会員規約
非会員・保護者様共にスタジオを利用される場合は、この会員規約が適用されます。
Studio Enoch(以下、当スタジオ)をご利用いただくにあたり、下記の内容を遵守していただきま
す。
入会資格
1.

入会者が本人であること。入会者が未成年の場合、保護者の同意がある方。

2.

心身ともに健康で、医師等により運動を禁じられていない方。

3.

営業活動や勧誘等の目的ではない方。

4.

暴力団関係者ではない方。

5.

当スタジオの判断により入会にふさわしくない方はお断り致します。

入会手続きについて
1.

入会を希望の方はスタジオ規定の入会申込書に必要事項をご記入の上、入会金及び初月(初回)
分の受講料を添えてお申し込みいただきます。手続きが済み次第会員証をお渡しします。
入会手続きの際は、身分証明証の提示をお願い致します。
入会時には受講するコースを決めて頂きます。
（入会後に受講コースの変更・追加は可能です）

2.

会員の資格有効期限は退会時までです。

3.

入会金は5，000円（税込）です。年会費はありません。

4. 入会金はキャンペーン等によって、異なる場合もございますので、予めご了承ください。
5.

一度お納めいただいた入会金は理由の如何を問わず、原則としてお返しできません。

6.

入会後は、退会もしくは休会まで毎月受講料をお支払いいただきます。

7.

最後の受講より退会の意思も示さず2ヶ月が過ぎた場合には退会扱いとし、会員資格は無くな
ります。

会員証について
1.

会員証は当スタジオにて本人のみご利用できます。

2.

会員証は他人へ貸与・譲渡することはできません。

3.

レッスンを受講の際は必ず会員証を提出して下さい。

4.

会員証を忘れた場合は、レッスンを受けれない場合があります。

5.

会員は会員証を紛失、盗難等の際は直ちに当スタジオへご連絡下さい。

6.

会員証の再発行は有料（500円税込）になります。

レッスン受講について
1.

会員は当スタジオのレッスンを各コースが定める定員数と年齢制限の範囲で受講できます。受
講の際は当スタジオ規定の受講料（月謝・チケット）が必要です。

2.

各コース共、18歳未満(高校生含む)は必ず保護者の了承を得て下さい。また21時以降にスタ
ジオから帰る際には、保護者様に送迎をお願いします。深夜徘徊となる行動(徒歩、自転車)を
禁止します。

3.

コースの月謝は初回受講時に当月分をお支払い下さい。以降は毎月末までに翌月分の月謝を
お支払い下さい。
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4.

チケットで受講する場合は、レッスンを受ける際にカードを提出して下さい。チケットを忘れ
た場合や、チケットが期限切、残り回数を使い切っている場合は受講出来ません。

5.

受講料未払いなどがある場合は、以降の受講はできません。

6.

レッスンを受講する際は、必ず予約をして下さい。 受講時に次回の予約をする事をお勧めし
ます。定員を超えたレッスンの予約は出来ません。
（月謝コースは定員以上の会員を受付けておりません）

7.

会員の事故、怪我の防止の観点から、レッスン開始後15分以上経過した場合は受講出来ませ
ん。

8.

会員の都合によるレッスン未受講分は、翌月への持ち越しはできません。

9.

会員の都合による遅刻や早退の場合、受講料割引などはできません。

10. 講師、レッスンの内容、スケジュール、受講料は都合により変更する事があります。
11. 各コースのレッスン内容、講師等は、断りなく変更する場合があります。予めご了承ください
体験レッスンの受講について
1. 体験レッスンは原則1人に一回まで1,000（税込）で受講できます。
2. 体験レッスンはキャンペーン等によって異なる場合もございますので、予めご了承ください。
3. 一度お納めいただいた体験料金は理由の如何を問わず、原則としてお返しできません。
ダンスレッスン受講料金について
1. ダンスレッスンの受講をご希望する場合、入会申込書でお選びください
2. 週１回コースの会員の場合、レッスンを選び、月4レッスンとなります。（5週目は休講があっ
た場合などの持ち越し分を行う場合があります）ただし、止むを得ず、レッスンを休む場合、
前日までスタジオにお知らせいただけると、振替チケットが発生します。振替チケットの有効
期限は1ヶ月間となり、振替チケットで他の時間帯のダンスレッスンを受講することができま
す。
3. 週２回コース会員の場合、レッスンを選び、月８レッスンまで受講出来ます。ただし、止むを
得ず、レッスンを休む場合、前日までスタジオにお知らせいただけると、振替チケットが発生
します。振替チケットの有効期限は1ヶ月間となり、振替チケットで他の時間帯のダンスレッ
スンを受講することができます。
4. 振替チケットは月に１回のみご利用できます。
5. ダンスレッスンコースは幼児コース、スタンダードコース、プロコースに別れております。
幼児コースは3-5歳児の子供が受講できるコースでございます。幼児コースでは3-5歳児向けの
幼児レッスンの受講ができます。
スタンダードコースは子供から大人まで受講ができます。ただし、時間帯によって小中学生し
か受講できないレッスンもやっておりますので、ご了承ください。スタンダードコースでは小
入門〜初級のレッスンを受講することができます。
プロコースは子供から大人まで受講ができます。ただし、時間帯によって小中学生しか受講で
きないレッスンもやっておりますので、ご了承ください。プロコースでは初級〜上級のレッス
ンの受講ができます。また、選抜レッスン、選抜チームのオーディションを受ける権利が得ら
れて、幅広くダンスができるコースになっております。
6. 申し込みの際から途中でコース変更がご希望でしたら、コースの変更ができます。
7.

