
Precious 教室 

利用規約 
1. はじめに 教室規約について         

Precious 教室では、教室の運営主体であるピグマリ
オンＨＤ株式会社（以下「運営会社」と言います。）の

定める以下の教室規約・事項を遵守していただきます。

運営会社と利用者様との間で、お互いの立場を尊重し、
無理のない教室運営を行うための規則です。趣旨をご

理解いただいたうえで、入会していただきますようお

願いいたします。 
なお本サービスを利用された場合、利用者様は教室

規約・事項の内容を理解し、これに同意したものと
します。 
規約内容は、予告なしに随時変更・更新する場合が

あります。更新の際は随時お知らせいたします。 

2. 入会                      

入会については随時可能となっております。該当コ
ースに欠員のある場合に、面談の上で入会を許可致

します。ご入会決定後は、利用者様の作成した入会申
込書を運営会社へ提出し、運営会社がこれを受け付け

ることで、運営会社と利用者様との間での教室利用契

約が成立したものとなりますので、所定の手続きに従

い運営会社に対して入会金・授業料・教材費・通信設
備費を納めてください。 

3. 学年・クラス                       

新学期は１月１日から始まり、同年 12 月末に終了

となります。 

1 クラスは幼児最大 4 名、小学生最大 8 名のグルー
プ制です。 
個別指導を希望の方の対応もございます。詳細は別

紙「個別指導希望届のお知らせ」をご覧ください。 

4. 授業回数                   

授業回数は 3 ヵ月間で 10 回です。年間では 40 回授
業となります。 

(1～3 月/10 回 4～6 月/10 回 7～9 月 10 回 10
～12 月/10 回です) 

5. 授業時間                   

授業時間は以下の通りです。 

 クラス 時間 

幼児 
年少下下・年少下 40 分 

年少・年中・年長 50 分 

小学生 小１・小２・小３・小 4 80 分 

 

 

 

6. 休校日                    

日曜日・月曜日・祝祭日・年末年始・ゴールデンウ

イーク・お盆は休校とさせていただきます。詳細は、
各教室の「レッスンカレンダー」をご覧ください。
スケジュールは予告なく変更する場合がございま
す。予めご了承ください。 

7. オンライン入室時間・遅刻                                 

授業開始 15 分前から待機可能です。スムーズな受
講のため、事前にオンライン環境の確認をお勧めい
たします。 
授業開始後 15 分を超えてからの参加はご遠慮くだ

さい（特別な理由は除く）。遅刻は授業開始後 15 分

までとし、それ以降は授業に参加できず欠席となり
振替授業は行いません。遅刻をした場合、時間をず

らして授業を実施することはありません。 
やむを得ず遅刻・欠席される際は、事前にご連絡を

お願いします。 

8. 振替授業                    

授業は決められた授業日のみに行います。いかなる理

由でも振替授業は致しません。ご了承ください。 

9. 休会                       

休会は随時受け付けます。原則として当月末日の扱
いとなります。休会届を前月 25 日までに受付に提
出ください。休会費として、月 5,000 円（税別）を

納めていただき、授業枠の確保はできかねます。 
再開のお申し出は随時受け付けます。再度授業の日

時の調整を行いますので、事前に再開のご連絡をお

願い致します。なお休会の期間は最大 3 ヶ月以内ま
でとし、それ以降は退会扱いとなります。入会金の
返金は致しません。また、休会はお一人様一回まで

とします。 

退会                      

退会は随時受け付けます。退会届を前月 25 日まで
に受付に提出ください。退会後３ヵ月以内に再度入
会される場合は、入会金はいただきません。ただし、

クラスが満席の場合は、クラスの指定や再度の入会

をお断りする場合もございますので、ご了承くださ
い。また、熱意のない方、授業の雰囲気を乱す方、
無断欠席や遅刻が度重なる方に対しては、全体に与
える影響を考慮して、当方の判断により退会してい
ただくこともございます。 

10. 入会金                      

入会金は、入会時に納めていただきます。金額や納
付方法については、各教室の定めに従います。退会
後 3 ヵ月以内に再度入会される場合は、入会金はい
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ただきません。 

11. 授業料                        

お月謝は 1 ヵ月分を前月 25 日までに前納していた
だきます。入会時のみ、残りの授業回数で授業料を
納めてください。入会時以外は行いません。完全個
別をご希望の場合は、+10,000(税抜)で対応させて

いただくことも可能です。 

 

 

 

