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内部生 外部生 お申込

料金 料金 振込 振替 人　数

PADPADPADPAD 20　　　　年　　　月　　　日～ \89,250 \147,000 ○

潜在能力開発潜在能力開発潜在能力開発潜在能力開発 20　　　　年　　　月　　　日～ \89,250 \147,000 ○

20　　　　年　　　月　　　日～ \89,250 \147,000 ○

1DAY1DAY1DAY1DAY 20　　　　年　　　月　　　日～ \56,000 \84,000 ○

おにぎりおにぎりおにぎりおにぎり 20　　　　年　　　月　　　日～ \45,000 \63,000 ○

うめうめうめうめ 20　　　　年　　　月　　　日 中級修了者： \10,500 ○

シャケシャケシャケシャケ 20　　　　年　　　月　　　日 MEP生： \12,600 ○

昆布昆布昆布昆布 20　　　　年　　　月　　　日 その他： \15,750 ○

やきたらこやきたらこやきたらこやきたらこ 20　　　　年　　　月　　　日 \5,250 \5,250 ○

めんたいこめんたいこめんたいこめんたいこ 20　　　　年　　　月　　　日 \10,500 \10,500 ○

ツナマヨツナマヨツナマヨツナマヨ 20　　　　年　　　月　　　日 \3,000 \3,000 ○

人間力人間力人間力人間力 20　　　　年　　　月　　　日 \1,500 \1,500 ○

開発開発開発開発セミナーセミナーセミナーセミナー 20　　　　年　　　月　　　日 \2,500 \2,500 ○

20　　　　年　　　月　　　日 \7,500 \7,500 ○

20　　　　年　　　月　　　日 \2,500 \2,500 ○

親親親親とととと子子子子のののの 20　　　　年　　　月　　　日 \1,000 \1,000 ○

共育大学共育大学共育大学共育大学 20　　　　年　　　月　　　日 \1,000 \1,000 ○

20　　　　年　　　月　　　日 \1,000 \1,000 ○

気学気学気学気学・・・・易学易学易学易学 \30,000 \30,000 ○

\3,000 \3,000 ○

胎教胎教胎教胎教 20　　　　年　　　月　　　日～ \19,700 \19,700 ○

木曜特講木曜特講木曜特講木曜特講 年度 \246,750 ○

Pre-MEPPre-MEPPre-MEPPre-MEP 20　　　　年　　　月　　　日 \15,750 \15,750 ○

年度 一括払い： \78,750 ○

年度 ○

MEPMEPMEPMEP 20　　　　年　　　月　　　日 \12,600 \12,600 ○

説明会説明会説明会説明会・・・・セミナーセミナーセミナーセミナー 20　　　　年　　　月　　　日 無料 無料

そのそのそのその他他他他((((調整等調整等調整等調整等))))

合計額 お支払日

生徒番号 受講生本人氏名

生年月日

保護者氏名 住　所

メールアドレス ＠ 特記事項

受付

110902

支店名 種別

なでしこ支店 普通

なでしこ支店 普通

なでしこ支店 普通

なでしこ支店 普通

なでしこ支店 普通

なでしこ支店 普通

なでしこ支店 普通

なでしこ支店 普通

木曜特講 三井住友銀行 0010180 カ）ヘーグル

MEP 三井住友銀行 0010250 カ）ヘーグル

カ）ヘーグル

カ）ヘーグル

※ 恐れ入りますが振り込み手数料はお申し込みされる方にてご負担ください。

カ）ヘーグル

カ）ヘーグル

カ）ヘーグル

カ）ヘーグル

0010100

0010110

0010120

0010130

壱萬会調整会(初めてのご参加)

壱萬会調整会(2回目以降のご参加)

講座番号：　１　２　３　４　５　６　７　８　９　10　11　12　13　14

講座番号：　１　２　３　４　５　６　７　８　９　10　11　12　13　14

分割：\50,400+\33,600

人間力開発セミナー 三井住友銀行

● ● ● ● おおおお振込先口座一覧振込先口座一覧振込先口座一覧振込先口座一覧

講座名 銀行名 口座番号 振込先名義

参加参加参加参加されるされるされるされる方方方方のののの姓名姓名姓名姓名((((続柄続柄続柄続柄))))　　　　　　　　　※ 受講生ご本人と苗字が同じ場合は名前だけご記入ください)

Pre-MEP 三井住友銀行

0010140

0010200

PAD潜在能力開発 三井住友銀行

気学・易学 三井住友銀行

親と子の共育大学 三井住友銀行

胎教 三井住友銀行

(　　　　) (　　　　) (　　　　)

年　　　　　　　月　　　　　　日 連絡先 電話番号

㊞　

(本人)

