OFFICE USE ONLY

受講申し込み書

Invoice No.

Agent

Date of issue.
DD

MM

YY

Remarks

SDC1AUG16-Ver.10

お申し込み者連絡先

Student No.

受講コース名

フリガナ

受講コースに

を入れてください。

PHOTOGRAPHY

写真撮影入門講座

氏 名

受講時間： 4 時間（ランチタイム 1 時間含む）
料金：$140 incGST Code: PHOBGNv1
※お二人以上でお申込みの場合、お一人様＄115

現住所

PHOTOGRAPHY

写真加工ワークショップ
電話番号

受講時間： 1 時間
料金：$45 incGST

携帯番号

※ワークショップのみのご参加は出来ません

Code: PHOBGNv1

受講日:

E-mail
生年月日

職 業

ビザ種類

ビザ有効期限

年

月

日

料金とお支払い方法
合計：＄

緊急連絡先
本人との関係

フリガナ

氏 名

銀行振込み

現金

カード払い

MASTER

VISA

※注意：カード手数料３％が別途掛かります。

マネーオーダーまたはバンクチェック

ご署名
別紙「受講申し込み・キャンセル規定」
SDC1AUG16-Ver.10に同意して申し込みます。

住 所
電話番号

署名：

お申し込み日:

勤務先名

年

月

日

お申し込み者情報
以下のご質問はより良い授業にするために、必要な情報です。ご回答をお願い致します。

Q1

お持ちのカメラの機種を教えてください。(例:Nikon D600)

Q2

撮影で難しいと思うことに

を入れてください。※複数選択可

構図が決まらない

写真がぼける

色がきれいに出ない

他

暗く写ってしまう

Q4

コンピューターをどのくらい頻度でご使用していますか？

Q5

ご希望事項や何かコメントがございましたらご記入ください。

毎日

週3-4回程度

週1回程度

月1回程度

その他

Q3

興味のある撮影分野に

を入れてください。※複数選択可

風景

夜景

スポーツ

子供

スナップ

花

ペット

商品･小物

料理

他

その他

主催･運営

SPEC Design Group

A.B.N. 82 936 128 852

1102, 2A 1Help Street, Chatswood 2067 NSW Australia
Ph: +61 (0) 2 9411 7961

お申し込みは、info@specdesign.com.au
または、左記住所までお送りください。

受講規約
SDC1AUG16-Ver.10
【お申し込みの受付】
一般コース・講座、
オリジナルカリキュラムのお申し込み受付はコース開始日の4週間以前、有料
ワークショップ・セミナー等のお申し込み受付は開講日の2週間前以前とさせていただきます。
※お申し込み受付期間を切った場合でもSPEC Design College の判断にて受け付けさせ
ていただく場合がございますが、
キャンセルの際の全額返金は対象外となりますので、予め
ご了承ください。

【行動規範と受講中の損害責任について】
お申し込み者はいかなる時でも適切な行動をすることが求められます。SPEC Design College
は、
以下のような行動がお申し込み者にあった場合コース受講を延長、
またはキャンセルします。
※決まった保護サポートの手配を拒否した場合（18歳未満のお申し込み者のみ対象）
※SPEC Design College校内において、本人または他のお申し込み者に危険が及ぶ行為
が認められた場合
※犯罪行為を起こす危険性がある場合
※クラスの内外で、容認できない行為があった場合
受講中のケガ、盗難、その他のトラブルに関しては、当社は一切責任を負いません。

