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Koto Dance Studio 会員規約 

 

u 趣旨 

当教室は、「芸術・⽂化」をはじめ「教育」「社会貢献」の３つを柱として活動しています。受講
者の芸術としてのダンス技術の向上と、豊かな表現⼒を⾝につけたダンサー育成、他者を尊重した
ダンス表現の創造を⽬的とし、みなさまの夢の実現をサポートします。 
また、ダンスを通じて⼼⾝の健康維持、QOL の向上、コミュニケーションの場、として実⽣活に
おける明るい糧となれるような活動を⽬指しています。さらには、地域貢献として、豊かなダンス
⽂化を、地域のより多くの⽅にとって⾝近な存在となる環境づくりを⽬指して活動しております。 

u ⼊会資格 

1. 当教室の趣旨を理解し、かつ会員規約を遵守できる⽅。 
2. ⼩学⽣以上の⽅。 
3. ⼊会者が未成年（⾼校⽣以下）の場合、保護者の同意がある⽅。 
4. ⼼⾝ともに健康で、医師等により運動を禁じられていない⽅。 
5. その他、当教室の判断により⼊会にふさわしくない⽅はお断りいたします。 

 

u ⼊会⼿続きについて 

1. ⼊会を希望の⽅は、規定の⼊会申込フォームあるいは⼊会申込⽤紙に必要事項をご記⼊の上、
⼊会⾦を添えてお申し込みください。 

2. 会員資格の有効期限は退会時までです。 
3. ⼊会⾦は 5,000 円（税込）です。年会費はありません。 
4. ⼀度お納めいただいた⼊会⾦は理由の如何を問わず、原則としてお返しできません。 
5. 最後の受講より退会の意思も⽰さず 3 ヶ⽉が過ぎた場合には退会扱いとし、会員資格は無くな

ります。 

  

【ご注意】 

会員と同様、⾮会員の⽅も当教室を利⽤される場合は、この会員規約が適⽤されます。 
Koto Dance Studio (以下、当教室)をご利⽤いただくにあたり、下記の内容を遵守していただきます。 

ご⼊会されると当教室のレッスンや当教室主催のイベントへの参加費等が会員価格でご参加い
ただけます。また会員限定のイベントや特典などもございます。是⾮⼊会をご検討ください。 
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u レッスン受講について 

Ø グループ（団体）レッスンについて 

1. 会員は当教室のレッスンを規定の定員数（3 ⼈以上 20⼈以下）と年齢制限（⼀般：⼤学⽣以
上、キッズ・ジュニア：⼩学⽣以上⾼校⽣以下）の範囲で受講できます。受講の際は当教室規
定の⽉謝（次ページ参照）が必要です。 

2. グループレッスンは、各区分とも⽉３回、各回 60分です。 
3. 年齢によるクラス分けについて、⼀般は⼤学⽣以上、キッズ・ジュニアは⼩学⽣以上⾼校⽣以

下が対象です。 
4. 社交ダンスレッスンについて、初級クラスはワルツ・タンゴ・チャチャチャ・ルンバの 4種

⽬、中級クラスは初級の 4種⽬に加えスローフォックストロット・サンバの 6種⽬です。キッ
ズ・ジュニアの社交ダンスレッスンは初級・中級ともラテン 5種⽬のみです。ビギナークラスにつ
いては、ビジターの⽅は年齢によって⼀般あるいはキッズ・ジュニアのクラスにご参加ください。 

5. K-POP ダンスレッスンはレベル別のクラス分けはありません。また、⾮会員の⽅向けのレッ
スンはありません。レッスン参加を希望される⽅はご⼊会ください。 

6. レッスン受講に際し、キッズ・ジュニアクラス対象者である⾼校⽣以下の⽅は必ず保護者の了
承を得てください。また 21 時以降にお帰りの際には、保護者様に送迎をお願いします。 

