
１．ICE私立専門塾の運営体制

ICE私立専門塾は、株式会社エー・アンド・アイ（ＺＥホールディングス株式会社の完全子会社）が運営する学習塾です。

２．対象

ICE私立専門塾の対象となるお子様は、小学校1年生～高校3年生です。

３．指導形態・定員

原則、教師1名に対して生徒4名までの個別学習指導となります。

※生徒と教師が1:1のプライベート指導をご希望の場合は、個別にご相談を承ります（標準月謝の倍額相当となります）。

※一部講座について、生徒4～6名の個別学習指導となる場合がございます（標準月謝から1200円割引）。

４．各サービス内容詳細

①設定コースについて

私立スタンダードコース

桐蔭学園コース

私立スタンダードコース

私立ハイレベルコース

桐蔭学園コース

プログレス・ニュートレジャー入門コース

レプトン（週1回）　入門～中級／上級

レプトン（週1回）   リモートクラス

レプトン（週1回）   グラマー補強

レプトン（週2回）　入門～中級／上級

レプトン（週3回）　入門～中級／上級

私立スタンダードコース

私立スタンダード＋英検アダプティブコース

私立ハイレベルコース

映像学習（併行受講のみ）

英検ベーシックコース（5・4・3級対策）

英検スタンダードコース（準2・2級対策）

英検アドバンストコース（準1級対策）
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②生徒1名の講座について

・入会時もしくは受講登録時に生徒1名で開講する場合があります。ただし、3ケ間で生徒人員の増加がない場合は、

　入会もしくは受講開始から４ヶ月目に時間割を調整させていただく場合がございます。

③持ち物について

・筆記用具、教材、ノートをお持ちください。

・飲料の持ち込みは、ペットボトルもしくは水筒に限らせていただきます（原則、授業内の食事はご遠慮いただきます）。
※ 原則、持ち込まれた飲食に関するゴミはお持ち帰りいただきます。

④教室への送迎について

・授業時間をお守りください。やむを得ない事情で遅刻もしくは早退する場合は必ず教室にご連絡ください。

・通常のお迎えの方以外が来られる場合は、担当教師まであらかじめご連絡ください。

⑤ご家庭との連絡について

・教室からのレターや印刷物は、よく読んで大切に保管してください。

・住所・電話番号・メールアドレス・勤務先に変更があった場合は、別紙の『個人情報変更届』にて必ずお知らせください。

・緊急時の連絡先は、常に明らかにしておいてください。すでにお届けになっている携帯番号等が変更になった場合は

　速やかに教師または本部までご連絡ください。

⑥授業の欠席について

・ 授業を欠席される場合は、必ず教室または本部に授業開始前までご連絡ください。

・ 自然災害等によって、公共交通機関の運休が発表された場合、もしくは地域に特別警報・警報が発令された場合は、

　原則として当該地域の教室の授業は中止致します。これに伴う振替授業等の措置を取る場合は、別途ご案内致します。

・公式な学校行事等による欠席に関しては、既存の時間割枠内で2週間以内での振替参加が可能です。振替を希望される場合は

　お通いの教室ないしは本部まで欠席日前日17時までにご相談ください。

※授業日前日が日祝日もしくは教室閉室日にあたる場合は、その前日までにご連絡ください。授業日当日にご連絡いただいた

　 場合は、振替授業の設定はできませんのでご注意ください。

※振替授業では授業曜日・時間・担当者が変更となる場合があります。

※振替授業の再設定はいたしません。

⑦授業スケジュールについて

・夏休み、冬休み、春休み等の期間中は通常授業の曜日、時間などが変わることがありますのでご了承ください。

・季節講習や定期試験対策講座、英検対策講座なども企画しております。その都度ご案内いたしますのでご参加ください。

・祝日でもそのまま授業を行う場合があります。くわしくは、年間授業予定にてお知らせいたします。

・休講（閉室）期間は、年間授業予定にてお知らせいたしますので、予めご承知おきください。

⑧季節講習について【通常受講いただいているコースに対応する季節講習をご受講いただきます。】

・夏休み、冬休み、春休みに各季節講習がございます。通常授業同様、必修受講となりますが、日程が変則となりますので

　ご注意ください。　なお、講習期間中においては通常授業【振替授業】は行いません。

・８月通常授業も、夏期講習期間内に通常とは別日程でご受講いただきます（年間授業回数に含まれます）。
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Ⅱ．諸手続きについて

１．ご入会のプロセスについて

①お問合せ

・お電話、もしくはホームページよりご連絡をお願いします。

②個別面談

・現状の学習状況などをお伺いし、長期・短期の目標設定を行うために、個別の面談を行います。

③ご希望の講座への体験授業参加　（参加費は無料です）

・お通いになれる時間割をご提示したうえで、ご希望の講座を１コマ体験していただきます。

・なお、個別面談や体験授業の結果、ご希望にそえないと当教室が判断した場合は入会をお断りする場合がございます。

④入会申込書の提出

・入会申込書にご記入・ご捺印を頂き、ご提出をお願いします。

⑥授業スタート

２．納入金について

①納入金として、入会金、月額授業料、維持費、教材費が必要となります。料金はコース・クラスにより異なりますので、

　詳細につきましては、『2021総合案内（受講料一覧）』をご確認ください。

a)  入会金…入会登録に必要な事務手続き等の費用です。

※入会金については、会員登録のための事務手続等の費用に充てさせて頂きます.

