ＦＡＸ：０３−５８１６−０３３２

ご記入後、
本紙・受講約款2枚を

右記のFAX番号まで送信してください。

受講申込書
年

東京都台東区東上野1-7-15 ヒューリック東上野一丁目ビル３階
Tech Fun 株式会社 御中
受講約款に同意の上、下記講座の申し込みをいたします。

基本情報
フリガナ

フリガナ

㊞

氏名
性別

男

女

年齢

住所

日

※受講場所はTech Fun株式会社内とします。

〒

歳

自宅
電話番号
職業

月

緊急時
（勤務先 実家 携帯）
電話番号
自営業

フリーランス

正社員

契約社員

派遣社員

お申し込み講座
（受講場所はTech Fun内となります）

フリーター

□ Androidアプリ

□ iPhoneアプリ

□ Java

□ PHP

□ C言語

□ Linux

学生

主婦

無職

その他（

□ その他

お申込み金額

コース・講座・プラン名

受講開始日

受講終了日

税抜合計金額

小計（税抜）
消費税
受講料合計（税込）

お支払い方法（受講当日までに下記の方法のいずれかでお願いします）

□ 現金（銀行振込
□ 分割（

回

現金持参）

毎月

日迄 現金持参 銀行振込

□ その他（

初回

月

日\

2回目以降 \

）

）

現金振込の場合は、下記銀行口座までお願いします。尚、
振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
三菱東京UFJ銀行 秋葉原駅前支店

普通預金 ３９４１０４９

Ｔｅｃｈ Ｆｕｎ株式会社

代表取締役 笠井 達也

※2014年4月1日以降は消費税引き上げに伴い、消費税率8％にて計算となります。

Tech Fun記入欄

受付日

受付者

登録日

登録者

確認日

確認者

ＦＡＸ：０３−５８１６−０３３２

ご記入後、
本紙・受講約款2枚を

右記のFAX番号まで送信してください。

（記入例）
受講申込書

2014年4月1日

東京都台東区東上野1-7-15
Tech Fun 株式会社 御中

ヒューリック東上野一丁目ビル3階
ご記入日付を記入してください

受講約款に同意の上、下記講座の申し込みをいたします。

※受講場所はTech Fun株式会社内とします。

基本情報

フリガナ ヤマダ タロウ
氏名

フリガナ トウキョウトタイトウクヒガシウエノ

㊞

山田 太郎

性別

男

女

緊急時
（勤務先 実家 携帯）
電話番号
自営業

フリーランス

正社員

契約社員

派遣社員

お申し込み講座
（受講場所はTech Fun内となります）

□ Androidアプリ

Java研修 1ヶ月プラン

フリーター

学生

主婦

無職

その他（

基本情報を漏れなくご記入ください
□ iPhoneアプリ
□ Linux
受講コース、およびプラン名を記入してください

いずれかに を付けてください

お申込み金額

コース・講座・プラン名

Java研修 1ヶ月プラン

受講開始日

受講終了日

2014年07月01日

2014年07月29日

コース名・講座名を記入してください
受

講プランが選択できる場合はプラン名も

記入してください
現金（銀行振込
回

税抜合計金額

小計（税抜）

消費税
受講料の記入は不要です

受講料合計（税込）
受講日程を記入してください
こちらで記入して、にて

返送いたします

お支払い方法
□ 分割（

090-xxx-xxxx

□ PHP

□ C言語
□ その他

東京都台東区東上野1-7-15 野村マンション302号

25 歳

年齢

自宅
電話番号
職業

〒110-0015

住所

現金持参）

毎月

日迄 現金持参 銀行振込

□ その他（

初回

月

日\

2回目以降 \

）

）

現金振込の場合は、下記銀行口座までお願いします。尚、
振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
三菱東京UFJ銀行 秋葉原駅前支店

