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【講座受講規約】 
 
【受講受付】 
本規約内容をご確認いただき、各申込みフォーム送信後受講料の支払い確認完了となった
時点で、（無料講座においては【My Piano room】（以下当教室）から「申込み完了」のメー
ル返信が届いた時点で）受講生と以下当教室の間で受講契約が成立するものとし、受講受付
完了とさせていただきます。全講座における受講生の入金時振込手数料等は受講生の負担
となります。入金確認完了後、当教室より受講概要資料及び教材・テキストについては以下
の各講座に準じて発送または添付させていただきます。 
この受講契約期間は認定講座以外の講座においては受講申込完了から講座終了までとし、
各認定講座においては受講申込完了から認定までとし、認定後における契約書にご同意を
いただいた時点で認定となります。 
 
【各講座による受講規約】 
① 音楽療法セミナーについて 

・講座にかかる日数は全 5 日間（各約 2 時間）です。 
・講座費用は￥    とし、申込み都度受講生が支払うものとします。 

・講座の概要資料は PDF にて受講生に DL していただきます。 
（2022 年 10 月 20 日現在規約改定中・近日公開） 
 

② 絶対音感無料セミナーについて 
・講座にかかる日数は 1 日約 2 時間です。 
・講座費用は無料です。 
・受講後のアンケート回答で楽譜の一部を無料にて提供しております。 
・楽譜の残りと講師用指導書については有料にて受講生に購入していただきます。 

（2022 年 10 月 20 日現在規約改定中・近日公開） 
 
【認定講座における講座規約】 
③ 知育ミュージックインストラクターについて 
≪認定前≫ 

・講座にかかる日数は約 4 日間、各約 2 時間です。 
・当講座は申込完了となった時点で当教室より概要資料及び「認定前ロープレ教材」を発

送しております。発送にかかる費用は当教室にて負担となります。 
・認定前ロープレ教材は、認定まではレンタル扱いとし、レンタル料をお支払いいただき

ますが、認定後にはレンタル期間は終了となり、支払済みのレンタル料は 1 学年分の
教材費に相当されます。 

・受講料の内訳は以下の通りです。 
●講座費用 ￥25,500 

・1 日目講義 ￥10,000 
・ロープレ 1 回目 ￥5,000 
・ロープレ 1 回目 ￥5,000 
・ロープレ 1 回目 ￥5,500 

●認定前ロープレ教材レンタル料（後の 1 学年分教材費） ￥4,500 
●認定後教材費 5 学年分残金 ￥25,500 

 ・1 学年 ￥4,500×残 4 学年 
    ・積み木・PB・数字棒 各￥2,500 

●認定後のロープレ研修 6 回 ￥13,800 
・1 回￥2,300×６回 

●認定証発行手数料 ￥5,000 
●5 学年分のカリキュラム（無料） 
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・教材はすべて受講生が購入するものになりますが、すでに受講生のお手元にある教材は 
一部受講生が購入しないことも可とします。（例：色積み木など）その場合は差し引き  
した金額を受講料としてお支払いいただきますので、受講料支払いの前に確認させて
いただくものとします。 

 ・認定は全講座日数を終え、インストラクターテスト用紙を写真データにて送付、当教室
にて採点をし、75 点以上であった場合に認定となります。なお、75 点以下であった場
合には再提出をしていただきます。再提出は 3 回まで有効とし、4 回目以降も 75 点以
下であった場合には認定は取り消しとなり、すべての教材及び資料を返却していただ
くものとします。 

・受講生が受講開始後から認定前までの間に、上記合格点数未満であった場合や、受講生
の都合により辞退する場合、すべての資料と教材一式を当教室に返却していただきま
す。その際にかかる費用のすべては受講生の負担となります。 

・上記不合格および辞退の際、受講料の返金については、受講期間（上記受講にかかる日
数）に準じて、受講が終了した日数に該当する費用について返金は出来ません。ただし、
お送りした資料及び教材一式をすべて当教室に返却をし、紛失破損等が無いと確認出
来た場合、受講完了前の受講費については返金をいたしますが、返金にかかる手数料
（振込手数料等）は受講生の負担となります。 

・教材返却において破損や紛失等があった場合は受講生が弁償するものとし、その金額は 
当教室の規定によるものとします。 

・講座日の選定は受講生と当教室双方で相談の上決定されるものとします。 
・講座予定日を組んだのちの受講日変更依頼は 3 回まで可とし、4 回目以降は受講継続

意思が無いものとみなし講座継続を中断するものとします。その際はすべての資料と
教材一式を当教室に返却をし、返却にかかる郵送料は受講生の負担となります。ただし、
大怪我や大病などやむを得ない場合はのぞくものとしますが、当教室と相談の上決定
されるものとします。 

