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講座を受講するにあたっての同意事項について 

受講にあたっての重要事項説明書 

 

令和   年   月   日 

              様 

マロウズハウス香りの教室 

（株）airycare 

千葉市中央区今井 2-12-15-206 

代表者 太田 久美子 

 

 

以下の○印の項目についての内容となります。 

内容をよくお読みになりご理解いただいた上で、お申し込みいただきますようお願い致しま

す。 

 

講座について 

１、AEAJ 認定 基礎クラス 座学 （すべて税込、材料費込） 

（ ）アロマテラピー検定対策講座 38,500 円 

（ ）AEAJ 認定アロマテラピーアドバイザー認定講習会 5,236 円 

（ ）アロマインストラクター学科 232,650 円 

（ ）アロマセラピスト学科 231,000 円 

（ ）アロマセラピスト学科（必修のみ/14 時間） 53,900 円 

２、AEAJ 認定 実技クラス 

（ ）アロマセラピスト実技（ボディー）231,000 円 

（ ）アロマセラピスト実技（フェイス）105,000 円 

（ ）カルテ審査費用 33,000 円 

3、専科クラス 

（ ）アロマブレンドデザイナー 93,500 円 

（ ）はじめてのアロマハンドセラピスト 19,250 円 
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4、上位資格（株）airycare 認定資格 

（ ）アロマハンドレベルアップ講座 16,500 円 

（ ）技香士® （BA ケアインストラクター、高齢者ケアインストラクター、 

ストレスケアインストラクター） 各コース別：66,000 円 

（ ）マロウズの現場に活かせるフットケア 19,250 円 

 

１、授業について 

●全て時間予約制となっております。 

受講者の都合により欠席された授業についての補講は基本的にはおこないませんが、受講者

の希望がある場合は、別途、補講費用がかかりますのでお問い合わせください。その場合の

日程は、予約日変更という形で遂行されます。 

 

補講受講（新制度前受講で新制度への変更受講含む）は以下の表の料金となります。 

アロマテラピー検定対策、AEAJ 認定資格アロマインストラクタ

ー＆アロマセラピスト学科、アロマブレンドデザイナー 

4,400 円/1 時間 

AEAJ 認定資格アロマセラピスト実技（ボディ、フェイス）、ア

ロマハンドセラピスト 

11,000 円／１コマ 

AEAJ 認定資格アロマセラピストカルテ演習（３回までは講座料

に含む） 

3,300 円／1 時間半（１回） 

技香士資格 8,800 円／１単元 

 

●欠席について 

（１）欠席のご連絡は 1週間前までに担当までに連絡ください。 

それ以降は、キャンセル扱いとさせていただきます。 

（２）出張講座の場合は、予約変更日の申込みは１週間前までにお願いします。  

（３）ただし天災、交通機関のストライキ、講師の病気、事故等により休講となった場合はそ

の限りではありません。 

（４）また開講日の１週間から前日までを目安に、お申し込み済みの方にご連絡します。 

もし、届かなかった場合はお問い合わせください。 
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（５）学科科目、実技科目とも１年間までの受講は同一の料金で可能ですが、それ以降での中

断された受講については、講座受講をキャンセルと扱いさせていただきます。 

※技香士についても２年でのステージ受講を完了いただく形となっていますのでご注意くだ

さい 

●天災、交通機関のストライキ、講師の病気、事故、その他の事情により休講になった場合、

再受講についての日程を再度確認し、講座を行ないます。なお、天候による休講の規定は以下

の通りとなりますので、ご確認ください。  

 当日午前の授業 朝６時時点で警報が発令している場合。 

 当日午後の授業 当日 10 時時点で警報が発令している場合。 

※ 天候が変わる場合もありますので必ず教室に確認の連絡を行なって下さい。 

なお、受講者の都合により欠席された授業についての補講は基本的にはおこないませんが、

受講者の希望がある場合は、別途、前述した補講費用がかかりますのでご注意ください。 

●妊娠中の方、通院されている方、感染症等の疾患がある方、アレルギー等で心配のある方、 

お体に障がいのある方は、事前に事務局担当者までご相談下さい。 

 

２、受講料の支払い  

●ご入金は、当社指定口座への銀行振込み、または公式アプリよりカード決済をお願いしてお

ります。対面レッスン時は教室にてカード決済も可能です。（利用条件あり） 

  お振込先：千葉銀行 蘇我支店 普通 3796593 ｶ）airycare 

       郵便局 記号 10530 番号 53105041 ｶ）airycare  

                         （振込み手数料はご負担ください）  

  

● ご入金後の返金は、キャンセルの項目をご覧ください。  

● 領収書については、銀行振込の振込明細書控えが正式領収書となります。 

● やむを得ず、振込期日より遅れる場合にはご連絡ください。 

また、ご連絡が無く、ご入金が確認されない場合はキャンセルとなる場合がございますので

ご注意ください。  

 

