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本規約は有限会社エイアールエス（以下、当社）が運営、管理、実施する 

講習会の受講者に適用されます。 

 

■ 受講資格 
1. １８歳以上の心身ともに健康な方。 
2. 支払期日までに、指定口座に受講料の入金を確認できた方。 
 

■ 受講のお申し込みについて 
1. 受講申込書は、申込者とエイアールエス ナチュロパシー＆アロマスタデ
ィーズ（以下スクール）との契約書になります。受講申込書がスクールに到

着した時点で、仮受講申込みの受付とし、受講に対する責任が双方に生じ

ます。 

2. 受講料の入金について、受講申込書送付日より７日以内を期日とします。 
3. 受講申込書を当スクールが受理し、受講料入金を確認した時点で、正式
な受講受付の完了となります。 

 

■同意書について 

以下の場合は、同意書の提出が必要となります。 

1. 受講生が未成年の場合 受講申込みの際に２０歳未満の方は、保護者の
同意・捺印が必要となります。 

2. 受講生が妊娠中の場合 受講開始前、受講中に関わらず妊娠が確認さ
れ、そのまま受講の継続をご希望される際に必要となります。 

3. その他、既往歴やケガなどによっては、同意書が必要な場合もございま
す。 

 

■ クーリングオフについて 
受講生は受講申込書送付後、８日間のクーリングオフ期間があります。受講

申込書送付日（郵送の場合は、郵便局の消印日付、メール、ＦＡＸ送信の 

場合は送信日時）より起算して８日以内に必ず書面（郵送）にて、受講取消

の意思をスクールまでお送りください。この期間にスクールへお支払された

受講料に関しては、全額返金させていただきます。 

＊ 内容証明郵便か簡易書留扱いが確実です。書面には下記のことを明記く
ださい。 

(ア) 受講申込みをクーリングオフする旨の記載 
(イ) 受講コース名およびお申込み年月日 
(ウ) 受講申込みをされた方の氏名・住所・電話番号・メールアドレス 
(エ) ご本人名義の振込先口座（既にお振込みされている方のみ 
 

■お申込み方法  

① WEB から  エイアールエスホームページ各種講座案内WEB フォーム 

よりお申し込みください。http://www.ars-inc.co.jp/ 

② E-mail から 申込の旨のメール→当校から願書送付→願書のご返送 

受講料の振込。 info@ars-inc.co.jp 

③ TEL・FAX から→電話、ファックス→当校から願書送付→願書のご返送・

受講料の振込。TEL：０３－６２７３－１９１０／FAX：０３－６２７３－１９１２ 

 

＜ご記入内容＞ 

 氏名（フルネーム）、氏名（フリガナ） ご住所、電話番号、緊急連絡先（携

帯電話等）、講座名（講座 NO.）、クラス、本校をお知りになったきっかけ、 

FAX にてお申し込みの際には、FAX 番号をお知らせください。 

 

■お振込み 

1. 残席状況を確認し、メールまたは FAX にて３営業日（土日祝日、お盆、年
末年始、休業日を除く）以内に受け付けた旨とお振り込み期日をご連絡致

します。受講料は、期日までに、申込書に記載した氏名を振込名義人とし、

下記の銀行口座へのお振り込みとなります。その際の振込み手数料は、受

講生のご負担となります。ご了承ください。 

＊ お伝えした期日迄にお支払いがなく、お客様からの御連絡もない場合、 
  予約をキャンセルされたものと見なしますのでご了承ください。お支払が 

  遅れる場合は、予め御連絡ください。 

 

 

 お振込先 

 三菱東京UFJ銀行 新宿中央支店 普通預金 No.4500442  

 またはゆうちょ銀行 10190-08330581  

 名義： ユ）エイアールエス  

 

2. お振り込み期日 開講日の 1４日前迄にお振り込みください。 
3. 領収書  金融期間振込みのお客様控えを領収書とさせていただきます。
手書き領収書をご希望の場合別途お申し出ください。 

4. ご予約完了 お支払をもって受講の予約が完了となります。初日にスクー
ルへお越しください。 当校からお送りする書類はありません。 

5. 受講料やその他の納付金などの支払義務を負っているにも関わらず、
度重なる通告を無視し、入金の意思が見られない場合は、法的な措置

を取らせて頂く場合もございます。 
 
■受講予約とキャンセル及び受講確認について 
1. 受講料（教材費、授業料）は、前納制です。いったん納入された申込金は
理由の如何を問わず返却できません。 

2. ご予約された講座を解約される場合は、受講開始の７日前より解約手数
料が発生します。 

 解約手数料（キャンセルに関わる振り込み手数料はご負担頂きます。） 

 ・アロマベーシック  （AEAJ 認定アドバイザーコース）15,000 円  

 ・アロマアドバンスド１（AEA 認定アロマインストラクターコース）40,000 円  

 ・アロマアドバンスド２（AEAJ 認定アロマセラピスト学科）50,000 円 

 ・アロママッサージ  （AEAJ 認定アロマセラピスト実技）50,000 円 

 ・メディカルアロマテラピー        50,000 円 

 ・その他単発クラス： 受講料の 20％ 

 ※１日完結講座の３営業日前以降は、キャンセル料が全額となります。 

 ・中途解約者が、将来同じコースの受講を申し込込まれた場合、新規申込 

 みとしてレッスン料全額を申し受けます。 

 

■ 申込みコース・講座の変更について 
受講開始後のコースの変更、他コースへの変更は出来ません。 

 