各料金は下記の通りです。
入会時にコースの選択をし、初月のコース料をお支払い下さい。
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幼児コース（3歳〜5歳）
週1回コース（月4回）

8000円（税込）

週2回コース（月8回）

13000円（税込）

スタンダードコース
週1回コース（月4回）

8000円（税込）

週2回コース（月8回）

13000円（税込）

プロコース
週1回コース（月4回）

9000円（税込）

週2回コース（月8回）

14000円（税込）

8. ビジターとして入会せずに受講する場合は、1レッスン2，500円（税込）となります。
9. 追加チケットの購入は1,500円（税込）となります。追加チケットの有効期限は１ヶ月間とな
ります。
英会話レッスン受講料金について
1. 当スタジオは月4回チケットの英会話コースを受講することができます
2. 英会話レッスンの受講をご希望する場合、入会申込書でお選びください
3. 英会話コースではレッスンを選び、月4回まで受講できます。ただし、止むを得ず、レッスンを
休む場合、前日までスタジオにお知らせいただけると、振替チケットが発生します。振替チ
ケットの有効期限は1ヶ月間となり、振替チケットで他の時間帯の英会話レッスンを受講する
ことができます。
4. 振替チケットでのレッスン予約は一週間前までするようにお願いしております。
5. 英会話レッスンの他にマンツーマンの英会話レッスンもご予約できます。スタジオの受付にて
ご相談ください。
6. 各料金は下記の通りです。
入会時にコースの選択をし、初月のコース料をお支払い下さい。
英会話コースの料金は以下になります
小中学生コース：9,000円（税込）
一般コース（高校生以上）：14,000円（税込）
7. ビジターとして入会せずに受講する場合は、1レッスン3，000円（税込）となります。
8. 追加チケットの購入は2,000円（税込）となります。追加チケットの有効期限は１ヶ月間とな
ります。
英会話とダンスレッスンコースの受講料金について
1. 当スタジオは月4回チケットの英会話と月４回チケットのダンスレッスンを合わせたコースを
受講することができます
2. 英会話とダンスレッスンのコースの受講をご希望する場合、入会申込書でお選びください
3. レッスンを選び、月に英会話レッスン4回分とダンスレッスン4回分の受講ができます。ただ
し、止むを得ず、レッスンを休む場合、前日までスタジオにお知らせいただけると、振替チケッ
トが発生します。振替チケットの有効期限は1ヶ月間となり、振替チケットで他の時間帯の英
会話レッスンを受講することができます。
4. 振替チケットでのレッスン予約は一週間前までするようにお願いしております。
5. 振替チケットは月に１回のみご利用できます。
6. 英会話レッスンの他にマンツーマンの英会話レッスンもご予約できます。値段が異なりますの
で、スタジオの受付にてご相談ください。
7. 各料金は下記の通りです。
入会時にコースの選択をし、初月のコース料をお支払い下さい。
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英会話とダンスコース：
小中学生
高校生以上

15,000円（税込）
17,000円（税込）

8. ダンスレッスンの追加チケットは1,500円（税込）、英会話レッスンの追加チケットは2,000
円（税込）になります。追加チケットの有効期限は１ヶ月間となります。
チケット制について
1. 当スタジオはチケットでのレッスン受講も可能になっております。
2. チケットの購入は前払いとなっております。
3. 料金は下記の通りです。
ダンス レッスンチケット
1枚：2,500円（税込）
2枚：4,500円（税込）
4枚：9,000円（税込）
8枚：18,000円（税込）
英会話チケット
1枚：3,000円（税込）
2枚：5,500円（税込）
4枚：11,000円（税込）
4. 全てのレッスンは予約制になっております。レッスンの予約はレッスン日の一週間前まで受け
付けております。
5. 一度お納めいただいたチケットの料金は理由の如何を問わず、原則としてお返しできません。
休講について
1. 該当レッスンが5週ある場合は、原則5週目が休講日となります。ただし、振替レッスンなどが
ある場合を除きます。
2.

