【注意事項・申込規約】

お申し込みからお支払い、ご参加に関しての注意事項および申込規約になります。
ご参照いただき、ご同意のうえでお申し込みをお願いいたします。

【指導者育成講座について】
◎下記の条件を満たしていること
・20 才以上 ( プログラム開始時点 ) 性別は不問です。
・医師からドクターストップがかかってない方 。
・妊娠中の方はポーズ等制限があるので了承を得られる方。
・プログラムにおいて、規定のカリキュラム（ヨガ講習）を受けること。
◎コース内容の変更可能性（バリ島短期集中コース・国内通学コース）
国際情勢による事故、地震、火災等不可抗力な事由が発生するなどにより
コースを適切に行なうことが難しい場合など、当学院がコントロールで
きない要因により状況の変化が見られる場合には、コース内容、施設、日
程などを変更する権利を有します。
◎ご受講にあたって
①受講生は、自己の責任と危険負担において、また他の受講生と協調して当
校指定の施設を利用するものとします。
②受講生が施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故等について、当校に
故意または重過失がない限り、責任は負いません。受講生同士の当校内外
でのトラブルについても同様とします。
③受講生は当校において、講師の指導に従わず、個々人の技量を超えた行為
及び危険行為をしてはならないことと致します。また受講生が対価を得
て他者に対する指導行為を行なう場合、当校は一切の責任を負いません。
④当校の教材の複写・転写および営利目的での使用を禁止します。
⑤お申込締切日に最少催行人数に満たない場合、開催を中止する場合があ
ります。その際は、速やかに連絡のうえ、全額返金いたします。
◎モニター受講料をお選びいただいた方へ
モニター受講料とは、講習中の撮影や養成講座修了時に参加した感想や
体験談を動画で収録させていただき、実名 ( または活動名※) で web
（SNS 含む）や広告誌面などに掲載（顔写真含め）が OK な方限定で、通常
受講料より 5 万円もお安くした特別受講料です。以下の①と②について
ご確認の上、ご了承ください。
①モニターの掲載期間は無期限です。
②モニター受講料でお申し込みいただいた後に、講習中の撮影や講座修了
時に行う動画収録を拒否したり、または、掲載を拒否された場合は通常受
講料となり、差額分の 5 万円を請求させていただきます。その際は、拒否
の申し出をした日から 1 ヶ月以内にこちらが指定した口座へご入金をお
願いいたします
※活動名とは、ヒーラー ( ホーリー ) ネームやペンネームなど、実際にご自
身が活動していく上でのお名前のことです。
◎早期申込割引期間中にお申し込みいただいた方へ
早期申込割引は、本お申し込みが完了してから、原則一週間以内にご入金
いただける方が対象となります。予めご了承ください。

◎キャンセルおよび費用の返金について
指導者育成講座のプログラム費用を全額お支払いいただいた後に、開催
前にコースをキャンセルする場合については以下のキャンセル規定が適
用となります。
＜国内通学コースの場合＞
国内通学コースの場合、開講日から１週間前までにご連絡頂ければ、お預
かりした費用は全額ご返金させて頂きます。お申し出が１週間を切った
場合、開講日の前々日までまでは費用全額から 20%、開講日の前日の場合
は 50%、開講日当日、または無連絡不参加の場合は 100% のキャンセル
料がかかりますので、予めご了承ください。
（やむをえない事情により参
加できなくなった方は、例えば次期に延期するなど考慮いたします。ご相
談ください。）
＜バリ島短期集中コースの場合＞
・受講料について
原則、開講日 1 ヶ月前にお申し出いただいた場合、お預かりした費用は全
額ご返金させて頂きます。お申し出が 1 ヶ月を切った場合、その時の状況
によって実費 ( 教材テキスト等 ) を除いた受講料を全額返金いたします。
（やむをえない事情により参加できなくなった方は、例えば次期に延期す
るなど考慮いたします。ご相談ください。）
・受講料以外の宿泊費用その他について
提携旅行代理店の規約に則って返金ポリシーが適用されます。原則お申
込完了後にキャンセルされる場合には、ご出発の日から 1 ヶ月前の前日
迄にご連絡頂ければ、お預かりした費用は全額ご返金させて頂きます。
お申し出が 1 ヶ月を切った場合、開講日の前々日までまでは費用全額か
ら 20%、開講日の前日の場合は 50%、開講日当日、又は無連絡不参加の場
合は 100% のキャンセル料がかかりますので、予めご了承ください。
（や
むをえない事情により参加できなくなった方は、例えば次期に延期する
など考慮いたしますご相談ください。）
《提携旅行代理店の責任範囲》
バリ島滞在中のホテルの宿泊予約、ホテル−空港間の送迎手配を請け負
いますが、滞在中の交通渋滞などによる遅延、ご自身の不注意による怪我
や病気、持ち物の紛失損傷などにおいては責任を負いかねますので、ご自
身の責任において、海外旅行保険に加入されることを強くお勧めいたし
ます。
《宿泊ホテルに関してのお問い合わせ》
ホテル宿泊に関することのお問い合わせがありましたら、直接下記の
メールアドレスまでご連絡ください。
担当：松田 由紀 ( Yuki Matsuda )
mail：japan@bagusjati.com

