POP’J DANCE STUDIO 会員規約
１． 入会について
・入会にあたっては、所定の申込書に必要事項をご記入下さい。
・所定の入会申込用紙に記入・捺印後、入会金・当月のお月謝をスタジオにてお支払いください。
・お月謝は口座振替となりますので、口座振替依頼書のご記入をお願いいたします。
・入会時に身分証明書の提示をお願いします（運転免許証・学生書など） 会員証を発行いたします。
ただし、体験講座など一部入会金の必要無い講座もございますので、詳細につきましてはスタッフにお尋ねください。
２． お月謝について
入会月と翌月のお月謝２カ月分を、スタジオにてお支払い下さい。入会月の翌々月から前月の２７日前後に引き
落としとさせて頂きます。
＜振替日が金融機関休業の場合は翌営業日となります。
・振替時の会員様の通帳印字について
ゆうちょ銀行利用の場合･･･「自払

リコーリースダイコウ」となります。

他金融機関の場合･････････「ＤＦ．ＲＬダイコウ」
「ＤＦ．リコーリース」となります。
＊ＰＯＰＪダンススタジオと印字されませんのでご注意ください。
・引き落としができなかった場合について
５日前後にデスクからメールでの通知がございます。翌月に２カ月分まとめての引き落としとさせて頂きますの
で宜しくお願い致します。
・２カ月分まとめての引き落としができなかった場合について
５日前後にデスクからの通知がございますので、連絡がきて３日以内に会員様からの２か月分まとめての振り込
みをお願い致します。振込み手数料は会員様負担お願いします。
また振り込み確認が遅れる為、必ず入金する日を POPJ デスク（desk@pop-j.net）にお知らせ下さい。入金確認が
３日以内にとれなかった場合、翌月休会扱いとなりますので必ずご連絡後にお振込みをお願い致します。
＜振込先＞
■三菱東京 UFJ 銀行 名義人：アラカワ ミチコ 口座番号：３７０２３５４ 支店名：竹ノ塚支店
３． コース変更・休会・退会について
・前月の 5 日までに、コース変更・休会・退会の所定の用紙に記入・捺印の上、スタジオへ申請してください。コース変更の
場合、5 日までの申請で、翌月よりコース変更適用となります。メール、お電話での受付はできません。
5 日を過ぎての申請は翌々月の適用となり、翌月のお月謝がかかりますのでご注意ください。
・休会は 3 ヶ月まで費用はかかりません。
・止むを得なく長期お休みの場合はご相談ください
・会員さまよりスタジオへ連絡が無く、４ヶ月以上の休会は退会とみなします。
・チケット会員の場合、1 年間受講なしで退会とみなします。
４． 休講、補講、閉講及び変更について
・講師の急病、諸事情、交通機関のトラブル、天変事変のため、やむを得ずレッスンの開講を延期または中止、
代理の講師が授業を行う場合がございます。
５． アクロバットについて
・スポーツ保険に加入することを前提とし、講師は最大限の事故防止に努めます。万が一の不慮の事故にあってはスポー
ツ保険を充当することとし、当スタジオ及び指導者に対し責任を問わないものといたします。
尚、保険の期間は４月１日より翌年３月３１日となっております。
６． レンタルスタジオについて
・会員でなくても利用できます。利用目的をお知らせのうえ、お電話またはメールにてお申込みください。
・22 時以降は利用できません。
７． メール配信について
・スタジオからのお知らせやスケジュール、お月謝入金のお願いなどは、全てメールでご連絡いたしますので、携帯メール

アドレスまたは PC メールアドレスをお知らせください。携帯電話などの設定で、desk@pop-j.net（POPJ デスク）からの
メールを受信できるように登録をお願いいたします。
・メールアドレスを所有されていない場合は、スタジオ内にてスケジュール告知等の貼紙をしておりますので、スタジオにて
ご確認ください。
・スタジオからのメール配信は下記のとおりです。
これ以外に配信する場合はタイトルに POPJ と明記いたします。
POPJ スケジュール（レッスン日程など）、POPJ インフォメーション（スタジオからの案内）
POPJ スペシャル（とっておき情報）、