7. グループレッスンの⾒学・体験はいずれも原則 1回のみです。料⾦は、⾒学は無料、体験はど
の区分も 1,000 円（税込）です。 

8. ⽉謝は初回受講時に当⽉分をお⽀払いください。以降は毎⽉末までに翌⽉分の⽉謝をお⽀払い
ください。 

9. ⽉謝が未払いの場合は、レッスンの受講はできません。 
10. 会員の都合によるレッスン⽋席等による未受講分は、割引や翌⽉への振替・持越はできません。 

Ø プライベートレッスン（マンツーマン・ペアレッスン）について 

1. プライベートレッスンは 1回 45分です。うち最初と最後の 10分間は踊り込みや練習を講師付
き添いで⾏います（マンツーマンの場合は講師が⼀緒に踊ることもあります）。途中の 25分
間はご希望の内容に沿った集中型のレッスンを⾏います。 

2. レッスンを受講する際は、必ず事前に予約をしてください。レッスン終了後に次回の予約をさ
れる事をお勧めします。ご予約は受講希望⽇の１週間前までにお願いいたします。 

3. レッスン料は原則、前払い制です。次回分のレッスン料またはレッスンチケットをお納めくだ
さい。（初回は初回分と次回分をあわせてお納めください。） 

4. 事故等の緊急の場合を除き、直前のキャンセルまたは無断⽋席の場合、受講料の払い戻しはで
きません。キャンセルの場合は前⽇の 21 時までにご連絡をお願いいたします。 

5. 会員の都合による遅刻や早退の場合、レッスン時間延⻑や受講料割引などはできません。 
6. 会場、スケジュール、受講料は都合により変更する事があります。あらかじめご了承ください。 
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7. レッスン時間に同会場で他の会員が練習もしくはレッスンをしていることがあります。予めご
了承ください。また、他の会員などへの悪⼝・中傷などは絶対におやめください。そのような⾏
為が⾒られた場合は強制的に退会していただきます。 

8. いずれのレッスンも講師は原則⼀⼈で⾏います。ご希望があればご予約の際にご指名ください。 
9. こちらで指定した会場以外をご希望の場合、お⼿数ですがその会場のご予約および会場費のご
負担をお願いします。 

u レッスン受講料について 

1. 各レッスン料⾦は下記の通りです。（すべて税込価格。） 

2. グループレッスンのお⽀払いは当教室専⽤の⽉謝封筒をお渡しします。毎⽉末までに翌⽉分の
レッスン料を封筒ともに講師にお渡しください。（紛失した場合、封筒の再発⾏⼿数料として
300 円頂戴します。） 

3. プライベートレッスン⽤のチケットは 5枚綴りと 11枚綴りの２種類をご⽤意しております。5
枚綴りはご購⼊⽇から 3 ヶ⽉間、11枚綴りは 6 ヶ⽉間有効となります。チケットを紛失された
場合、再発⾏はいたしかねますので、ご⾃⾝で⼤切に保管してください。 

4. ビジターとして⼊会せずに受講する場合は、グループレッスンはビギナークラスのみ受講して
いただけます。初級・中級のレッスン参加を希望される場合は、ご⼊会ください。 

5. ビジター（⾮会員）の⽅向けにプライベートレッスン⽤チケットの販売は⾏っておりません。 

u 休講について 

1. グループレッスンについて、当教室の都合（イベントなど）により該当レッスンが 3週未満の
場合もあります。休講分は、4週以上ある⽉に振り替えます。 

2. 講師の病気や個⼈的な都合によりレッスンが出来ない場合は、休講とすることがあります。そ
の場合、レッスン料を翌⽉（プライベートレッスンの場合は次回）に持ち越します。 

3. 講師の事情により休講になる場合、メール、SNS、お電話にてご案内いたします。 
講師が病気等の理由により、当⽇のご案内になる場合もありますので、予めご了承ください。 

4. 理由如何に関わらず、レッスンを⽋席した場合はレッスン料の払い戻しはいたしません。 
5. 規約で定められていない範囲の事柄に関しては、その都度こちらからご案内いたします。 

種 

類 
区 分 

グループレッスン プライベートレッスン 

ビギナー 初級 中級 都度払い 5 枚綴り 11 枚綴り 

社 

交 

ダ
ン
ス 

会員 
一般 ¥5,000 ¥5,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥20,000 ¥40,000 