【契約の成立】
お申し込みは、当校または、当校取り扱いエージェントへの直接申し込み、
または「受講申し込み
書」をファックス、Eメール、郵便にて当校宛てにお送りください。 本契約は、運営・主催会社
SPEC Design Group （以下、
「当社」
といいます）がお申し込みを受領し、
該当する料金の総
額を受領した時にお申し込み成立とします。 当社がお申し込みを承諾したお申し込み者を以下
「 お 申し 込 み 者 」と い い ま す 。 各 種 手 続 き は 料 金 の 受 領 日 以 降 に 開 始 さ れ ま す 。 【施設、設備の損害】
故意にカレッジ内のコンピューター、機材、その他設備をはじめ、施設に損害を与えた場合は損
また、
契約成立は当社が手配可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
害金をご請求します。
定義
Ⅰ. 「コース」
とは、受講期間全てを示します。
【個人情報
・著作権について】
Ⅱ. 「コース開始日」は、当社からの契約成立通知に記載された日付を示します。
お申し込み書、あるいは入学手続きに関して提供した情報（個人情報・入学したコースやコースの
変更・お申し込み者ビザ条件を違反する行為を含む）
は、SPEC Design Collegeで入学手続き
【拒否事由】
や教育サービスをお申し込み者に知らせるために使用されます。 提供された情報が不十分な
当社は、本規約に基づくコースのお申し込みに際し、次に定める事由のひとつあるいは複数が認
場合は入学が延長になることがあります。 これらの情報は、Privacy Act （2000年オースト
められるときは、
お申し込みをお断りするか、内容の変更を依頼する場合があります。
ラリア連邦政府プライバシー法）そしてSPEC Design Collegeの個人情報管理規定によって
※お申し込み者が未成年者(18歳未満)でお申し込みに法定代理人（ご両親など）の同意が得
管理され、SPEC Design Collegeの個人情報管理担当者に問い合わせることで自分の情報
られない場合
を見ることができます。 SPEC Design Collegeは、学校のコースについての情報をお申し
※お申し込み者が希望するコースの提供が明らかに不可能と当社が判断した場合
込み者に送ることがあります。 それ以降情報を受け取らない場合はそれを要求することがで
※過去の既往症又は現在の心身の健康状態、語学力等がコース受講に不適切であると当社
きます。 SPEC Design College授業内で撮ったお申し込み者の写真、
ビデオ、録音テープ、
が認めた場合
コメン
ト、授業内で制作した作品などは、無断で宣伝広告のために使用することがあります。
※過去の既往症又は現在の心身の健康状態から、当社が医師の承諾書や誓約書が必要であ
ると判断したにもかかわらず、該当書類の提出を拒否された場合
※お申し込み者の年齢、資格、技能、その他条件が、当社の指定する条件を満たしていないと
当社が判断した場合
※その他、
お申し込み者がコース受講に不適当であると当社が判断した場合

