
40

お申し込みの流れ
お申し込み方法
1. 資料配布
2. 資料をもとに相談
3. 申し込み書送付(メール・ファックス・オンライン・郵送等)
4． 当校よりご請求書の送付
    ※お支払い期限につきましては、発行される請求書をご確認ください。
5． 入学申込金(10%)のお支払い（お申込みより２週間以内）　　　　　
6. 当校より各書類の送付
 -着金の確認書
 -ビザ申請の方は入学許可証及び申請に必要な書類（必要な場合）
7． 残金のお支払い(請求書に指定の期日をご覧ください)
8． コース各種ご案内の送付（コース開催1ヶ月前にメールにてお知らせ致します）
 -滞在先のご案内
 -その他詳細の確認書
9. 最終確認書到着(2週間前)
 -到着時のご案内
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規約事項
お申し込みについて
本規約事項に同意の上、入校申込者（申込者）よりお申込書を指定の送付先へ提出ください。

コース参加にかかるオプション料金を除く費用の合計金額の10％相当を入学金としてお申し込みから２週
間以内にお支払いください。入学金の支払いにより、申込者と当校の契約が成立したとみなします。入学金
は、主催者側判断による不開催の場合を除き、いかなる場合も返金されません。

コースの開催について
コース開催の最終決定は、コース開始日を起点として40日前に行います。主催者側の都合によりコース延
期を決定する場合があります。あらかじめご了承ください。その際は、本校が別の時期に開催する1年以内
に開催予定の同コースへの振替、またはキャンセルを承ります。その場合、キャンセル料金は発生致しませ
ん。

キャンセル規定
申込人都合によるキャンセルの場合、コース開始日を起点として以下のキャンセル料金が発生します。
60日前まで： 請求金額の30%
30日前以降： 請求金額の100%
コース開始後の入校取り消しについては、いかなる場合も返金を致しません。
コース開始日を起点として40日前までにお申し出いただいた場合は、本校が別の時期に開催する1年以内に
開催予定の同コースに、キャンセル料金なしで変更が可能です。
ただし、申込人都合による受講時期の変更を行なったのち、振替後のコースもキャンセルを希望される場
合、キャンセル料は100％となります。

お申し込みのキャンセルについて
キャンセルのお申し込みは、申込人から書面（文書、メール、FAX等）のお申し出をいただき、当校の受領
を持って成立とします。

返金について
申込人都合のキャンセル、または当校都合による不開催により、返金が発生した場合、キャンセル成立日を
起点として60日以内に、返金手続きを致します。
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規約事項
お申し込み条件
お申し込み時点で20歳未満の方は、保護者の同意の署名・捺印が必要です。
法令または公序良俗に反する行為の恐れのある方、および入学手続きの円滑な実施に、支障をきたす恐れの
ある方は、お申し込みをお断りする場合があります。

申込人が疾病、傷害、その他の事由により、受講期間中に医療の診断または治療を必要と判断する場合は、
当校の判断で必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用は参加者の負担となります。

慢性疾患、健康状態を損なっている方、妊娠している方、医師などの指示により薬を常用されている方、障
害をお持ちの方、アレルギー等お持ちの方、又は現地で特別な手配が必要な方は、事前にお申し出下さい。
医師の診断書を提出いただくことがあります。また、現地事情や受入機関の要請により安全面を考慮させて
頂いた上、お申込をお断りさせて頂く場合もございますので予めご了承ください。

ビザについて
一定の条件に基づき当校からイタリア入国のビザ申請に必要な書類の発行をする場合、3ヶ月前までを目安
に申し込み手続きを行うことを推奨します。直前のお申し込みで、手続きに緊急を要した場合、郵送等にか
かる諸経費を請求する場合があります。またビザを取得するために必要な書類を一度発行し、申込人が受領
した後は申込人都合の場合、いかなる理由であってもキャンセル、当校からの返金は発生しません。
万が一、ビザの発行が拒否されたなどの理由で、申込人が受講キャンセルを希望する場合、ビザ発行の拒否
を証明できるイタリアの機関（大使館や領事館）からの書面を持って、入学金・事務手数料費を除いた受講
料の返金に応じる場合があります。

その他事項
コース期間中の祝祭日の取り扱いは、イタリアのカレンダーに準ずるものとし、原則授業が行われません。
ただし、プログラムや当校の都合により事前告知の上で、授業が行われる場合もあります。

コース期間中、指定滞在先における、所持品の紛失・盗難などの責任は、当校では負いかねますので、予め
ご了承ください。
海外旅行（留学）傷害保険へ加入の上渡航いただくことを原則といたします。

申込人の個人的な理由により、パスポート、ビザが取得できなかったり、入国を拒否された場合でも、当校
は責任を負いません。
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規約事項
滞在先の利用について
申込人のみが、指定滞在先を利用することができます。万が一、お客様等を招待するなどの必要性があると
きは、当校へ事前に必ず申し出が必要となります。コース受講のための滞在と異なる理由で、提供された滞
在先を無断で利用することは禁じられています。滞在先に備え付けの家具や備品の破損、申込人の責任によ
る水漏れや火災等の賠償事故などは、申込人の責任となります。

個人情報保護について
この規約への同意を持って、申込に必要な申込人の個人情報は、イタリア規定に則って扱われることに同
意するものとします。（Decreto Legislat ivo 196/03 e del l 'art .  13 del Regolamento Europeo 
del la Privacy n. 2016/679）
また当校から、定期的に販売促進、プロモーションなどの目的にてインフォメーションを送る場合がありま
す。受け取りたくない場合は、いつでも受け取りキャンセルを申し出ることができます。