受講期間内の分割はご相談に応じます

普通預金 ３９４１０４９

Ｔｅｃｈ Ｆｕｎ株式会社

ので、直接お問い合わせください
※2014年4月1日以降は消費税引き上げに伴い、消費税率8％にて計算となります。
Tech Fun記入欄

受付日

受付者

記入不要です

登録日

登録者

確認日

代表取締役 笠井 達也

確認者

受講約款（個人）

第11条 申込者による契約解除
1. 申込者は将来に向かって契約の解除が可能です。
2. 前項の解除は、いかなる場合でも書面によるものとし、本校指定の
書式であることを要します。
3. 契約の解除日は、申込者が本校に対して、契約解除の旨を口頭もし
くはその他の手段で申し出て、本校が契約解除の旨を知るに至った
日とします。
4. 契約の解除は、受講開始日前または当校が定める受講期間内である
第2条 受講申し込み資格
場合に限り可能です。
申込者は以下の各号の要件を充たしている必要があります。
5. 受講期間満了後は、いかなる場合でも解除はできません。
(1) 申込者が未成年である場合は、保護者の同意があること
第12条 申込者による契約解除時の清算
(2) 申込者の受講目的が申込者自身の知識と技術の習得であること
1. 受講開始日前の契約解除の場合は下記の税込費用をご負担いただき
(3) 本校が適性試験を実施する必要があると認めた場合は、申込者は
ます。受講開始日前とは、契約に含まれる講座が複数ある場合は、
適性試験を受けること
いずれの講座も第6条で定める受講開始日前であることを要します。
(4) 前号の適性試験を申込者が受け、本校が申込者の適性を判断し、
尚、入学金は全額返還いたします。
申し込みを許可すること
(1) 事務手数料 \15,000
(5) 申込者に対し、受講時の本人確認を目的とした写真撮影を本校が
2. 受講開始日後の契約解除の場合は下記の費用をご負担いただきます。
行い、その写真データを本校にて保存することに同意すること
尚、入学金は返還いたしません。
(6) 申込者が受講する際に、本人であることを示す身分証明証（免許
(1) 事務手数料 \15,000
証、パスポート、社員証等）を本校が提示を求めた場合、応じる
(2) 経過日数分受講料（受講料の日割り計算分）
こと
下記計算式にて算出
(7) 本受講約款規定事項を順守すること
経過日数分受講料
第3条 拒否事由
＝受講料×（経過日数÷基準受講日数）（1円未満切捨て）
本校は、次に定める事由のうち、一つでも認められるときは、申し込み
※経過日数・・・受講開始日から契約解除日までの受講予定日数
をお断りする場合があります。
※基準受講日数・・・受講期間内の受講予定日数
(1) 申込希望の講座が既に定員を超えている場合
(3) 違約金
(2) 申込希望の講座が、本校が定める最少人数を充たす可能性が少な
下記計算式にて算出
いと本校が判断した場合
違約金＝（受講料－経過日数分受講料）×20%
(3) 本校指定の期日までに入学金、受講料、その他「受講申込書」に
ただし5万円を限度とする
記載の費用を支払わなかった場合
3. 既に受講料をお支払いいただいている場合は、下記のとおり清算す
(4) その他本校が不適当と認めた場合
るものとします。
第4条 役務提供と支払い
既にお支払いいただいている受講料がこの金額を超える場合は、そ
1. 本校は申込者に対して、受講申込書および事前に提示する受講カルテ
の差額を返金いたします。
に記載された内容の役務を提供します。
既にお支払いいただいている受講料がこの金額を下回る場合は、そ
2. 申込者は、入学金、受講料、その他「受講申込書」に記載の費用を、
の差額をお支払いいただきます。
受講申込書に記載の方法で当校が定める期日までに支払うものとしま
第13条 支払停止の抗弁権
す。
申込者が受講契約に関して信販会社のクレジットを利用している場合は、
第5条 指導形式
当校との間で生じている事由をもって、信販会社に対して問題が解決す
本校では、下記の形式の組み合わせにより指導を行うものとします。
るまでの間、支払いを停止することができます。
(1) 一人または複数の受講生に対して、所定の場所で受講時間内に授
第14条 前受金の保全措置
業を行う形式
特にありません。
(2) 一人または複数の受講生に対して、所定の場所で演習課題を与え、