・ICE幼児教室退会後3年以内のご入会は、入会金免除となります。

・退会後3年経過後の再入会（幼児・塾問わず）は、入会金半額となります。

b)  月額授業料…各クラス授業の受講費用です（月払）。

※月額授業料は年間授業日数によって設定されております。そのため、月によって授業回数が異なっても毎月の授業料は同額です。

c) 維持費…施設使用料及び光熱費、冷暖房費、修繕費、メンテナンスの費用等に充当されます（月払）。

d) 教材費…授業で使用する教材の費用です（教材の使用開始月のみ）。

②入会時の納入金（入会金、初月授業料、初月維持費、教材費をいいます。なお月途中での入会の場合は授業料について所定の割引が

　ございます。） のお支払いは、払込用紙にて指定のコンビニエンスストアにて期日迄にお願いします。

　 入会後の納入金（授業料、維持費、教材費等）のお支払いは、受講頂く前月末27日に預金口座からの自動振替によりご納入をお願い

   します。ただし、銀行口座引落の手続きが完了する迄の約１～3ヵ月は払込用紙による納入となることがあります。

③期日に口座振替ができなかった場合や追加でご納入が必要な場合は、翌月分の受講料と合算にて口座振替となることがあります。

④受講コース・クラスの変更等のお手続がご請求金額の変更に間に合わなかった場合は、一度変更前の金額でご納入いただいた後、

    差額を「払込票」でのご請求またはご返金にて調整します。

⑤受講料を多くご納入いただいた場合はご返金します。ただし、その際に未納入の受講料があった場合は充当させていただきます。

⑥指導期間の中途で退会する場合はP4の「7.中途解約について」に基づき納入金を返還します。

⑦事前の連絡無く期日までに納入がない場合は、指導を停止され、会員の資格を失うことがあります。

⑧未納入の受講料が残っている場合には、請求業務を当社指定の外部会社に委託することがあります。

⑨月謝等の請求明細につきましては、ウェブサイト上のお客様専用の「マイページ」にて閲覧していただけます。パソコンもしくは

　スマートフォンでログインしていただきますと、当月を含む過去６ヵ月間の「納入費用のご案内」を印刷する機能を設けております。

　なお、月謝等納入明細書を含む証明書類等の発行につきましては、１通につきまして発行手数料300円（税抜）がかかります。

３．各種変更について

　　受講コース・クラスの変更、および休会・退会をされる場合は、前月1日までに書面にてお手続きをお済ませください。

　※1日が教室閉室日にあたる場合は、その前日までにお手続きをお願いいたします。

①申込内容の変更

・受講コース等の申込内容変更の際は、所定の「受講講座変更申込書」を変更月の前月1日までにご提出ください。

＜例＞7月からの変更をご希望の場合は、6月1日までに所定の書類を提出ください。
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②休会について

