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ジョリーフォニックスで単語を「読む」力を育てよう サービス利用規約 付録「お申込みの前に」 

 1 Kayoko Yamashita - Jolly Phonics & Jolly Grammar Trainer 

お申込みの前に お申込みの前に、次の 3点をご了承ください。 

● お申込み・お問い合わせの前に、まずはメールの受け取り設定を！ 

お申込みからイベント終了までの間の手続きはメールやフォームを使用して行うことになります。お申込みやお問い合わせ

を行う前に、まずは確実にメールを受け取ることができるよう設定をご確認ください。 

● お申込み後のメールはかならずチェック！ 

イベント終了までの間、進捗に応じてメールが info@kayokoyamashita.comから届きます。迷惑メールフォルダも含め、かな

らずご確認ください。 

● メールを送る場合には、送信者のフルネームをメール内にご記載ください 

メール送信時には、かならず本文中に送信者名（フルネーム）をご記載ください。ご記名のないもの、名字のみの記載のも

の、受講者名（もしくは申込者名）と異なるお名前のものにつきましては、いたずらメールやなりすましの可能性があると判

断し、個人情報保護の観点から対応を行わないことがあります。ご了承ください。 

メールを確実に受け取るため、特に ezwebや docomoなどのキャリアメール、または yahooや hotmailなど

のフリーメールの場合、事前に「@kayokoyamashita.com」からのメールを「許可」する設定をお勧めしてい

ます。こちらの工具マークのアイコンをクリックして「メールが来ない！」のページに進むと、「2) メール受け

取り拒否設定などをチェック！」の部分に設定方法が記載されていますのでご活用ください。 

mailto:info@kayokoyamashita.com
https://kayokoyamashita.com/settings
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第 1条 対象セミナーについて 
当規約は下記 1件の山下桂世子主催の講座を対象としています。 
●2023/3/31（金)、4/1（土）、4/3（月）、4/4（火）【文京区】ジョリーフォニックスで単語を「読む」力を育てる講座 

公示ページ：https://kayokoyamashita.com/2023BW 

第 2条 開催日程・会場・募集要綱・受講費・内容・持ち物について 

開催日程 

2023年 3月 31日、4月 1, 3, 4日（金/土/月/火） 

 コース 1： 9:15～12:00（2時間 45分 x 4日間） 

 コース 2： 13:00～15:45（2時間 45分 x 4日間） 

※ 開場は開始時刻の 15分前です。遅くとも開始 5分前までにご入室ください。 

※ 休憩を含みます。 

会場 〒113-0033東京都文京区本郷 4-2-8 フローラビル３階  ジャパンライムセミナー・スタジオ 

募集要綱 

コース 1： 

 新小学校 5，6年生、中学 1年生 

 コース 1にお申込みされた方の保護者の方（お子さんと同伴での受講となります。） 

コース 2： 

 読み書き困難（ディスレクシア）のある新小学校 6年、中学 1年～3年生（※） 

 コース 2にお申込みされた方の保護者の方（お子さんと同伴での受講となります。） 

※ お申込み時に診断書のコピーを提出していただきます。お持ちでない方は認定 NPO法人 EDGE さんでア

セスメントを受けてください（https://www.npo-edge.jp/use-edge/consultation/）。 

受講費 

お子さん： 25,000円/人 

保護者： 10,000円/人 

※ お申込み後に山下桂世子からメールが届きます。それに沿って指定銀行口座へのお振込みをお願いします。 *1) 