裏面裏面裏面裏面「「「「受講規約受講規約受講規約受講規約」」」」にににに同意同意同意同意のののの上上上上、、、、上記上記上記上記のののの通通通通りりりり講座講座講座講座のののの参加参加参加参加をををを申申申申しししし込込込込みますみますみますみます。。。。 お申込日：　　　　　　年　　　　月　　　　日

※ 外部生の方のお支払い方法は振込のみとなります。

円

20　　　　年　　　月　　　日

MEP体験コース(1日)

プ小・木特・小学部・PM・MEP・M進/保セ・父勉・他

講座番号：　１　２　３　４　５　６　７　８　９　10　11　12　13　14

第　　　期／　　　　　年　　　　月～　　　　　年　　　　月(計6回)

CD　(　　　　年　　　　月　分　)　※ 受講された方のみご購入いただけます。

　　　　月　　　　日～　　　　　月　　　　日の4日間

毎年4月～翌年1月の年間計5回(半期毎に納入)

毎年4月～翌年1月の年間計5回

(毎年1月～10月の月1回／年間合計10回)

Pre-MEP体験コース(1日)

mini PAD　(2名以上参加される場合)

PAD フォローアップセミナー(人間力開発セミナーと同日開催)

人間学講座のみ

壱萬会セミナー＋人間学講座

1Day PAD　高速学習記憶実践(1日)　(半日▲3,150円)

1Day PAD　高速学習記憶実践(1日)　(半日▲3,150円)

1Day PAD　高速学習記憶実践(1日)　(半日▲3,150円)

mini PAD　(1名のみ参加される場合)

初級アドバンス講座(3日間)

中級講座(4日間)

高速学習マスター講座　基本トレーニングコース(4日間)

高速学習マスター講座　記憶実践コース(2日間)

HEGL 各種講座　ご提案書・お申込書

裏面裏面裏面裏面のののの受講規約受講規約受講規約受講規約をごをごをごをご確認確認確認確認いただきいただきいただきいただき下下下下のののの二重枠内二重枠内二重枠内二重枠内にににに必要事項必要事項必要事項必要事項をごをごをごをご記入記入記入記入のののの上上上上、、、、担当者担当者担当者担当者までおまでおまでおまでお持持持持ちくださいちくださいちくださいちください。。。。複写複写複写複写したものをしたものをしたものをしたものを控控控控えとしておえとしておえとしておえとしてお持持持持ちちちち帰帰帰帰りいただきますりいただきますりいただきますりいただきます。。。。

内部生お支払方法

初級ベーシック講座　春期・夏期・冬期(4日間)

講座種別 日程講座名・開催期間
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  解約手数料が発生する期間に受講できなくなった場合、次回以降の同一講座に振り替える特別措置をとる場合があります。