【当学院からご協力のお願い】

指導者育成講座は、ヨガ指導者 ( インストラクター ) になって活躍していくための指導の現場で役立つプログラム・メソッドを提供し、かつ、
自分で教室を開くために必要な指導法も学べます。

講師やスタッフからの定期的なサポートもありますが、コースを修めたからといって、必ずしもヨガを教える準備が全て整ったというわけで
はないことをご理解ください。

当講座は指導者として分かち合うための最初の足掛かりとして、ヨガの知識と内なる探求を深める包括的な方法を提供するものです。

教える立場にたつためには、自主的に実践していく姿勢と、献身的に学び続ける成熟度と、責任が受講者ひとりひ とりに求められます。
これらを理解したうえでご受講ください。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

<１>

【その他、メニュー全般における契約条件】
◎契約締結
1. 申込者は、シリウスヨガ学院 ( 以下、当学院 ) より講座サービスを購入する
ことに同意するものとします。
2. 申込者は、本申し込みを提出した時点で、本申込書の契約条件にある全ての
条項を読んで理解し、契約条件に同意したものとします。
◎支払
3. 申込者は、当学院に対して以下の通りに支払わなければならないものとします。
( ア）第 9、10、11 条に完全に準拠した場合を除き、申込者は申込書を提出い
ただいた時点で相殺、差し引きなしで、全額を支払わなければなりません。
( イ ) 申込者が分割で支払う場合、申込者は相殺、差し引きなしで、毎回の分割
支払い金の金額を支払期日に支払わなければなりません。
4. 当学院申込金額の特別価格が提示された場合には、その期日内に申し込まな
ければ、特別価格は有効になりません。
5. 申込者が分割をご希望の場合、手数料として、毎月 1,000 円の分割手数料を
追加でお支払いいただきます。
6. 申込者が分割支払金の支払期日に支払わなかった場合、未払い金の全額が期
限切れ及び未払いとなり、それ以降の請求を待たずして、申込者は全額を早
急に振り込まなければならないものとします。
7. 会場までの交通費、宿泊費、食費などは、申込者の負担となります。
◎解約
8. 当学院は書面によって申込者に通知することで、いかなる理由によっても
本契約を解約することができます。本契約を解約した場合、申込者は当社に
支払った金額を利息や手数料なしで返金される権利のみを有します。解約
によって申込者が負うこととなった、いかなる代償・損失・損害について、
当学院に損害賠償請求をする権利はありません。
9. 解約に関して、当社は返金以上の法的責任はありません。
◎返金
10. 第 8、9 条に完全に準拠した場合を除き、申込者はいかなる返金も受ける
権利はなく、請求することはできません。
◎キャンセル
11. 申込者のご都合により講座をキャンセルされた場合、所定のキャンセル料
をいただきます。
◎参加日程の変更
12. 参加日程の変更希望者は、講座参加日程を決めた後に、参加の日程を変更
することも可能です。また、日程変更行う場合は、当学院に直接ご連絡くだ
さい。
◎開催場所と会場
13. 講座費用の全額、もしくは分割金額の初回分を支払うことで、以下の権利
を有します。
( ア ) 講座を受講する席が用意されます。
( イ ) 資料を受け取ることができます。
14. 開催日時、開催場所、講師については、参加人数、状況によって変更になる
可能性があります。変更になる場合、１週間以上前に当学院から申込書に告
知が行われるものとします。セミナーの開催場所、日時、講師が変更された
ことによって申込者が行った、いかなる代償、損失、損害については、当学院
に対して損害賠償請求を行う権利はないものとします。
15. 申込者は、有効なメールアドレス及び正確な連絡先が申込書に記載されて
いることを保証します。申込者が有効なメールアドレス及び正確な連絡先
を提出しなかったために、当学院からの連絡が届かなかった場合、当学院で
は責任を負うことはできません。
◎不可抗力
16. 本契約により予定されていた講座の提供が、天災、不可避の事故、火災、
停
電、洪水、もしくはその他の災難、または当社が直接力の及ばないいかなる
出来事などにより妨げられた場合、開催を中止・延期することがあります。
そのような中止、延期の結果として顧客が負うことになった、いかなる代
償、損失、損害に関しては、申込者は当学院に対して損害賠償請求を行う権
利は無いものとします。
◎知的財産
17. 講座を行うにあたり使用されるすべての知的財産に関わる権利、および講