内容 

国語の 50音とひらがなを学ぶのと同じような手法で英語の音（42音）とその基本の綴りを 4日間で学びます。

ジョリーフォニックスという教材を使って無理なく学び、簡単な単語を自分で読めるようにすることを目標としてい

ます。また、保護者の方が同伴受講される場合には、その指導法を一緒にご覧いただくことになります。これによ

り、受講後はお子さんの学習のサポートや一緒に復習を行うことができるようになると思います。 

持ち物 

a) 筆記用具 

b) 色鉛筆（12色程度で十分です。なければ無いでまったく問題ありません。） 

c) 噛んでも良いハンドタオルやフェイスタオルなど 

d) 水分補給のための飲料、必要に応じておやつや軽食など 

お申込み・ 

お問い合わせ 

方法 

公示ページに記載 

*1) お支払いについて：山下桂世子（info@kayokoyamashita.com）とのメールでのやり取りの中で御請求内容が記載されたメ

ールが届きます。問題がない場合には次の口座宛にお支払いください。ご入金額はお預かり金として取扱い、実際のお支

払いはイベント初日に行われるものとして扱われます。 

 使用口座： 三菱 UFJ銀行 岡崎支店 普通 1208984 ヤマシタ カヨコ 

※ これ以外のメールアドレスや口座、支払い方法が指定されることはありませんので、詐欺などには十分ご注意ください。 

※ 振込手数料がかかる場合がありますが、その金額はご負担ください。 

※ お支払い期限内に口座必着です。お支払い期限までに指定口座で「受講者名」名義でのお支払いをお願いしていま

す。これが確認できなかった場合、御請求書は失効となります。別名義または別金額でのお支払いの場合にはかならず

山下桂世子（info@kayokoyamashita.com）までメールでご連絡ください。 

※ お支払い期限後にお支払いが確認された場合には、返金にかかる振込手数料（実費）を除く全額を返金いたします。た

だし、講座開始日より 1週間経過時点までに返金先のご連絡がない場合、返金は行いません。 

※ 領収書は発行されません。振込用紙などで代用ください。 

https://kayokoyamashita.com/2023BW
https://www.npo-edge.jp/use-edge/consultation/
mailto:info@kayokoyamashita.com
mailto:info@kayokoyamashita.com
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第 3条 お申込み・お問い合わせに使用されるメールアドレスついて 
当講座に関するお申込みやお問い合わせのやりとりは、すべてメールやフォームをベースにして行われます。イギリスを拠点とし

ているため電話や郵送などには対応していません。ご了承ください。 

➢ メールでのやり取りの場合には、次のメールアドレス以外のアドレスが使用されることはありません。 
info@kayokoyamashita.com ： 主催・運営の山下桂世子の使用するメールアドレスです。 

第 4条 お申込みのキャンセルについて（キャンセルポリシー） 
お申込みのキャンセルは理由にかかわらずお受けいたします。下記の方法でご連絡いただくことでキャンセルを受け付けます。 