・休会する月の前月1日迄に、所定の「休会・復会届」の提出をお願いします。

・なお休会中は在籍を継続させるために、所定の休会費（維持費相当額）が必要となります。休会は最長で１ヶ月迄となります。

　復会しお通いいただくことができない場合は退会とさせて頂きます。

・退会後の再入会は、入会金の半額をお支払いいただきます（「2.．納入金について」①）。 

・復会時に、休会時とは異なるコースにて復会される場合は「受講講座変更申込書」をご提出ください。

③退会について

・退会する月の前月1日迄に、所定の「退会届」の提出をお願いします。

＜例＞7月からの退会をご希望の場合は、6月1日までに所定の書類を提出ください。

・退会にあたっての費用の取り扱いはP4の「7.中途解約について」に基づいて取扱いをさせていただきます。

④通塾教室の変更

・通塾する教室を他の教室に変更する場合は所定の「転出入申込書」をご提出ください。

４. その他の手続き

①講習やゼミ（期間限定講座）に参加される場合…所定の申込書をご提出いただきます。

②スポットで受講される場合…WEBからお申込ください。

５. 併行受講について

①通常授業において、複数の講座を併行受講される場合に、月額授業料の割引が適用されます。

②併行受講の場合も、維持費については講座ごとのお支払いが必要となります。

③入会時と同時に併行受講を開始される場合も、後日追加された場合も同様です。追加の場合は、月額授業料の適用月より割引料金に

　変更させて いただきます。

６.  入会のキャンセルについて

①入会申込書に記入された入会申込日より起算して7日以内に書面にて入会をキャンセルする届出があった場合は、授業開始後であって

　も納入された 費用がある場合は全額返還致します。返還に際し、違約金や手数料等の支払は不要です。

　返還は預金口座振込にて行います。   返還先口座をお知らせください。

②入会を経ないで申込みが可能な講座等への参加をキャンセルする場合は、準備の都合上キャンセル締切日までにお申し出ください。

７．中途解約について

① 利用開始日までの中途解約について

・入会申込日より起算して8日以降で入会申込書に記入された初回授業日までに、退会届の提出があった場合は、入会金を除く納入金

を返還いたします。

②入会申込書に記入された初回授業日（出欠を問わず）後の中途解約について

・ 授業料、維持費・・・解約月でのご利用済分を授業回数割して申し受け、残額を返還いたします。

・教材費

a) 返却された教材が一部でも使用されている場合は、その代金を申し受けます。

b) 返却された教材に汚損や書き込みがなく、未使用の場合には、その代金をご返還致します。

③返還は預金口座振込にて行います。返還先口座をお知らせください。

８.  個人情報の取り扱いについて

当教室は、「個人情報保護方針」に基づいて会員情報を適切に扱うものとします。住所・生徒氏名・保護者・家族氏名・生年月日

などの個人情報については教室運営のほか、当社グループ企業からの各種ご案内を提供する際に利用いたします。

詳細に関しては、アイ・シー・イー私立専門塾ホームページ「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」をご参照ください。　

（http://www.ice-juku.com/）

《個人情報に関するお問い合わせ・相談窓口》

株式会社　エー・アンド・アイ　個人情報お問合せセンター

ＴＥＬ：0120-044-844（日・祝日を除く9:00～17:00） 
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Ⅲ．会員規約について

　　　【会員規約】

●会員について

会員とは、会員規約に同意した上で、入会を申し込んだ者をいいます。入会申込書の当社受領日をもって入会申込日とし、会員

契約締結の証として、入会申込書の控え（コピー）をお渡しします。

●指導について

(1)   対象年齢、指導コース・クラス、指導期間、指導日、指導時間及び納入金は次の資料に記載された通りです。

① 「総合利用ガイド（本冊子）」

② 「総合パンフレット」（本体コースのご案内以外に季節講習やゼミ等のご案内がございます。）

③ 「受講料一覧（税抜）」

④ 「年間授業予定」

(2) 時間割の都合または入塾後の成績動向等により、コース・クラス、担当教師、指導日または指導時間が変更となる場合が

あります。

●受講料の納入時期と方法

P3に記載の「2.納入金について」をご確認ください。

●入会手続きについて

「入会申込書」に必要事項を記入・捺印の上ご提出ください。併せて口座振替の手続を行ってください。

●授業の中止について

災害等が発生した、あるいは発生の危険がある場合は行政当局の判断に沿って授業を中止する場合があります。

● 個人情報の取り扱いについて

個人情報の取り扱いについてはP4の「8.個人情報の取り扱いについて」をご確認ください。

●指導期間と授業回数について

ICEでは、各月に行われる通常授業と季節講習（夏期・冬期・春期）を合わせて通年指導を位置付けております。

各コースの指導期間についてはP1からの「3.各サービス内容詳細」をご確認ください。

●会員資格の停止等について

会員が次の各号の一つに該当する場合は、会員資格を一時停止または継続をお断りする場合があります。資格停止または継続を

お断りする迄の利用料金に未納金がある場合、直ちに完納するものとします。

・欠席が多い場合

・著しく協調性に欠ける場合

・講師の指導に従わない場合

・会員規約に違反した場合

・他の会員との間で頻繁に、または重大なトラブルを起こした場合

・法令、公序良俗に違反し、犯罪に結びつく行為をした場合

・暴力団関係者、その他反社会勢力であること、もしくはあったことが判明した場合、または反社会勢力と目的の如何

を問わず、取引関係等があること、もしくはあったことが判明した場合

・その他、ＩＣE私立専門塾の運営に支障があると判断した場合

●会員同士のトラブルについて

教室内で会員同士のトラブルが発生した場合は、社会通念に照らして、被害を受けた方の立場を尊重し、公正な立場に立って

事態に対処します。

●緊急時の対応について

生徒や職員が急病やケガをした場合や、危険と判断した場合は、救急車の出動要請や警察への通報を行うことがあります。

●損害賠償について

当塾の施設内で発生した事故について法律上の損害賠償責任を負うべき場合は相応の補償を行います。ただし当塾の管理下に

ない間に発生した事故、当塾内において発生した盗難及び紛失については一切損害賠償の責任は負いません。

●前受金保全措置について

当塾は納入金の保全措置を行っておりません。

●事業主体

株式会社　エー・アンド・アイ　東京都千代田区富士見2丁目11番11号　　　代表者　下田　勝昭

ホームページ　http://www.ice-juku.com/

●規約の変更について

本規約の内容は予告なく変更、改定または廃止する場合があります。

●附則

本規約に定めのない事項については、関係法令ならびに行政導、適切な商慣習に従い判断します。
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手続きの前によくお読みください　


