの振替を推奨するものではありません。また、振替可能日や時間を保障するものでもありま

せん。とりわけレッスンスケジュールが過密な場合、その時点で振替日が決定しにくいことがあります。なるべく当初

予定されたレッスン時間に受講して頂くことにご理解ご協力をお願い致します。 

②レッスン日時を振替された場合、通常担当させて頂いているインストラクター以外の者のレッスンとなることがござ

います。 

③振替回数に制限はありませんが、目にあまる変更を重ねられていると当校が判断した場合、今後の変更をお断り

する場合もございます。なお、退会された場合は、振替未定のレッスンの残数があった場合でも、すべて無効となり

ます。また当該レッスン数に該当するレッスン料の返金も致しません。 

 

(1) 住所等の変更 

住所、連絡先などが変更になる場合は、担当インストラクターもしくはスタッフにお申し出下さい。 

(2) レッスンタイプ、曜日、時間の変更 

レッスンタイプ、曜日、レッスン時間の変更を希望される方は、スタッフにお申し出ください。 

(3) インストラクターの変更 

上記変更などに伴い、インストラクターの変更を希望される方は、スタッフにお申し出ください。 

(4) 休学 

①お仕事やその他諸事情により一時的にレッスンの継続が難しい場合、３か月以内に限り休学制度がご利用いた

だけます。この場合、再開月のレッスン料を休学前に頂戴頂きます。当校は希望生徒さんの再開月まで今までのレ

ッスン曜日時間枠を確保致します。 

例）１月、２月を休学の場合→再開月（３月）のレッスン料を１２月に頂戴します。 

②休学される場合は必ず所定の休学届を前月末日までにご提出ください。 

③頂いたお月謝は返金できかねますのでご了承ください。 

(5) 退会 

①正式な退会の成立は、退会届のご提出と生徒カードの返却によってのみ成立するものとします。電話、メール、口

頭のみでは成立致しません。 



②退会される場合は必ず所定の退会届に必要事項を記入の上、生徒カードと一緒にご提出ください。なお、退会時

にカードを紛失された場合には所定の手数料を頂戴いたします。 

③上記書式に関係なく、退会のお申し出は前月の５日までに行ってください。５日以降に行った場合、翌月分のレッ

スン料の口座引落しを止めることができません。この場合、引落結果が翌月７日以降に判明しますので、入金確認

次第、振込にて引落口座へお戻しします。ただし事務手数料、振込手数料、口座引落代行手数料として所定の金額

を相殺させて頂きます。 

 

(1) 当校はお客様の個人情報保護に関し、個人情報保護法を順守するとともに、独自のルールを定めて最大限の配慮

を行っております。 

(2) 生徒さんの個人情報に関しては、レッスン運営において必要なご連絡、イベントや各種サービスのご案内に限って

使用させて頂きます。 

(3) なお各種ライブイベント、イベントの風景、またはあらかじめご承諾いただいた上でのレッスン風景の画像や動画に

関しては、当校ホームページやチラシ、広告媒体に掲載させて頂く場合がございます。この場合もケース・バイ・ケー

スに応じて個人が特定できないレベルでの掲載等の配慮をさせて頂きます。不都合がある場合は事前にお申し出く

ださいませ。 

 

(1) 申込書記載の不備や誤記、生徒さんの申込書または本規約についての不知・誤解釈があったとしても、これによる

不利益については、当校は責任を負いません。 

(2) 本規約は、事前の予告なしに変更されることがあります。最新版規約は随時、当校の HPのサイト上に掲載しており

ます。 

(3) 規約改定 

施行：２００９年１２月２４日 

改正：２０１０年５月８日、２０１１年１１月２２日、２０１２年１月４日、２０１２年３月６日、２０１２年５月３０日 

改定：２０１３年１月１日、２０１５年３月１９日、２０１６年５月２１日、２０１６年８月1日、２０１９年１月４日、２０１９年

３月１５日、２０１９年１０月１日 
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