※ 欠席もキャンセル扱いとなります。必ずご連絡ください。 

※ 連絡いただけないまま欠席された場合は座席の専有目的とみなし、次回以降のお申込みをお断りさせていただくことがありま

す。緊急入院などやむを得ない事情があった場合には事後でも構いませんので別途ご相談ください。 

※ 受講枠の譲渡は認められません。 

【キャンセル方法】 山下桂世子（info@kayokoyamashita.com）までメールでご連絡ください。 

【キャンセル費用】 お預かり済みの金額全額をキャンセル費用とします。返金は行いません。 

第 5条 受講環境について 

1. 当講座は「ジャパンライムセミナー・スタジオ」で開催いたします。当講座を受講される場合、受講者の責任において、ご来場

いただくものとします。 

2. 会場までの交通費、宿泊費など受講前後にかかる費用はすべて受講者の負担といたします。 

3. 受講会場内においても、受講に直接関係しない部分で費用が発生した場合（例：施設や備品への破損、会場管理者とのト

ラブルなど）、その対応および費用は会場管理者と直接解決をしていただくことになります。 

第 6条 コンテンツの権利について 

1. 当講座内で使用する映像、音声、および配布するハンドアウトなどは、すべてその著作権は主催者に帰属するものとし、その

閲覧・使用は受講者自身のみが行うことができるものとします。 

2. 当講座の撮影や録画・録音は、講座内で主催者が撮影可能と明言した部分を除き、これらを一切禁止いたします。また、当

講座の内容を配信することも禁止いたします。 

第 7条 免責事項などについて 

1. 交通機関の状況などよっては、会場に到達できないなどの理由により講座をご受講いただけない可能性があります。この場

合、主催者は一切の責任を負いません。 

2. 主催者の体調や会場のトラブルなど、以下の場合に講座が開催できない、または中断されることがあります。この場合に受

講者に生じる損害について、主催者は一切の責任を負いません。 

a. 災害や事故その他、火災、停電、戦争、動乱、暴動、騒乱などの非常事態が発生した場合 

b. 主催者、受講者、その他の第三者の利益を保護するため、もしくは主催者がやむを得ないと判断した場合 

c. 主催者の不測の事故、病気、慶弔などにより実施が困難であると判断した場合 

d. 受講者が本規約に違反した場合 

e. その他主催者が開講を不可能、あるいは受講者の受講を不適切と判断した場合 

mailto:info@kayokoyamashita.com
mailto:info@kayokoyamashita.com
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第 8条 禁止事項について 
次の各事項を禁止いたします。これらに抵触した場合、またはこれらの事項を軽視する行為が確認された場合など、（たとえ悪

意はなくても）悪質であると主催者が判断した場合には、当講座の受講をご遠慮いただく、会場からご退出いただく、または今

後のお申込みをお断りさせていただくなどといった対応をとることがあります。 

1. サービス利用規約違反 

● 主催者側との合意を得ることなく当サービス利用規約を一方的に破棄した（守っていただけなかった）場合 

● お申込みに関する確認事項にご返答いただけないまま開催日まで放置されていた場合 

● お申込み後なんのご連絡もないままご請求内容が失効し、且つ事後のご連絡もいただけなかった場合 

● キャンセルや欠席、遅刻、早退の際にご連絡がなく、且つ事後のご連絡やご説明もいただけなかった場合 

2. 妨害行為 

● 会場で主催者の指示に従わず、他の受講者への影響も大きいと主催者が判断した場合 

● 当講座に協力いただいている関係者や他の受講者などに対する悪質な言動が見られたと判断された場合 

● 他の受講者や各方面の関係者との間でトラブルを起こし、解決しなかった場合 

● 受講中にアルコール摂取を行った場合 

3. 個人情報などの漏洩・著作権の侵害 

● 受講者・著作者の同意なく、講座で得た個人情報や写真、著作物の内容などを公開・流出した場合 

● 他の受講者のお名前など、第三者の個人情報を使用して当サービスを利用した場合 

第 9条 個人情報の取り扱いについて 
今回の講座受講者募集に際し、受講者からお名前、メールアドレスなどをはじめとする各種個人情報をご連絡いただく場合が

ありますが、これらの個人情報は次の目的にのみ使用し、これ以外の目的で利用されることはありません。 

 1) 当講座受講に関するご連絡やご案内として、受講者へのメールでのご連絡 

 2) 当講座受講者の受講者名簿、および受講拒否対象管理用名簿への記載 

今回の講座の事後処理がすべて完了した時点で、それまでにキャンセルされた方の分も含めすべてをデータ保管場所に移動

いたします。その内容は、これ以降、ご当人さまとのやり取りの際に必要な場合にのみ検索するなどといった用途以外には一切

使用されません。 

受講者よりお預かりした個人情報は主催者が適切に管理いたします。また、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を

第三者に開示することはありません。 

 ・ 個人情報ご提供のご本人さまの同意がある場合 

 ・ 法令に基づき開示することが必要となった場合 

ご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、必ずご本人であることをメールの記名およびメールアドレ

スで確認の上、対応いたします。 

第 10条 本規約の変更について 
主催者は、受講者の承諾を得ることなく、本規約を随時変更・改訂することができるものとします。変更した規約は特段の定め

がない限り即時に発効するものとします。 

第 11条 裁判管轄について 
本規約に関する訴訟は、主催者の日本滞在拠点（愛知県）を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

山下桂世子 Kayoko Yamashita 

2 Portishead Drive, Tattenhoe, Milton Keynes, Bucks.  MK4 3FX U.K. 

web: https://kayokoyamashita.com  mail: info@kayokoyamashita.com 

https://kayokoyamashita.com/
mailto:info@kayokoyamashita.com