　受講生は、授業運営に係る座席等の告知のため、株式会社ＨＥＧＬが個人情報を利用することに同意するものとします。

講座内で提供される飲食物に対するアレルギー性疾患の予防のため、各種講座にお申込される場合は罹患状況、特定の飲食物、常備薬についてお

尋ねする場合があります。 

② 受講期間初日の7日前を経過し2日前までの解約お申し出

③ 受講期間初日の前日での解約お申し出

　受講期間内外を問わず、株式会社ＨＥＧＬが提供する役務内容について営利目的の有無を問わず第三者に伝えることが禁止されています。

※ 本規約は該当講座をお申し込み後、複写した書面を控えとして保管してください。

各種講座の授業について、予告なく動画・静止画の撮影を行ない、海外、国内を問わず株式会社ＨＥＧＬおよび株式会社ＨＥＧＬと各種提携する

法人が運営・管理・発行するＷＥＢ上または各種広告紙・テレビ媒体等に画像が掲載される場合があります。なお、特にお申し出のない場合は本規

約に承諾したものとみなします。

　株式会社ＨＥＧＬは、以下の各項に該当する内容について責任を負いかねます。

① 自然災害、社会的な非常事態その他止むを得ない事由にともなう役務提供の変更・延期・中止

② 校舎内外を問わず、校舎への通学中における事故・盗難等の被害および急性・慢性を問わない受講生の罹患による発病等

　受講期間初日の7日前を経過してからのお申し込みの場合は、お申し込み時点で解約手数料が発生しますのでご注意ください。

当該講座へのお申し込みに際して、株式会社ＨＥＧＬは当該監督官庁が規定する個人情報保護方針に基づき、知り得た受講生の氏名、住所、連絡

先その他個人情報に該当する内容を受講生または保護者の許可なく第三者に告知・漏洩しません。

　解約された場合は、お申し出された時点以降に提供される予定の教材その他物品の提供を保障しかねます。

　上記(15)または(17)の事由により受講できなくなった場合は、受講期間中に中断された場合でも受講料は一切返金できかねます。

　WEB上で資料・音源等が提供される場合の通信料、環境設備等の費用は受講生が負担するものとします。

④ 受講期間初日以降の解約お申し出

　受講料は、上記(7)に記載されている役務提供に該当する授業、教材ほか費用一切の料金に消費税が加算された総額を表します。

　受講料は、別途案内で定められた金額を株式会社ＨＥＧＬが指定する銀行口座に期日まで振込または自動振替にて支払うものとします。

　経済情勢の大幅な変動により、受付期間中でも受講料が変更される場合があります。その際は該当する方に別途案内が告知されます。

　受講料の入金が期日までに確認できない場合は、受講をお断りする場合があります。

　お申し込みされた講座の受講を解約される場合は、受講期間開始日を起算日として7日前までに所定の書面にてお申し出ください。

　解約される日付から該当講座の受講期間開始日までの残日数により、事由の如何を問わず以下の通り解約手数料を申し受けます。

① 受講期間初日の7日前までの解約お申し出

　上記(9)、(13)の事由により講座を一切受講できなかった場合は、入金された受講料は入金日の翌月末日に全額返金されます。

受講にあたっては、予め指定された筆記用具その他準備物を各自持参するものとします。校舎内で貸出しができない場合がありますので予めご了

承ください。

該当講座の授業に対して遅刻・欠席・早退される場合は予めご連絡ください。なお事由の如何を問わず、遅刻・欠席・早退により該当する役務内

容を振替えて提供することはできません。

　受講期間中は無償で校舎内の給水設備の利用、設置書籍の閲覧を自由にしていただけます。

他の受講生に対する誹謗中傷、傷害等の迷惑行為、不法行為または校舎設備・備品に対する汚損・破損行為、校舎内での喫煙、定められた場所以

外での立ち入りや飲食に該当する行為、その他講座担当者の指示に従わない行為、講座の趣旨を大きく逸脱する行為と判断された場合は、受講期間

途中であっても、その後の受講をお断りする場合があります。

　講座内容に係る内容の撮影・録音・録画および営利目的でのノウハウの利用は一切禁じられています。

③ WEB上で資料・音源等が提供される場合の、通信回線不備にともなう提供内容の遅延・変更・中止

  下記はHEGLの開講する各種講座において、受講にあたってご注意いただく事項が記載されています。お申し込みされる前にご確認の上、該当講座にお申し込みくださ

いますようお願いいたします。

　本規約は、株式会社ＨＥＧＬが実施・運営を行なう表面記載の各講座を表すものとします。

講座に係る「案内」は、株式会社ＨＥＧＬから直接配布、郵送、電子メール、電話もしくは㈱HEGLが運営するWEB上のホームページ

(URL:http://www.hegl.co.jp/)による文書または口頭によるものとします。

上記(1)の各講座の受講対象は別途定められた該当者のみとし、且つ各講座で予め設定されている指導内容の趣旨を十分理解した上でお申し込みさ

れるものとします。

年齢を問わず上記講座を受講する生徒を「受講生」と表し、受講生が未成年の場合の保護者を「保護者」と表します。なお講座により保護者同伴

で受講できる場合は、受講生であっても「保護者」と表す場合があります。

前記(1)各講座の名称・内容は予告なしに変更される場合があります。但し、変更時にお申し込みが完了されている方には別途変更の案内が上記

(2)により告知されます。

　株式会社ＨＥＧＬは上記(1)の各講座の趣旨に従い、最大限の指導成果を出すことを目的として下記の役務を受講生に提供します。

前記(6)において株式会社ＨＥＧＬが提供する役務には、案内に記載された各講座の授業、教材のほか授業内で提供される全ての物品を含みます。

但し、別途教材費として定められている場合は、別途納入費用が発生することがあります。また別途案内により、受講期間における飲食物を含む場

合があります。

ＨＥＧＬＨＥＧＬＨＥＧＬＨＥＧＬ各種講座各種講座各種講座各種講座    受講規約受講規約受講規約受講規約

　教材をはじめ、受講期間中に配布された全ての文書の編集・複写または転載・転用は禁止されています。

各講座で設定された授業時間について、内容の進捗状況により一部授業時間が延長された場合でも役務内容の変更とみなさず、そのため受講料が

変更されることはありません。但し個別指導授業料や、その他延長料金が発生するのが妥当だと認められた場合は、別途請求することがあります。

　提供される講座内容に中止・変更・短縮があった場合は、受講生に別途案内の上、授業を中止または振替措置をとる場合があります。

　受講期間とは、該当講座の予め告知された初日から最終日までを指します。

　講座内容が1日完結で実施される場合は、該当講座の開始予定時刻から役務提供が実際に終了するまでの時刻を指します。

受講を希望される方は、予め指定された表面の申込書に必要事項を全てご記入の上、校舎担当者までご提出ください。また、申込書の署名・押印

された文書の提出、期日までの受講料のご入金が受講の条件です。

　期日までに規定通りお申し込みされた場合でも、その時点での空席状況等により受付できかねる場合があります。


