
 

 

 

2019年3月改定 

【個人情報の取り扱いについて】 

(1)取得した個人情報の利用目的は、ICC Academy（以下、「本サービス」という）への申込み手続きおよびそれに関連するご連絡、本サービスの運営管理（教材提供、受講管理、受講料金の回収等）、当社が提供する留学プログ

ラムやセミナー、フェア等のご案内、当社または本サービスへのご質問、お問合せに対する回答のために利用し、それ以外の目的で利用することはありません。また、本サービスをお申込みされる方が未成年者（満20歳未満

の方）の場合は、保護者の同意を頂いた上で、個人情報をご提供ください。 

(2)取得した個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲において、外部委託することがあります。また、個人情報を第三者提供することはありません。 

(3)個人情報のご提出は任意ですが、個人情報を提供していただけない場合は上記の各利用目的に沿った取り扱いが適切に遂行できない場合があります。 

(4)当社に提供して頂いた個人情報は、利用目的の通知、個人情報の開示、訂正、項目の追加または削除、消去や利用停止、提供停止を求める権利があります。個人情報の開示等の請求を行う場合は、下記までご連絡ください。 

株式会社ICCコンサルタンツ/ICC国際交流委員会 IT・コンプライアンス統括室 マネージャー TEL：03-6434-1315 E-mail：info@iccworld.co.jp 受付時間：平日（祝祭日を除く）10:00～18:30 

 

 

フリガナ  性別 □女      □男 

ご本人氏名  
生年月日 (西暦)     年    月   日（満：   才） 

職業 社会人 ／ 学生: 中学 ･ 高校 ･ 大学 (    年生) 

住所 
〒      —                    

連絡先 TEL:                                         携帯:         

Email (PC)                           @ 

英語能力 

IELTS TOEFL (ITP / iBT) TOEIC(R) その他 

スコア:      受験日: 

L:      R:      W:     S:       

スコア:      受験日: 

L:      R:      S:     W:    

スコア:      受験日: 

L:       R: 
 

予定留学タイプ 

□未定       □大学       □大学院留学       □IBP      □高校留学      

□その他 (                                                     ) 

国・都市名：                            ご出発時期：                      ※ご予定がある方のみ記入ください。 

目標スコア 

IELTS TOEFL (ITP / iBT) TOEIC(R) その他 

スコア:      期日: 

L:      R:      W:     S: 

スコア:      期日: 

L:      R:      S:     W:   

スコア:      期日: 

L:       R: 
 

申込受講クラス 

□留学準備コース 

□留学準備コース（アドバンス） 

□アカデミックスキル(入門)  

□アカデミックスキル(初級) 

□アカデミックスキル(中級) 

□アカデミックスキル(上級) 

□IELTS 対策（初級） 

□IELTS 対策（中級） 

□IELTS Speaking & Writing(初級) 

□IELTS Speaking & Writing(中級)（水） 

□IELTS Speaking & Writing(中級)（木） 

□プライベートレッスン (合計        h) 

□IELTS Writing 通信添削講座（いずれかを選択：□Task1  □Task2） 

□IELTS Speaking 通信講座（□5回 □7回 □10回） (追加        回) 

□プライベートレッスン（オンライン） (合計        h) 

受講料 

※レッスン費用       

            

 円 (税込) 

※教材費          

              

円(税込) 

合計                  円 (税込) 

※別途入会金15,000円を申し受けます。 

但し継続のお申込みや、ICCの有料プログラムにお申込済

みの場合は免除いたします。 

受講時期 
西暦              年         月         日 ～          月         日 

□1学期(1～4月)     □2学期(5～8月)    □3学期(8～12月) 

媒体 

■ICC Academyを何でお知りになりましたか? 

□ICCのホームページ  □ICCスタッフからの紹介  □ICCのメルマガ  □検索 (Google、Yahoo、その他)  

□Facebook  □その他 (                                       ) 

「個人情報の取り扱いについて」と「ICC Academy 概要書面」を読み、内容を理解したうえで、講座への参加申し込みをします。 

        署名：                          捺印：        お申込日(*西暦)：    年   月  日 

※保護者署名：                            捺印：         お申込日(*西暦)：    年   月  日 (※満20才未満の方のみ) 

※保護者緊急連絡先(携帯):           —         —                                               (※満20才未満の方のみ) 

ICC Academy参加申込書 



 

 

 

 

 

事業者名   ICC国際交流委員会内 ICC Academy （株式会社ICCコンサルタンツ） 
代表取締役   曽根靖雄 
住   所   〒150-0011 

東京都渋谷区東3-16-3エフ・ニッセイ恵比寿ビル１階 
TEL: 03-6434-1504 
FAX: 03-3409-8180 
受付: 月～金／10:00～18:30 
 

【受講内容・受講期間】 
下記表の通りです。 
 
【受講申込】 
受講希望者は、参加申込書に必要事項をご記入の上、郵送、FAXまたはスキャンしたデータを添付したメールにて当校にお送りください。当校が、参

加申込書の内容を確認し、受講希望者の申込を承諾した時点をもって申込完了とし、受講契約の成立日とします。 
（申込書送付先） 
郵送先：〒150-0011 東京都渋谷区東3丁目16-3  
    エフ・ニッセイ恵比寿ビル1階 ICC Academy担当者宛   
FAX送信先:  03-3409-8180   
E-mail: academy@iccworld.co.jp 
 