（１） 振込期日について  

●振込期日は、受講予定日の 7日前までにお願い致します。 

●月初入校や分割払いの１回目は、入校の 7日までにお願い致します。 
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それよりも入校時期が短い場合は、前日までとなります。またその他の場合は事務までご相

談ください。 

●分割払いは、基本的に２回まででお願い致します。 

また、分割が可能講座は、アロマテラピーインストラクター、アロマセラピスト、 

技香士総合受講の場合のみとなります。 

 

（２） AEAJ 認定資格等の分割払いについてのご案内 

● 50,000 円以上の講座については、２回払までは手数料は無料となります。お支払いにつきま

しては、講座受講終了までにお支払いただきます。支払い期日については、事務担当までご

相談ください。 

●ライフアロマレッスン、アドバイザー認定講習会、アロマハンドセラピスト、レベルアップ

講座、カルテ審査につきましては１回払いのみとなります。 

各コース分割支払いについて 

 毎回払い 

アロマテラピー検定講座 8,470 円 

アロマブレンドデザイナー 10,285 円 

インストラクター（学科） 

(実習・材料費) 

 3,850 円/1h 

コールドクリーム 7,275 円 

クレイパック 7,775 円 

お掃除スプレー 6,575 円 

4711 6,975 円  

アロマセラピスト（学科） 3,850 円/1h 

アロマセラピスト（ボディ） 3,850 円/1h 

アロマセラピスト（フェイス） 3,850 円/1h 
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３、受講上の注意  

● 教室内での写真・ビデオ撮影、録音行為、携帯電話の使用はお断りします。 

● 受講中に発生した本人の不注意による事故、盗難、その他の事故等については、賠償の責

任を負いません。   

● 貴重品は必ず身につけてください。 

 忘れ物については、一定期間経過後、処分させていただく場合があります。 

● お子様を連れての受講は基本的には認められません。ただし、参加者全員の同意が得られて

いる場合、もしくは、学校で許可できる事例については、この限りではありません。また、

受講内容でお子様対象の場合は、この限りではありません。 

 

 

４．個人情報  

● 皆様からの事前の同意を得ることなく、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を

取り扱うことはいたしません。  

● 利用目的を変更する場合においては、変更前の目的と相当の関連性を有する範囲を超えて

変更することはいたしません。この場合、変更後の利用目的を速やかに生徒様へ通知する

かまたは公表します。  

● 個人情報の保管にあたっては、漏洩、滅失または毀損を防止するための適切な措置を講じ

ます。 

● 皆様からの事前の同意を得ることなく、個人情報を第三者へ提供することはいたしません。 

 

５、入学契約、キャンセルに関する説明書 

受講申込みにあたり、キャンセルおよび中途解約について、以下のとおり説明します。  

この内容は、重要ですので十分ご理解いただき、不明何点などは遠慮なくご質問ください。 

（１） 受講の申し込み 

受講の申込については、受講申込書であるこの説明文を２通作成致します。 

１通はスクールが、１通は申込み者様が所持致します。 

特例を除いて、入校前に手続きいたします。 
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（２） 入校のキャンセルについて   

1. 申込み者が受講申込書と説明書を受け取った日から 15 日以内（受け取った日を含む）

にかぎり、契約を無条件にキャンセルすることができます。 

2. キャンセルについては、書簡（ファクス、メールを含む）により行い、その書面は

15 日以内に当スクールに到達しなければなりません。申込み者がこの解除を行った

場合、当スクールは、受け取った講座受講料等の全額を返却いたします。 

3. 以下のいずれかの場合、キャンセル料をご請求いたします。  

 (1)キャンセル期限後の解約 

(2)キャンセル期限までにご連絡がない場合  

(3)開講日15日前以降にクラスを変更・移動する場合 

 ※事由によっては、変更に応じる場合もある。 

 (4)キャンセル料は以下の通りです。 

①受講料の10％＝開講日１５日～８日  

②受講料の25％＝開講日1週間前～４日前 

③開講日３日前から開講日当日、またはキャンセルの連絡がなかった場合＝100％  

 開講日以後は、申込み者様の解約については、当スクールは受け取った受講料等

の一切をお返しいたしません。 

4. 開講日以後の解約  

開講日以後は、申込み者様の解約については、当スクールは、受け取った受講料等

の一切をお返しいたしません。 

5. キャンセルに関わる振込手数料はご負担いただきます。  

6. 中途解約について  

事由により、場合によっては中途解約を認める場合があります。担当までご相談く

ださい。 
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6、授業等の内容について 

● 授業等についての詳細は、教室からの説明書に準じる形で取り扱いますので、詳細は説

明書をご確認の上ご了解ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（株）airycare（マロウズハウス香りの教室）から、以上の説明を受け説明書を受領いたしま

した。 

 

令和    年   月   日 

住所 

 

氏名                 印 

 

 

 

 

令和      年   月   日 

住所  千葉市中央区今井 2-12-15-206 

(株)airycare 

マロウズハウス香りの教室 

代表取締役 太田久美子           印 

 