第15条 著作物の利用
受講生自身でその演習に取り組む形式
1. 申込者は本校に対して、講座を受講するに際して制作したソフトウェ
(3) 一人の受講生に対して、所定の場所で個別指導を行う形式
アおよび企画書、設計書、操作マニュアル等その付帯成果物につい
(4) 一人または複数の受講生に対して試験を行い、その試験の解説を
て、本校の広報や紹介等の目的で無償の利用を許諾するものとしま
行う方式
す。
第6条 受講開始日
2. 前項の制作にあたり、第三書の著作権、商標、肖像権、その他の権
1. 講座あるいはコースにより受講開始日が定められている場合は、受
利を侵害しないよう、法令順守するものとし、万一第三者の権利を
講生の出席如何に拘わらず、定められた日をもって受講開始日とし
侵害する争いが生じた場合は、申込者は自らの費用と責任において
ます。
解決するものとします。
2. 講座あるいはコースにより受講開始日が定められていない場合は、
第16条 処分
原則受講生が実際に受講した日とします。ただし、申込日を起算日
下記の行為を禁止します。これに違反して、注意、勧告したにもかかわ
として、14日間一度も受講をしなかった場合は、その翌日を受講開
らず改善のない場合は、本校は申込者に対して講座の提供を停止し、ま
始日とします。
たは契約を解除することができます。この場合、停止期間中の受講料お
第7条 受講期間
よび契約解除に伴う前受金は、原則返還しないものとします。
受講期間は、受講開始日から受講終了の日までの間、または、受講申込
(1) 暴力行為、破壊行為、強迫、威嚇などの行為
書に記載する期間とします。
(2) 薬物の使用および飲酒またはその行為があると判断された状態で
第8条 実施場所
の受講
本校が申込者に対して講座内容を指導実施する場所は、受講申込書記載
(3) 本校の指導方針に従わない受講姿勢や言動
の場所とします。ただし、やむを得ない事情がある場合には、他の場所
(4) 本校内における録音、録画、写真撮影
に指導実施場所を変更することがあります。
(5) 受講に関係のないデータの持ち込みおよび持ち出し
第9条 修了認定
(6) 受講に関係のない設備の利用
1. 講座内の各単元ごとに単元修了検定テストを実施し、全単元の合格
(7) 法令に違反する一切の行為
をもって修了認定とします。
(8) その他当校が不適切と認めた一切の行為
2. 単元修了検定テストの合否判断は、当校インストラクターもしくは
第17条 免責
カウンセラーの判断によるものとします。
戦争、天変地異など当校の責に帰さざる事由により、講座の提供が困難
3. 修了認定を取得した場合に限り、当校提携企業に対して就職サポート
となった場合は、本校は申込者の損害について、一切責任を負わないも
制度（職業斡旋）を利用することができます。
のとします。
第10条 クーリング・オフ
第18条 その他の事項
1. 本校が受講申込書を受領した日から起算して8日を経過するまでの間
1. 本受講約款について疑義が生じた場合、本校および申込者で協議の
は、申込者は書面にて解除する旨を本校に通知した場合、契約を解除
上、その解決にあたるものとします。
することできます。
2. 本受講約款に定めの無い事項については、民法、その他の法令に基
2. 前項の効力は、契約解除の通知書面を発信したときに生じます。
づくものとします。
3. 1.の契約解除があった場合、当校は契約解除に伴う損害賠償、違約
金の支払いを請求いたしません。
本受講約款に同意し、順守を誓約した上で、受講申込をいたします。
4. 講座を受講された場合も、金銭の支払いを請求いたしません。
5. 既に代金の一部または全部を受領している場合は、速やかにその全
年
月
日
額を返還いたします。
6. 受講期間が2月を超えない受講コースと都度精算を行う支払形式の
受講コースには本条の適用がありません。
氏名
印
第1条 契約の成立
受講申込者および受講申込希望者（以下「申込者」という）は申し込み
内容および本約款の記載事項を理解し順守することを同意した上で、
Tech Fun株式会社（以下「本校」という）に対して、知識と技術の習得
を目的とした本校所定の科目（以下「講座」という）への受講の申し込
みを行い、本校がこれを承諾したときに成立します。