座サービスを行った結果として生じたすべての知的財産に関わる権利を全
て当社が有するも のとします。
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18. 資料については、当社が個人的、非独占的、譲渡不能、サブライセンス不能
および再生可能なライセンスを、顧客の個人的および非商業的な使用に限
定して認めます。その他の形態での資料の利用や悪用は、厳密に禁じられて
おり、刑事訴訟または民事訴訟に持ち込まれることがあります。
19. 申込書については、以下の行為、及び類似する行為を禁じます。
( ア ) プロバイダーの知的財産のいずれであっても、それを変更すること。
( イ ) 録音機器を使用したり、講座を録音したりすること。
( ウ ) 知的財産や資料をいかなる第三者に対しても、販売または提供すること。
◎責任制限
20. 当学院は、申込者が本商品を購入したことに関わりいかなる損失や損害に
関して、損害賠償請求に関する当社の責任を制限します。
21. 申込者が、利益、収益・収入、仕事、名声または信用を失い、もしくは同様に、
期待していた貯金、機会または使用権を失った場合、当スクールはそのいず
れに関しても責任がないものとします。
22. 講座参加の結果として申込者が負うことになったいかなる代償・損失・
損害に関しては、当社は責任を負いかねます。
23. 受講中のお客様同士のトラブル、荷物の紛失に関しては、当スクールで責
任を負いかねます。
◎権利と禁止行為について
24. 当学院は申込者が以下の項目に該当する場合、申込者からの受講申し込み
を拒否することができます。
( ア ) 申込者が過去において当社が提供するサービスに関する利用規約違反等
により、申込者の利用取り消しが行われている
( イ ) 申込内容に虚偽などの不正行為があった場合
( ウ ) その他、当学院が申込者に対して事項に不適切であると判断した場合
25. 受講中、受講終了後に関わらず、他の受講者、当学院関係者への迷惑行為 と
なる行動、進行を妨げる行為、批判、誹謗中傷等にあたると思われる行為を
された 場合には、状況により退室または退会していただく場合もありま
す。これは、退室・ 退会後も永久に継続するものとします。
26. 当学院に承諾なく本講座を通じて、また本講座に関連して、営利を目的と
した行為、勧誘、または準備を行った場合は退出して頂きます。
27. 法律に反する行為、または違反する恐れのある行為は禁止します。
◎総則
28. 申込者は、本講座サービスを購入する過程で必要とされる、正確で最新、完
全な情報 ( 以下、この情報全体を「顧客情報」と呼びます ) を提供することを
同意したものとします。申込者はさらに、顧客情報を正確で最新完全なもの
とし続けるために 必要とされるにあたり、それを維持及び更新することに
同意するものとします。
29. 申込者によって提供された顧客情報 ( 支払いのためのクレジットカード情
報含む ) は、顧客アカウントの維持のために、機密情報取り扱いの権利を有
する者だけが取り扱えるものとし、厳重なセキュリティー対策のされた安
全な環境下で保管、管理するものとします。
30. すべての通知およびその他の連絡は、申込書に記載された住所、電話番号、
メー ルアドレス宛に行います。
31. 本契約は、相手側からの署名入りの書面によってでない限り、変更するこ
とはできません。
32. 完全合意本契約は、本取引に関して、当学院と申込者の間にて提携される
完全合意であり、従前の連絡、取り決め、表明、了解および合意によって取っ
て変わるものです。口頭であれ書面であれ、本契約の当事者によるのであれ
本契約の当事者によるのであれ、代理人によるものであれ、いかなる表明ま
たは声明も、本契約において明確に言及されていない限り、当事者を拘束す
るものではありません。
◎無保証
33. 申込者に提供される講座サービスの効果、表現や再現性には個人差があり、
必ずしも成果や効果を保証したものではございません。
◎承諾
34. 申込者は、今回の購入及び将来の購入の機会について、当学院が電話、メー
ルまたはその他の方法により連絡することに同意します。顧客の電話番号
およびメールアドレスは極秘扱いとなり、顧客からの明確な承諾がない限
り、第三者に向けて販売、開示される事はありません。
◎補償
35. 申込者は、本講座の購入、参加、または本講座への参加の後に下した決断の
結果について、全責任を負うことに同意します。そのような決断の結果とし
て申込者が負うこととなった、いかなる代償・損失・損害についても、当学
院はその責任を負うことはなく、補償することもありません。