写真やビデオの利用について
当校は、コース受講中や、それにまつわる自由時間、アクティビティーなどの際に撮影する写真、ビデオ等
を当校の販促目的で利用する権利を有します。

本規約に関する紛争については、イタリア・ピストイア県裁判所を管轄裁判所とします。
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コース申込書
                       Data(日付) 　 　　年 /　 　  日 /  　　  月   
1.　各欄ご記入
2.　FAXまたはメールにてご送信  　info@accademiadeivini .com または　+81 036 8002493
     または、お申し込み窓口となっている手続代行者様へご相談ください。 
3.　請求書に従い、入学金等を指定銀行にお振込み

Sig./ Sig.ra                                                   
(Sig: 男性 / Sig.ra: 女性   お名前をローマ字で記入ください)        

nato i l :    　/   /        (日/月/年) 　       a                  
            (生年月日)          　　    　   (出生地)

Indir izzo:                                                   
            (住所: 番地、町、区の順)

Città :  都市名:                            〒             -              Stato:  Giappone 

Tel :                     　　　　　Fax:　                    Cel lulare(携帯電話):

E-mail :                                    @              
Indir izzo in Ital ia:                                      
(イタリアでの住所:イタリアにコース開始前に滞在している場合はご記入ください)

Cellulare(イタリア国内での携帯電話):     

渡航時の緊急連絡先
住所:

氏名:    　　Tel:

E-mai l :                                    @                              
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《コース開始日》:  ２０____年
　　　　　　　　　31 Gennaio(1月31日)  / 31 Maggio （5月31日）  / 31 Ottobre（10月31日）
　　　　　　　　　※受講を希望の年を記入の上、１月・５月・10月よりご希望受講コースに印をつけてください。 
                               　　スタンダード　　　  　　エクストラ　 　　　  　プライベート
1-2-3 Livel l i　　　　　  □　8,500ユーロ　　　□　11,500ユーロ　　 □　15,500ユーロ
1Livel lo     　　　　　   □　2,900ユーロ　　　□　3,800ユーロ        □   5,300ユーロ
2Livel lo      　　　　　  □　2,800ユーロ　　　□　3,600ユーロ        □  4,800ユーロ 
3Livel lo　　　　　　　   □　3,800ユーロ　　　□　4,800ユーロ        □  6,400ユーロ 
オプション　　　　　　　  □　シングルルーム      30ユーロ/日～
再試験のお申し込み： 　　  □試験のみ　　□授業も再受講を希望（　　　／　　　～　　　／　　）

*Note
このソムリエ養成コースは、Associazione Italiana Sommelier (イタリアソムリエ協会)の認定のもと
Accademia dei viniが現地日本語サポートを行い実施されます。その為コース参加者は両協会の会員となるこ
とを原則とします。下記の会費はコース費用に含まれておりませんので、コース開始日に現地にてお支払いくだ
さい。なお、会費等については、予告なく変更となる場合があります。

- Iscriz ione Associazione Ital iana Sommeliers 年会費　　　　　　　　　　　　　   € 90,00 
- Accademia dei vini 会費       € 80,00 

Firma サイン:              

Accademia dei vini (以下、本校)のコースお申し込みにあたり、別紙の規約事項をお読みになり、同意の上お申
し込みください。サイン入りのお申込書を持って、規約事項への同意とみなします。
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事前アンケート

イタリア滞在についての事前質問内容

この度は Accademia dei Vini「AIS(イタリアソムリエ協会)認定ソムリエ養成コース」にお申し込み頂
き有り難うございました。プログラム開始を前に、滞在中より快適に過ごしていただけるよう当事務局よ
り若干の質問をさせて頂きます。質問用紙を回収後コース開始1ヶ月前に皆様への最終案内をお送りさせ
て頂きますのでご協力をお願い申し上げます。

お名前 :                      

申し込み日 : 20___ 年   月    日 

<到着方法について> 到着日:   20___ 年   月    日 

* 飛行機 ( 航空会社・便名                                 )
  電車 ・ その他 (                           )
　※お決まりの場合はご記入お願いします。
* 到着時ピックアップサービス希望（有料）:  フィレンツェSMN駅 ・ フィレンツェ空港
   到着時刻( am / pm      :          )

<滞在先について>

* お部屋タイプの希望: 特にナシ ・ 希望アリ(               )   tipo di camera

<生活環境について>

- アレルギーはありますか? (食べ物・動物等全てを含む)  allergia?

- 医師の診断の元禁止されている事項は何かありますか?  cosa vieta il medico?
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- 医師の診断の元服用している薬は何かありますか?  medicinale su prescrizione dal medico?

- タバコは吸いますか?  fuma?

- その他:   altro

<個人データについて> 差し支えのない範囲でご協力ください。

- ご職業について: 今までの経験等も含みご記入ください。 professione

  

- 趣味を教えてください。hobby

 

- イタリア語力について: 初級 ・ 中級 ・ 上級   conoscenza di italiano

- ワインの知識について: スクールなどに通っていた場合はご記入ください。che conoscenza ha del vino

- なぜソムリエの勉強をしようと思ったのですか?簡単にご記入ください。perchè vuole diventare sommelier

-どこでこのコースをお知りになられましたか。da dove hai avuto informazione del corso

《その他 AIS JAPAN へのご希望がございましたらご遠慮なくご記入ください》altre richieste