【キャンセル・返金について】
お申し込み受付完了後、料金の返金は、
以下の条件以外適応されません。
※お申し込みの段階で、学校の定員に達したとき、
また、やむ得ない理由で契約締結されな
かった場合
※コース開始日から4週間以前にコース受講キャンセルの意志を書面にて申し出をした場合、
【契約書類の交付】
料金は全額返金されます。 ただしお申し込み期間を切った場合の受付については対象外
当社は契約の成立後、お申し込み者に対し速やかに当該コースにおける授業詳細を記載した
となりますので、予めご了承ください。
メールを info@specdesign.com.au より送付します。
※コース開始日から4週間切った時点でコース受講キャンセルの意志を書面にて申し出をし
た場合、30％を差し引いた料金が返金されます。
【必要書類】
※SPEC Design Collegeがコースの開講を取りやめた場合を除き、
コース開始日以降に
コース受講手続きに必要な書類が発生する場合、契約書類の送付と共にご連絡します。 必要
キャンセルした場合、返金されません。
書類を揃え、必ず指定期日までに当社担当者宛に返送してください。 18歳未満の方のお申し
※SPEC Design Collegeは、
以下の場合、
入学の延期、
もしくはキャンセルをすることがあります。
込みには、保護者の同意が必要です。
a)コースを受講するためにSPEC Design Collegeに支払うべき金額を
（直接的、
または
間接的）
に支払わない場合
【料金】
b)お申し込み者のビザの条件に違反した場合
料 金はオーストラリアドル建てでご案 内します。 お見 積りは無 料で行 い 、書 面 、または
c)不正行為のあった場合。 また、18歳以下のお申し込み者の場合で、十分な理由なく決
info@specdesign.com.au からのメールにて料金をご案内します。 コースによっては、印刷
まった保護サポートの手配を拒否した場合、入学を一時停止またはキャンセルすることが
会社見学など校外授業が行われます。 その場合の施設利用料金や交通費、食事代などの実費
あります。 その場合、
コース料金は返金されません。
はお申し込み者の負担となります。 また、
コースに参加することで発生する実費（生活費、交通
※SPEC Design Collegeがコースの開講を中止する場合以外は、
SPEC Design College
費、食事代など）
は当社料金には含まれません。 「お見積り書」または「受領書」に明示されてい
が書面での通知を受領した日から4週間以内にコース料金が返金されます。
ない項目や内容は、料金には含まれません。
※SPEC Design Collegeがコースの開講を中止する場合、SPEC Design Collegeが料
金を負担して代替のコースを提案し、お申し込み者が書面にて受諾した場合を除き、料金は
【授業料のお支払い】
（開講中止となった日から2週間以内に）全額返金されます。
受講お申し込み内容を確認後、
当社より、
メールにてご請求書をお送りさせていただきますので、
※お申し込み者によってコースが延期、
またはキャンセルされた場合、残りの料金の返金は行
請 求 書 発 行 日 よ り 7 日 以 内 に 、料 金 の お 支 払 い の 手 続 き を お 願 い 致 し ま す 。
われません。
お支払い方法は、
下記いずれかを選びお支払いください。
※講師がやむおえぬ事情で休講となった場合、交通費、ほかの損害について一切責任を負い
▼現金（オーストラリア国内からお申し込みの方）
かねます。
下記までご持参ください。
※お申し込み者の行動が行動規範に反しているとSPEC Design Collegeが認め、
コース受
ご来社前日までに必ずメールもしくはお電話でご連絡いただけますようお願い致します。
講をキャンセルした場合、
コース料金は返金されません。
会社名: SPEC Design Group
銀行振り込みにかかる手数料等の費用はお申し込み者の負担とします。
電 話: +61 (0) 2 9411 7961
住 所: 1102, 2A Help Street Chatswood NSW 2067 Australia
【受講の延期】
コース料金を納付済みの場合、SPEC Design Collegeは以下の場合に受講開始日の延期、
ま
▼銀行振り込み（オーストラリア国内、国外からお申し込みの方）
たは、受講開始後の休講を認めることがあります。
当社の指定口座（下記参照）
に全額振り込みください。また、振り込みが完了した時点で、当社
※SPEC Design Collegeにコース開始日の少なくとも4週間以前に書面にて通知をした
までその旨をご連絡ください。
場合
（但し、
コース料金の値上げがあった場合は、
お申し込み者は差額を支払うものとします。）
銀行名: Westpac Bank
口座番号: 849265
※以下のようなやむを得ない事情があり、書面にて通知をした場合：
Ｂ Ｓ Ｂ: 032090
口座名義: SPEC Design Group
・お申し込み者の近親者が死亡した場合（父親・母親・子供・兄弟姉妹・配偶者に限る）
・母国での自然災害
▼マネーオーダーまたはバンクチェック（オーストラリア国内からお申し込みの方）
・お申し込み者本人または家族が重篤な病気を罹患している場合
下記までご送付ください。
・妊娠した場合
To: SPEC Design Group
・お申し込み者本人が重大な犯罪の被害を受けた場合や心的外傷を負った場合
Address: 1102, 2A Help Street Chatswood NSW 2067 Australia
コース受講の延期承認はSPEC Design Collegeに決定権があります。 延期申請を行う際には、
SPEC Design Collegeの基準を満たした、
延期申請の必要性を裏付ける証明文書を提出する必
▼カード支払い
要があります。 申請が認められた場合、
最長6ヵ月までの延期が認められます。 別段の定めをし
VISA または MASTERカード 詳しくはお電話にてお問い合わせください。
た場合を除き、
この諸条件については、
6ヵ月を超える延期、
返金、
授業の振替は認められません。
※事務手数料が３％がかかります、予めご了承ください。
【受講開始後のキャンセル・延期・休講振り替え】
【お振込み等の手数料】
・受講開始後、
お申し込み者がいかなる理由でキャンセルした場合も、料金は返金されません。
日本の金融機関、およびオーストラリアの金融機関両方で発生するお振り込み等の手数料は、お ・受講開始後のお申し込み者による延期は認められません。
申し込み者のご負担とします。 ご利用の銀行で、
オーストラリアの銀行で差し引かれる受け取 ・受講開始後のお申し込み者の事情による休講に対する授業の振替は行われません。
その休講に対する受講料の返金もされません。
り手数料を必ず事前にご確認の上、料金に上乗せしてお支払いください。
お支払い金額が料金に満たない場合、お申し込みいただいたコースの手配遅延を招く場合があ
ります。 何らかの事情で指定期日までにお支払いを完了いただけない場合、速やかに当社ま 【解約について】
万が一、当規約に違反する行為、その他、社会通念上のルールを著しく逸脱した行為等があった
でご相談ください。
とSPEC Design Collegeが判断した場合、SPEC Design Collegeは何ら通知催告すること
なしにお申し込み者との受講契約を即時解約し、今後お申し込み者とのご契約一切をお断りし、
【お支払い方法やお支払い期限】
校舎への立ち入りを禁止する場合があります。
入学までの期間によって異なる場合があります。その場合、上記規定に関わらず、必要な規定を
その他SPEC Design Collegeのご利用に際して発生した諸問題についてはSPEC Design
優先します。 当社に連絡なく、指定期日までにお支払いされない場合、手続きを停止すること
Collegeの定める諸規定に基づいて対処させていただきます。
があります。 これに伴う入学の遅れは当社の責任外となります。 当社責任外の事由で当該料
金が上昇した場合、差額を請求します。
【本規約の変更】
本規約は、事情により予告なしに変更されることがあります。
【為替】
規約の内容は、2016年8月1日以降に申し込まれる全ての契約に適用されます。
当社はすべての料金を、
オーストラリアドル建てにて決済しています。 為替レートについてはご
利用の金融機関にお尋ねください。
2016年8月1日更新
2013年2月15日更新

2012年8月1日更新
2010年９月１日制定
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