当スタジオの都合(イベントなど)により該当レッスンが4週未満の場合もあります。（休講分
は、5週ある月に振替ます。）

3.

講師の病気や個人的な都合によりレッスンが出来ない場合は、講師の代行を用意しますが、
レッスンを休講する場合もあります。

4.

講師の事情により休講になる場合、スタジオは講師からの報告が入り次第、ホームページの
休講案内、E-mail、お電話にてご案内いたしますが、講師の病気等の理由により、当日のご案
内になる場合もありますので、予めご承知おきください。

5.

スタジオの都合によりレッスンを休講とする場合は、主に振替レッスンにて対応いたします。
ただし、振替レッスンもできない場合は、該当月の納入月謝 受講予定レッスン数の金額を現
金にて返金いたします。（小数点以下は四捨五入で計算いたします。）

6.

理由如何に関わらず、レッスンを欠席した場合は授業料の返金は致しません。

7.

交通スト・天災地変・行政指導・交通事故、講師の前もっての都合などでやむをえず休講す
ることもあります。

8.

規約で定められていない範囲の事柄に関しては、その度スタジオよりご案内いたします。

その他の注意事項
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1.

受講の際は開講時間までに教室にお入りください。

2.

スタジオ内において無許可での勧誘、物品販売や金品の授受及びビラ配布は、一切禁止しま
す。

3.

体調不良の場合、レッスンへの参加を見合わせていただきます。

4.

スタジオ内でのケガ・急病についての応急処置はいたしますが、当スタジオは事故の責任を
一切負いかねますので、予めご了承ください。

5.

貴重品・私物等は各自管理してください。盗難・紛失・忘れ物など、当スタジオでは一切責
任を負いません。

6.

スタジオ内での備品・施設等を破損しないようにお願いいたします。もし、破損された場合
は、その程度により損害賠償を請求させていただく場合があります。

7.

講師やスタッフへの軽率な発言、言葉遣いは慎んでください。また会員同士でも思いやりの
心を持って接してください。

8.

レッスン時間外にて講師と直接やりとりした個人の情報・また内容についてスタジオは一切
関知致しません。

9.

スタジオ設備を故意に破壊したり、会員及び講師、スタッフ等に対して迷惑をかける、名誉毀
損、スタジオ運営に支障をきたす行為やスタジオの信用を失墜させる言動があった場合、各料
金等を故意に支払わなかった等の不正があった場合は強制的に退会していただきます。その
他、スタジオが不正行為と判断した場合も同様の措置を取ります。

休会手続きについて
1. 長期間レッスンの受講ができない場合は、休会届を提出して下さい。休会届を提出して頂いた
翌月から休会扱いとなります。
（休会中の月謝は発生致しません）
2.

受講を再開する際は、復帰届を提出して下さい。（お電話等で復帰を申し出て、復帰した受
講時の届出の提出でも構いません）
復帰はどのタイミングでも出来ますが、復帰した月は受講した分だけレッスン料をお支払い下
さい。（月謝 4 受講回数分の金額を復帰後初回の受講時にお支払い下さい）

3.

休会期間は、最長2年間までとします。2年を過ぎますと、自動的に退会扱いとなりますの
で、ご注意ください。

退会手続きについて
1.

当スタジオから退会する時は退会届を提出して下さい。

2.

退会届は、必ず来館のうえ提出し、当スタジオより承認印の捺印を受けて下さい。（電話、
FAX、E-mailでの提出は受付けておりません。）

3.

会員は当スタジオが退会を承認した翌月末日をもって会員資格を喪失します。

4.

退会に当たり手数料はかかりませんが、月の途中での退会やチケットの残り回数がある場合
でも、残りの受講回数分の払い戻しは出来ません。また、滞納がある場合は完納していただき
ます

個人情報の収集・利用目的の公表に関して
1.

当スタジオでは、レッスンの受講に際して、会員様・非会員様の住所・氏名等の個人情報を取
得させていただきますが、これらの情報は以下の目的に利用させていただきます。

2.

スタジオ事業の運営において、そのサービスの提供のため。
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3.

緊急時の連絡のため。

4.

スタジオ情報・スタジオが関係するイベント・公演等のご案内のため。

5.

防犯上及び事故防止のため。

禁止事項及び確認事項
1. スタジオ名を無断で使用は禁止です。催事などを主催、または出演の際にスタジオ名を使用す
る場合は、予めスタッフに許可を得て下さい。
2.

講師・スタッフ・会員に対する不敬意的行為や言動。

3.

スタジオ内及び関係箇所において一般社会の法律・ルールを逸脱する行為。

4.

スタジオの会員をスタジオ業務に関係のないことに勧誘、参加させること。

5.

当スタジオの目的を逸脱し、スタジオに不利益をもたらす行為全般。

上記を違反した場合は、損害金(内容による)を請求した上で即刻退会にします。
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