 
その他：講座担当講師は基本的に当教室が選任するものであるが、受講生側の担当希望があ
った際には考慮します。 
 
≪認定後≫ 

・認定後は当教室から認定証を発行します。発送にかかる費用は当教室の負担とします。
認定証発送後当教室より契約書を送付または添付し、ご同意いただいた時点で認定完
了となり、当該資格が有効となります。 

・認定後の契約書同意を確認完了時点で、当教室よりカリキュラムを共有しております。
カリキュラムは Google ドライブにて共有しており、閲覧、DL はいつでも可能となり
ますが、途中当教室によりカリキュラムの変更等がある可能性がありますので、一度に
すべての DL ではなく、必要に応じて DL していただけるようお願いしております。 

・認定後は受講生自身の SNS やホームページ等で当該資格名を公言していただけます。
その際、教材一覧によっては公開 NG の教材もございますのでご注意ください。 

・認定後の契約書は認定を得た受講生にのみ公開しております。 
 
④ 発達支援ピアノ講師について 
≪認定前≫ 

・当講座は申込完了となった時点で当教室より概要資料及び「発達支援ピアノテキスト」  
を発送しております。発送にかかる費用は当教室にて負担となります。 

・当講座はレベル制度があり、それに準じて講座料が決められています。なお、ピアノ講
師の方以外（療育等支援施設の支援者の方）は、以下ノービス講座～アドバンス講座は
受講出来ず、「発達支援スキルアドバイザー」から受講が出来、次のステップとして「発
達支援アドバンス講座」を受講出来るものとします。また、「発達支援ピアノ講師認定
アドバイザー」は、ピアノ講師のみが認定出来るものとなっております。 
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●ノービス講座 ￥18,500 
・指導法講座 ￥16,000 
・認定証発行手数料（無料） 
・発達支援テキスト『ぴあのの～と』 ￥3,200（受講申込時に割引あり） 

●ベーシック＆スタンダード講座 ￥20,000 
・ベーシック講座 ￥10,000 
・スタンダード講座 ￥10,000 
・発達支援テキスト『ぴあのの～と』 ￥3,200（受講申込時に割引あり） 

●アドバンス講座 ￥15,500 
・指導法講座 ￥12,000 
・認定証発行手数料 ￥3,500 

●発達支援スキルアドバイザー ￥25,000 
     ・指導法講座 ￥20,000 
     ・認定証発行手数料 ￥5,000 

●ハイグレード講座 ￥28,000 
・指導法講座 ￥23,000 
・認定証発行手数料 ￥5,000 

 
  ●発達支援ピアノ講師 認定アドバイザー 
     ※こちらの講座においてはハイグレード認定者、かつ「認定アドバイザー条件

（別途書類あり）」を満たした方のみに通知しております。 
 
 ・受講にかかる日数は、ノービス講座は 1 日約 2 時間、ベーシック講座とスタンダード 

講座はセット講座となり、両方で 1 日約 2 時間、アドバンス講座は 1 日約 2 時間とな
っております。また、ハイグレード講座は、ノービス講座をご受講済みの方は 1 日約 2
時間ですが、ハイグレード講座からスタートした方は 2 日間で、それぞれ約 2 時間ず
つとなります。また、発達支援スキルアドバイザーは 3 日講座、それぞれ約 2 時間ず
つとなります。 

 ・認定は全講座日数を終え、筆記用紙を写真データにて当教室へ送付し認定となります。
当該講座における不合格制度はなく、筆記確認を以って認定となります。 

・受講生が受講開始後から認定前までの間に、受講生の都合により辞退する場合、すべて 
の資料及びピアノテキストを当教室に返却していただきます。その際にかかる費用の
すべては受講生の負担となります。 

・上記の辞退の際、受講料の返金については、受講期間（上記受講にかかる日数）に準じ
て、受講が完了した分について返金は出来ません。ただし、お送りした資料教材一式を
すべて当教室に返却をし、紛失破損等がないことを当教室にて確認が出来た場合、受講
終了前の受講費及びピアノテキスト代については返金をいたしますが、返金にかかる
手数料（振込手数料等）は受講生の負担となります。 

・講座日の選定は受講生と当教室双方で相談の上決定されるものとします。 
・講座予定日を組んだのちの受講日変更依頼は 3 回まで可とし、4 回目以降は受講継続

意思が無いものとみなし講座継続を中断するものとします。その際はすべての資料と
教材一式を当教室に返却をし、返却にかかる郵送料は受講生の負担となります。ただし、
大怪我や大病などやむを得ない場合はのぞくものとしますが、当教室と相談の上決定
されるものとします。 