12. 教材費・学材費                            

教材費は、1 ヵ月分を前月 25 日までに前納してい
ただきます。途中入会の場合は、残りの授業回数で
授業料を納めてください。 

また入会時と進級時は、必要な学材セットを購入し
てください。（すでにお持ちの学材があれば、セット

から除外して購入していただけます） 

13. 通信設備費                  

通信設備費は 1 ヵ月分を前月 25 日までに前納して
いただきます。途中入会の場合は、月末であっても、
当月分を納めてください。 

14. 返金の不可                   

一度納入された入会金・授業料・その他諸経費は、
退会者も含めていかなる理由でも返金致しません。

ご了承ください。 

15. クーリングオフ                      

クーリングオフを行おうとする場合には、この説
明書を充分お読み下さい。 

１ 契約の解除（クーリングオフ）を行おうとす
る場合には、 

①この書面を受領した日から起算して８日以内

に契約の解除（クーリングオフ）を行う旨の文書
を発送することで契約を解除することができ、そ
の効力は上記文書を発したときに生じます。 

≪文書送付先≫ 
ピグマリオンＨＤ株式会社  

〒564-0063  

大阪府吹田市江坂町２丁目２番２０号 

②上記クーリングオフの行使を妨げるために運
営会社が不実のことを告げたことによりお客様
が誤認し、または威迫したことにより困惑してク

ーリングオフを行わなかった場合は、当社から、

クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付

され、その内容について説明を受けた日から８日
を経過するまでは書面によりクーリングオフす

ることができます。 

２ 上記期間内にクーリングオフがあった場合、 
①運営会社は契約の解除に伴う損害賠償または

違約金支払を請求することはありません。 ②ク
ーリングオフのお申し出の際に既に受領した金

員がある場合は、すみやかにその全額を無利息に
て返還いたします③すでに役務が提供されたと
きにおいても、当社は、お客様に提供した役務の

対価、その他の金銭の支払を請求することはあり
ません。 

３ 第１項のクーリングオフがあった場合、運営

会社が関連商品の販売又はその代理もしくは媒
介を行っているときは、その関連商品販売契約に

ついても解除することができます。その場合、関
連商品の引き取り費用は運営会社が負担するこ
ととし、既に関連商品の代金が支払われている場
合は、その全額をお返しいたします。また、商品

を使用されていたとしても、その対価の支払い義

務はありません。 

 

16. 個人情報について               

1 個人情報の管理 

利用者様よりお預かりする個人情報を適正かつ慎

重に管理するよう努めます。 

個人情報は、入塾時から卒塾・退塾まで保管し、所
定の期間を経過後、破棄させていただきます。 

2 個人情報の利用目的 

運営会社が個人情報を取得する利用目的は次の通

りです。 

① 運営会社からのご連絡やご案内、ご質問に対
する回答のため 

② 生徒管理、業務管理等教室運営のため 

3 個人情報の第三者への開示・提供  

運営会社は、利用者様よりお預かりした個人情報を
適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、
個人情報を第三者に開示いたしません。 

➀ 利用者様の同意がある場合 

② 利用者様が希望されるサービスを行なうため

に、運営会社が業務を委託する業者に対して開
示する場合 
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③ 法令に基づき開示することが必要である場合 

 

 

 

17. 登録情報の管理・変更について              

① 入会時にご登録いただいた、住所、電話番号、

メールアドレス等の登録情報については、利用者様
ご自身の責任で管理・保管していただくものとしま
す。利用者様において登録情報を失念、消失及び登
録事項の管理の不徹底によって損害が発生したと
しても、運営会社は一切の責任を負いません。また

利用者様は自己の登録情報が他者によって不正利

用されていることを知った場合、直ちに運営会社に
その旨の連絡をいただき、運営会社の指示に従うも
のとします。 

② 利用者様において、登録事項に変更があった場

合は、遅滞なく、運営会社の定める方法により通知
し、運営会社から要求された資料を提出するものと

します。通知を怠ったことにより利用者様に生じた
損害について、運営会社は一切責任を負わないもの
とします。 

18. 免責                    

 運営会社は、下記に定める事項に起因又は関連し

て利用者様に生じた損害について、賠償する責任を
一切負わないものとします。 

（1）利用者様がオンライン受講を行うにあたり、利

用者様が送信したデータへの不正アクセス、不正
な改変がなされたことによる損害 

（2）オンライン受講における第三者による発言、送
信等の行為に起因する損害 

（3）オンライン受講用通信システムの利用により

生じた損害  

（4）オンライン受講中にコンピューター・ウイルス

に感染したことなどによって、コンピューター、
回線、ソフトウェア等に生じた損害 

（5）オンライン受講で使用するソフト、配信ファイ

ル等を、授業中、授業外で使用したことにより生
じた損害 

（6）オンライン受講中に、利用者様が違法又は公序
良俗に反する行為、誹謗中傷等を行ったことに起
因して生じた損害 

（7）その他オンライン受講に関連して生じた損害 

19. 分離可能性                 

本利用規約のいずれかの条項または一部が、消費者

契約法その他の法令等により無効または執行不能
と判断された場合であっても、本規約の残りの規定

及び一部が無効または執行不能と判断された規定
の残りの部分は、継続して完全に効力を有するもの
とします。本利用規約のいずれかの条項または一部

が、ある利用者様との関係で無効とされ、または取
り消された場合でも、当該条項または一部は、その
他の利用者様との関係では有効とします。 

20. その他注意事項                 

●お茶や水に限り持ち込みは可能です。それ以外の

飲食はご遠慮ください。 
●寝巻等の恰好では受講しないようにしましょう。 
●ＩＤ等の管理 

オンラインでの受講にあたって、事前に運営会社か
らオンライン受講のためのＩＤ等をご案内いたし

ます。ＩＤ等の第三者への譲渡等は一切認められま

せんので、利用者様において適切に管理して下さい。 

●撮影・録音 

※授業の撮影や録音は、固くお断りしております。 

オンライン配信を行うレッスンに係る教材、映像又

は音声データ等に関する著作権その他の知的財産
権は全て運営会社又は権利者に帰属しております
ので、その権利を侵害する一切の行為を禁じます。 
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