POPJ ニュース（舞台・オンエア情報など）

POPJ バースデイ（お誕生会のお知らせ）、

POPJ お願い（会員さまへのお願いごと）

８． POPJ のメールアドレスについて
・各担当講師のメールアドレスは下記のとおりです。
じゅな先生 juna@pop-j.net
くっこ先生 kukko@pop-j.net
すけ先生 suke@pop-j.net
あいこ先生 aiko@pop-j.net
よしげ先生 yoshi-ge@pop-j.net
とうこ先生 touko@pop-j.net
みほ先生 miho@pop-j.net
・土曜日ストレッチ受講者の出欠メールアドレスは下記のとおりです。
土曜日ストレッチ stretch@pop-j.net （じゅな先生とみく先生にメールが送信されます）
９． メールでの連絡・お問合せについて
・お月謝などについてのお問い合わせは POPJ デスク（desk@pop-j.net)へお願いいたします。
・レッスンのご相談などについてはじゅな先生（juna@pop-j.net）へお願いいたします。
・レッスンの出欠連絡にメールをご利用頂けます。その際は各担当講師に直接メールを送信願います。
送信専用アドレスの為お休みメールへの返信はございません。
返信が必要な場合は、件名に要返信等記載して頂き、じゅな先生のアドレスまでお問い合わせ下さい。
１０． スケジュール・年間のお休みについて
.年間のお休み（2 月～1 月）は、新年度（2 月）に仮決定致します。
・スタジオのお休みに変更ある場合は、事前にメール、スタジオ内貼紙にてお知らせいたします。
・スケジュールの変更がある場合は、事前にメール、スタジオ内貼紙にてお知らせいたします。
・祝祭日、お盆休み、年末年始のお休み、発表会などの為、レッスンスケジュールが変更となる場合があります。
１１． 個人情報の取得・利用及び提供について
・個人情報を取得・利用する場合は、ご本人の同意を得て適正に取得し、利用目的の達成に必要な範囲内の利用、及び
目的外利用を禁止するなどの措置を講じて適切に取り扱います。また、取得した個人情報は、公的機関の法的根拠に基
づいた場合を除き、ご本人の同意なくスタジオ外部の第三者への提供は行いません。
12． パーソナルチェックについて
年間 2 回開催予定です。大人クラスと（火）２０時３０分～ガールズ HIPHOPJAZZ クラス以外の会員様は全員受講必須です。
パーソナルチェックを行う前月にお月謝と一緒に下記パーソナルチェック費用が引き落としとなります。
当スタジオは、パーソナルチェックにてクラス分けされます。パーソナルチェック費用は、以下の通りです。
＊Eクラス 1,290円（税込） ＊D/Cクラス 1,450円（税込） ＊Bクラス以上 1,620円（税込）
＜家族割りについて＞
＊3人以上お子様が通っている方は、パーソナルチェック合計金額より1000円引きさせて頂きます
＊4人以上お子様が通っている方は、パーソナルチェック合計料金より2000円引きとさせて頂きます。
＜4クラス以上のパーソナルチェック受講料金について＞

＊MAX3レッスンのパーソナルチェック受講料とさせて頂きます。料金の高いクラスから３レッスンとなります。
例） Cクラス3レッスン/Bクラス2レッスンをパーソナルチェックする場合
1620円（B）×2＝3240円+1450円（C）＝合計4690円（税込み） Cクラス2パーソナルチェック料金は無料です。
13.スタジオ利用設備費について
年間一人 2590 円（税込）新年度に集めさせて頂きます。＜家族割り ２人目以降 1290 円（税込）＞
8～10 月入会の場合一人 1290 円（税込）＜家族割り ２人目以降 650 円円（税込）＞
11 月～1 月入会の場合一人 650 円（税込）＜家族割り ２人目以降 320 円円（税込）＞
14.その他について
・スタジオ内は土足厳禁です。必ずスリッパまたは室内履きに履き替えてご利用下さい。また室内履きでは、外に出ないよ
うにして下さい。
・人に迷惑などをかけた場合、退会して頂くことがあります。
・講師または他の受講生に迷惑をかける行為や違法と判断される行為があった場合には受講をお断りすることがあります。
・会員証再発行の際は、再発行手数料として 540 円をお支払いただきます。
・当スタジオでは、未成年に対して、スポーツ保険の加入が義務付けております。当スタジオが実施するレッスン、公演・発
表会などの怪我に対する保険です。加入時にしおりをお渡しいたします。
・レッスンにおいて担当講師は、最大限の事故防止に努めることとし、万が一の不慮の事故にあっては、スポーツ保険を充
当することを前提とし、講師は最大限の事故防止に努めます。
・通常レッスンにおいて、スタジオまでの引率はございませんので、必要な場合はご家族などの付き添えをお願いいたしま
す。また、通学時のケガ等の責任は負いかねます。
・持病のある方は、入会時にスタッフへお知らせください。
・スタジオ内での持ち物の紛失に関して責任は負えません。自己管理をお願い致します。
・スタジオの備品を破損させた場合、実費にて弁償して頂きます。
・レッスン開始後 10 分以上遅刻した場合の途中参加はお断りすることがございます。
・レッスン開始時刻にやむを得ず遅れる場合や欠席する場合など、担当講師へメールにてご連絡をお願いいたします。
・レッスン内のビデオ撮影はＯＫと致します。
但し代行の講師やワークショップの講師のレッスンのビデオ撮影は各先生の了解を得た場合のみＯＫです。
・スタジオ内は禁煙です。
・スタジオ内にて発生しました盗難等につきましては、損害賠償の責任を負いませんので、貴重品の管理には充分ご注意
ください。
・レッスンの際にご使用になる機器備品などのお取り扱いには充分ご注意ください。
・非常口や避難経路などは予めご確認ください。また災害発生時にはスタッフの指示に従って行動してください。地震時の
広域避難場所は梅島第ニ小学校（〒123-0851 東京都足立区梅田３－２７－４）です。
・衛生上スタジオ内への生もの・食べ物の持ち込み、食事は禁止ですが、担当講師に了解を得た場合、決められた場所で
の飲食は許可します。
・缶、ペットボトルのゴミは各自お持ち帰り下さい。
・各講師の連絡先追加、変更等はメールにて随時連絡します。
・車での送り迎えの保護者の方はレッスン終了時間の 10 分後、自転車でのお迎えは 5 分後のお迎えをお願い致します。５
分以上路上駐車をする場合は、近くのコインパーキングにいれて下さい。スタジオ近くで一時停車する場合は、必ずエン
ジンをきって停車お願いします。スタジオ手前の駐車場の前やスタジオ前での停車はご遠慮下さい。また、スタジオ前で
の長話し等もご遠慮ください。
規約は予告なしに変更される場合がございますのでご了承下さい。

以上
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