【受講料・教材費・入会金】 
1. 受講希望者は、参加申込書の送付とともに講座ごとに定められた受講料を銀行振込にてお支払いください。なお、銀行振込の手数料は、受講生負
担となります。 

2. 当校の講座は、教材費が別途発生します。教材費は下記表の通りです。教材の紛失または損傷など、当校の責によらない理由により、新しい教材
をご希望の場合は、実費にて販売いたします。 

3. 受講料及び教材費は、制度上必要な場合を除き、90日以上前にお支払いいただくことはありません。 
（受講料及び教材費のお振込先） 
三井住友銀行 目黒支店 普通 0231645  
口座名義 国際交流委員会 

4.入会金は、15,000 円(税込)です。ICCの有料留学プログラムにお申し込み済みの方、オンライン IELTS 通信講座を受講の方は入会金を免除いたしま
す。 

【各コース受講資格と受講料】 

各コースの英語参加基準、期間等は以下の通りとなります。 

コース名 受講期間 現在の英語力 受講料 (税抜) 教材費（税抜） 

留学準備コース 

各コース 

14回〜 

(4か月) 

スコアなし、英検3級、〜準2級    ¥ 147,000 \ 3,500 

留学準備コース アドバンス スコアなし、IELTS3.5、英検準2級または同等の英語力   ¥ 147,000 \ 7,000 

IELTS 対策（初級） IELTS 4.0〜、または同等の英語力   ¥ 147,000 \ 5,000 

IELTS 対策（中級） IELTS 5.0〜、または同等の英語力   ¥ 147,000 \ 3,500 

IELTS Speaking & Writing (初級) IELTS 4.5〜、または同等の英語力 (Speaking 4.5〜)   ¥ 98,000 \ 3,000 

IELTS Speaking & Writing (中級) IELTS 5.5〜、または同等の英語力 (Speaking 5.5〜)   ¥ 98,000 \ 3,000 

アカデミックスキル (入門) IELTS 3.5〜、または同等の英語力   ¥ 147,000 \ 7,000 

アカデミックスキル (初級) IELTS 4.5〜、または同等の英語力 (Speaking 4.5〜)   ¥ 98,000 \ 5,000 

アカデミックスキル (中級) IELTS 5.5〜、または同等の英語力 (Speaking 5.5〜)   ¥ 98,000 \ 5,000 

アカデミックスキル（上級） IELTS 6.5〜、または同等の英語力 (Speaking 6.5〜)   ¥ 98,000 \ 5,000 

プライベートレッスン(通学) 個人により 

  異なります。 

初級〜上級まで対応   \ 12,000/h〜 受講料に含む 

プライベートレッスン(Online) IELTS 4.5〜、TOEIC(R)650〜、または同等の英語力   ¥ 9,000/h〜 受講料に含む 

IELTS Writing 通信添削講座(Online) 5回（5週間） IELTS 4.5〜、または同等の英語力   ¥ 54,000 受講料に含む 

IELTS Speaking 通信講座(Online) 1〜3ヶ月程度 IELTS 4.5〜、または同等の英語力   \ 45,000〜 \ 3,000 
 
※ 英語テストスコアを保持していない方は、ICCにて無料レベルチェックテストを提供しております。詳しくは当校までお問い合せください。 
※ 各コースが定員に達した場合には、募集を締め切る場合がありますのでご了承ください。 
※ 受講料及び教材費は予告なく変更になる事があります。 
 
【クーリングオフ】    
1.申込日から起算して8日間は、当校規定の解約申込書に必要事項をご記入の上、受講契約（但し、受講期間が2ヶ月超かつ各受講契約の総支払額5
万円超の場合に限ります。）の解除（クーリングオフ）を行うことができます（当校が受講契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為
をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、または威迫により困惑し、これらによってクーリングオフを行わなかった場合に
は、当校が法令に従って受講契約の解除ができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日間は受講契約を解除することができま
す）。 

2.前項のクーリングオフは、受講者が書面を発送した時に効力が生じます。 
3.当校は、第1項に基づきクーリングオフが行使された場合、解除に伴う損害賠償または違約金の支払を請求せず、既に受講契約に基づく 

受講開始後であっても、受講料その他の支払を請求しません。この場合、当校が既に受領した受講料全額を速やかに返還します。 
4.第1項に基づきクーリングオフが行使された場合において、当校が関連商品の販売、その代理・媒介を行った時は、受講生は関連商品販売契約につ
いても解除することができます。 

 
【中途解約】 
1.クーリングオフ期間経過後（申込日から起算して8日を経過した後）は、将来に向かって受講契約を解除することができます。 
2.前項に基づき受講生が受講契約を解除した場合、下記の区分に従って解約料が発生します。 
当校は、解約料を差し引いた金額を原則として5営業日以内に銀行振込にて返金します。返金に伴う振込手数料は受講者にご負担いただきます。 
なお、教材をご返却いただいた際の各教材の保管状態によっては、その費用返還をお断りする場合があります。 
受講料から差し引かれるキャンセル料は以下の通りです。 
⑴ 受講開始前  1万5000円 
⑵ 受講開始後  ①と②の合計金額  ① 既に受講を終了した対価相当額 

② 5万円または未受講分の対価の20％相当額のうちいずれか低い額 

ICC Academy概要書面 お申込前に必ず本書面の内容をよくお読みください。 