キッズ・ジュニア ¥4,000 ¥4,000 ¥6,000 ¥3,000 ¥15,000 ¥30,000 

非会員 ビジター ¥6,000 ― ― ¥5,000 ― ― 

クラス分けなし 都度払い 5 枚綴り 11 枚綴り 

K-PO
P

ダ
ン
ス 

会員 
一般 ¥6,000 ¥4,000 ¥20,000 ¥40,000 

キッズ・ジュニア ¥6,000 ¥3,000 ¥15,000 ¥30,000 

非会員 ビジター ― ¥5,000 ― ― 
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u その他の注意事項 

1. 受講の際は開講時刻の 5〜10分前にお越しください。貸会場によっては、早すぎる到着は前に
使⽤されている⽅の迷惑になりますのでご遠慮ください。 

2. 当教室内において無許可の勧誘、物品販売や⾦品の授受およびビラ配布は、⼀切禁⽌します。 
3. 体調不良の場合、レッスンへの参加を⾒合わせていただきます。（場合により⾒学可。） 
4. レッスン時のケガ・急病について、当教室は事故の責任を⼀切負いかねますので、体調や安全
⾯には⼗分にご注意ください。 

5. 貴重品・私物等は各⾃管理してください。盗難・紛失・忘れ物など、当教室では⼀切責任を負
いません。 

6. 講師や他の受講者への軽率な発⾔、⾔葉遣いは慎んでください。 
7. 会員および講師等に対して迷惑をかける、名誉毀損、レッスン運営に⽀障をきたす⾏為や、当

教室の信⽤を失墜させる⾔動があった場合は強制的に退会していただきます。その他、当教室
が不正⾏為と判断した場合も同様の措置を取ります。 

u 休会⼿続きについて 

1. ⻑期間レッスンの受講ができない場合は、休会届を提出してください。休会届をご提出いただ
いた翌⽉から休会扱いとなります。（休会中の⽉謝は発⽣しません。） 

2. 受講を再開する際は、お電話・メール等で復帰をお申し出ください。 
3. 休会期間は最⻑ 6 ヶ⽉間までとします。6 ヶ⽉を超過しますと⾃動的に退会扱いとなりますの

で、ご注意ください。（ケガや留学等により 6 ヶ⽉を超過する場合はご相談ください。） 

u 退会⼿続きについて 

1. 当教室から退会する時は退会届を提出してください。退会届は、必ず対⾯または郵送で提出し
てください。（電話、FAX、メールでのお申し出は受付けておりません。） 

2. 退会に当たり⼿数料はかかりませんが、⽉の途中での退会やチケットの残り回数がある場合で
も、残りの受講回数分の払い戻しは出来ません。また、滞納がある場合は完納していただきます。 

u 個⼈情報の収集・利⽤⽬的の公表に関して 

当教室では、レッスン受講に際し、会員様・⾮会員様の住所・⽒名等の個⼈情報を取得させていた
だきますが、これらの情報は以下の⽬的に利⽤させていただきます。 

1. 当教室事業の運営において、そのサービスの提供のため。 
2. 緊急時の連絡のため。 
3. 当教室の情報・関連イベント・公演等のご案内のため。 
4. 防犯上および事故・感染症拡⼤等の防⽌のため。 
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u 禁⽌事項および確認事項 

1. 当教室名を無断で使⽤すること。（催事などを主催、または出演の際に教室名を使⽤する場合
は、予め講師に許可を得てください。） 

2. 講師・会員・その他関係者に対する不敬意的⾏為や⾔動。 
3. 当教室および関係箇所において⼀般社会の法律・ルールを逸脱する⾏為。 
4. 当教室の会員を関係のないことに勧誘、参加させること。 
5. 当教室の⽬的を逸脱し、不利益をもたらす⾏為全般。 

上記を違反した場合は、損害⾦(内容による)を請求した上で即刻退会となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

共同代表・渉外  松岡 貞⾏ 
共同代表・企画  初⽥ 響⼦ 

 
TEL: 077-576-7948 

E-mail: koto.dance.studio@gmail.com 