■ 受講の注意 
1. 駐車場、駐輪場施設はありませんので、自転車や車でのご来校はご遠慮
ください。 

2. 講座の写真、ビデオ撮影、録音等の記録行為を禁止致します。（自身完
成作品、アロマイタリアンでの撮影はこの限りではありません。） 

3. 貴重品は、必ず身に付けてください。紛失の責任は一切負いかねます。 
4. 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。 
5. 授業のために持参された個人用の荷物についてはお預かりすることは 
出来ません。 

6. 個人で発生させたゴミはお持ち帰りください。 
7. 親子セミナーを除き、お子様、ペット、友人を伴っての受講は出来ません 
8. 教室の床を傷つけないように、ベッド、イスなどを引きずらないようにしてく
ださい。 

9. 履物について、出来るだけご自身のスリッパや履物、ソックスなどをお持ち
ください。 

10. 植物オイルのついた足で床を歩くこと、またスリッパを共有することは、衛
生上ご遠慮ください。 

11. 現在妊娠中の方、深刻な病気に罹患している方、過去に大病を患った
経験のある方は通常の精油使用やマッサージが不適当な場合があります

ので、必ず受講前に申告してください。もし申告がない場合は、受講中ま

たは受講後の症状の悪化に対して一切の責任・義務を負いかねます。 

12. 教材のコピー・複製・一般への公開などは著作権の関係上一切認めて
おりませんので、これに違反した場合は損害を賠償していただきます。 

13. 上記に違反された場合や講師、他の生徒に迷惑を及ぼす行為があった
場合、受講をお断りすることがあります。 
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■ディプロマ（修了書）の発行について 

1. メディカルアロマテラピー講座については、20 時間以上の聴講が修了書
発行条件となります。 

2. AEAJ 認定コースに関しては、時間の 80%以上の聴講（実技）、校内試験
合格をもって、二次試験免除申請書、卒業の条件となります。 

3. AEAJ 認定コース終了後の二次試験免除申請書（アドバイザー、インストラ
クター、アロマセラピスト学科、アロマセラピストカルテ審査）発行手続は受

講終了直後に行います。アドバイザー、インストラクター、アロマセラピスト

学科免除申請料は一律 1,000 円を、アロマセラピストカルテ審査は、2,000

申し受けます。 

4. 再受講の方で既にディプロマを取得されている方への重複発行は出来ま
せん。 

5. 紛失等のディプロマ再発行は有料です。 
 

■欠席・遅刻・見学・振替受講について 

1. 原則として決められた講習日程に全て出席願います。受講生の都合によ
る遅刻は一切認められません。 

2. 開始時刻５分前までにご来場願います。授業に遅刻した場合、３０分以内
の遅刻については出席扱いとなります。 

3. 授業終了後の教室利用は１５~３０分以内となります。 
4. 実技クラスでは、感染症などを防ぐため，施術に適しないと講師により判
断された場合は見学（出席扱い）となりますので御了承ください。 

 

■授業振替について 

欠席、遅刻、早退における授業振替は致しかねます。 

 

■休講・休校について 

1. 休講 
天候や自然災害、交通状況の悪化、ストライキ、講師の病気・事故または

講師関係者の弔事など不測の事態により休講させて頂く場合がございま

す。その他やむを得ない事情で講座日程や授業開始時間、講師が変更

になる場合がありますのであらかじめご了承ください。休講の最終決定は

講義開始時刻の９０分前に行います。 

 

2. 休校 
ゴールデンウイークの一部、夏季（お盆）・年末年始期間は休校となります。

但し特別講座を開催する場合は開講致します。また不定期の休校日もご

ざいます。 

 

3. 休学 
やむを得ない理由（妊娠、出産、病気、長期入院、伝染性の疾患、介護、

看護など）により通学が困難となった場合、復学の意思を持っている受講

生は１年間まで休学することが出来ます。 

(ア) 医師の診断書等休学の理由を証明する書類を添付のうえ「休学願」を
提出してください。審議後承認された場合、「休学承認書」を発行しま

す。 

(イ) 休学期間は最長１年間とします。 
(ウ) 休学していた受講生がそのまま受講不可能となった場合、退学扱いと
なり、お支払いただいた受講料の返金は致しません。 

 

■損害賠償責任の免責について 

受講者が当社諸講座の受講中、受講者の責に帰する事由により、受講者自

身が受けた損害（盗難、人的物的事故）に対して、当社は当該損害に関する

責任を一切負いません。 

 

■受講者の損害賠償責任について 

受講者が当社講座の受講中、受講者の責に帰する事由により、当社又は第

三者に損害を与えた場合、その受講者が当該損害に関する責任を負うもの

とします。また、受講者の同伴者についても受講者が連帯して賠償の責任を

負うものとします。 

 

 

■その他重要事項について 

疾病（伝染病、その他他の者に伝染又は感染する恐れがある疾病）、その他

特別な理由（アレルギー等）がある方は、スクールの判断により受講をお断り

させていただく場合がございます。 

 

上記に該当する場合、またその可能性が疑われる場合において、事前に申

出がない状況下で発生した事故（肌トラブル等）により、受講者自身が受けた

損害に対して当社は一切責任を追いません。 

 

受講者と当社の関係につきまして日本法が適用されるものとします。万一、

お客様と当社との間に訴訟の必要が 生じた場合には、東京地方裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

■ 受講規約の変更 
当社は、本規約を必要に応じてできるものとし、お客様への通知をもって変

更の効力が適用されることとします。 

 

エイアールエス ナチュロパシー＆アロマスタディーズ 

〒151-0051 

東京都渋谷区千駄ヶ谷５－４－９ 第 20 スカイビル 404 号 

TEL：03-6273-1910   FAX:03-6273-1912 