 
その他：講座担当講師は基本的に当教室が選任するものであるが、受講生側の担当希望があ
った際には考慮します。 
 
≪認定後≫ 

・認定後は当教室から認定証を発行します。発送にかかる費用は当教室の負担とします。
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発送後当教室より契約書を送付または添付し、ご同意いただいた時点で認定完了とな
り、当該資格が有効となります。 

・ピアノテキストの第 2 巻以降においては受講生により購入となります。 
・認定後は受講生自身の SNS やホームページ等で当該資格名を公言していただけます。

その際、教材一覧によっては公開 NG の教材もございますのでご注意ください。 
・認定後の契約書は認定を得た受講生にのみ公開しております。 

 
 
⑤ キッズ＆ベビー知育インストラクター 
≪認定前≫ 

・当講座は申込完了となった時点で当教室より概要資料及び「認定前ロープレ教材」を発
送しております。発送にかかる費用は当教室にて負担となります。 

・認定前ロープレ教材は、認定まではレンタル扱いとし、レンタル料をお支払いいただき
ますが、認定後にはレンタル期間は終了となり、いただいたレンタル料はベビー教材 1
年分の金額に相当されます。 

・講座にかかる日数は 1 日約 2 時間です。 
・受講料の内訳は以下の通りです。 

●講座費用 ￥20,500 
●認定前ロープレ教材レンタル料（後のベビー1 年分教材費） ￥5,000 
●認定後教材費 5 学年分残金 ￥10,500 
●リトミック用楽譜（無料 
●2 学年分の全カリキュラム（無料） 

・教材はすべて受講生が購入するものになりますが、すでに受講生のお手元にある教材は 
一部受講生が購入しないことも可とします。（例：フラッシュカードなど）その場合は
差し引きした金額を受講料としてお支払いいただきますので、受講料支払いの前に確
認させていただくものとします。 

 ・認定は講座を終えた時点で認定となります。当該講座における不合格制度はなく、講座
受講終了を以って認定となります。 

・受講生が受講認定前までの間に、受講生の都合により辞退する場合、すべての資料およ
び教材一式を当教室に返却していただきます。その際にかかる費用のすべては受講生
の負担となります。 

・上記の辞退の際、受講後における返金は出来ませんが、受講前の辞退においては、お送
りした資料教材一式をすべて当教室に返却し、当教室にて紛失破損等がないと確認が
出来た場合については返金をいたしますが、返金にかかる手数料（振込手数料等）は受
講生の負担となります。 

・講座日の選定は受講生と当教室双方で相談の上決定されるものとします。 
・講座予定日を組んだのちの受講日変更依頼は 3 回まで可とし、4 回目以降は受講継続

意思が無いものとみなし講座継続を中断するものとします。その際はすべての資料と
教材一式を当教室に返却をし、返却にかかる郵送料は受講生の負担となります。ただし、
大怪我や大病などやむを得ない場合はのぞくものとしますが、当教室と相談の上決定
されるものとします。 

 
≪認定後≫ 

・認定後は当教室から認定証を発行します。発送にかかる費用は当教室の負担とします。
発送後当教室より契約書を送付または添付し、ご同意いただいた時点で認定完了とな
り、当該資格が有効となります。 

・認定後の契約書同意を確認完了時点で、当教室よりカリキュラム及びリトミック用楽譜
を共有しております。カリキュラム及び楽譜は Google ドライブにて共有しており、閲
覧、DL はいつでも可能となりますが、途中当教室によりカリキュラムの変更等がある
可能性がありますので、一度にすべての DL ではなく、必要に応じて DL していただけ
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るようお願いしております。 
・認定後は受講生自身の SNS やホームページ等で当該資格名を公言していただけます。

その際、教材一覧によっては公開 NG の教材もございますのでご注意ください。 
・認定後の契約書は認定を得た受講生にのみ公開しております。 

 
【その他すべての講座における規約】 

・故意に講座の運営に著しく支障がある行為をされた場合や、他の受講生及び担当講師へ
の社会的モラルに反する言動や迷惑行為等をされた場合、また、受講に関する講師の指
示に従わなかった場合には、円滑に講座を進めるために受講をお断りし、講座辞退を申
し出る場合がございますので、予めご了承ください。（例：受講生からの一方的な辞退
であるにも関わらず受講料金の返金を求める、協調性を欠く、暴力、人権侵害行為、一
方的な主張による講座進行等のスケジュールの妨げ等）、他の受講生、講師、スタッフ
に対するストーカー行為（待ち伏せ、迷惑メール等）、セクハラ行為、パワハラ行為、
上記例示の行為が行われたと判断される場合には、当教室の判断により講座を中断し、
講座辞退を申し出ることがございます。 


