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受講受講受講受講規約規約規約規約    

 

本受講規約（以下「本規約」という）には、戦略企画ドットコム株式会社（以下「当社」という）の許諾

に基づき、「キネシオロジーセラピスト起業アカデミー」、「１人キネシオロジーマスターコース（福岡含む）」

および「キネシオロジーマスターコース（福岡含む）」（以下「本講座」）申し込み参加希望者が受講申込を

行い、当社が提供する本講座を受講するにあたっての参加者と当社間の契約条件が規定されています。参

加者は、本講座申込にあたり、本規約の全てに同意したものとみなします。 

 

■第■第■第■第１１１１条（本条（本条（本条（本講座講座講座講座のののの受講受講受講受講申込）申込）申込）申込）    

本講座の受講希望者は、当社運営サイト上に掲載する手続、または当社の定めるその他の手続きに従って、

受講申込を行い、氏名・住所・電話番号・メールアドレスその他当社の別途定める事項について、正確且

つ最新の情報を申込みフォームに記載（入力）して提供するものとします。 

 

■第■第■第■第２２２２条（本講座受講申込の承諾）条（本講座受講申込の承諾）条（本講座受講申込の承諾）条（本講座受講申込の承諾）    

（１）当社は受講希望者より、当社運営サイト上に掲載する手続き、または当社が定める他の手続きによ

って、受講申込を受けた時、受講希望者に対して、本講座の受講を許諾する旨と受講料金の支払い

方法を電子メール又は書面にて通知するものとします。 

（２）当社と受講希望者間の本講座提供に係る契約（以下「本契約」という）は、受講料金全額、もしく

は、分割支払いの場合は、初回分受講料金の入金を確認した時に有効に成立し、受講希望者は、本

規約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。 

 

■■■■第第第第３３３３条（条（条（条（受講希望者受講希望者受講希望者受講希望者の承認および取消）の承認および取消）の承認および取消）の承認および取消）    

本講座受講申込の承諾後、当社は、当社が定める方法で、受講登録に対する承認を行います。なお、当社

は、以下のいずれかに該当する場合、受講登録を承認しないことがあります。また、承認後であっても、

以下のいずれかに該当することが判明した、または、その恐れがある場合には、当該承認を取り消すこと

があります。 

・受講者が実在しない場合 

・受講者の登録内容に虚偽、誤記など、不正確な情報がある場合 

・当社が定める利用方法及び規約に反する行為を行った場合 

・受講者に対し、当社の電子メールによる連絡がつかない場合 

・他人(家族を含む)もしくは架空の個人情報を使って受講登録を行った場合 

・過去に本講座の停止処分又は除名処分を受けたことがある場合 

・手形交換所の取引停止処分を受けたとき 



・差押、仮差押、仮処分、競売、滞納処分の申立を受けたとき 

・破産、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の申立を受け、または申し立てたとき 

・暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、関係者、その他の反社会的勢力である場合、または、反社会的勢

力であったことが発覚した場合 

・その他、当社が何らかの理由によって不適当と判断した場合 

 

■第■第■第■第４４４４条（登録情報の使用）条（登録情報の使用）条（登録情報の使用）条（登録情報の使用）    

当社のプライバシーポリシーに従い、登録情報および受講者が本講座を受講する過程において、当社が知

り得た情報を使用することができるものとします。 

 

■■■■第第第第５５５５条（条（条（条（受講者受講者受講者受講者の禁止事項）の禁止事項）の禁止事項）の禁止事項）    

受講者は、本講座受講にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。 

・法令、条例または公序良俗に違反する行為 

・不正アクセスその他本講座の運営を妨害する行為 

・実在または架空の第三者になりすまして本講座を受講する行為 

・本講座を不正の目的をもって受講する行為 

・当社が指定する利用方法とは異なる利用行為 

・詐欺等の犯罪またはその恐れのある行為 

・わいせつ、児童ポルノ、児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行為 

・無限連鎖講(ネズミ講)、マルチ商法に関連、助長する行為 

・有害なプログラム等を送信または書き込む行為 

・上記の他、当社、他の受講者またはその他の第三者の利益を不当に侵害する行為 

 

■第６条（受講資格の中断・取消）■第６条（受講資格の中断・取消）■第６条（受講資格の中断・取消）■第６条（受講資格の中断・取消）    

受講者が以下の項目に該当する場合、当社は事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講

者の受講資格を停止、または将来に向かって取り消すことができるものとします。 

また、（２）の場合を除き、原則、受講料金の返金は行いません。 

（１）受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合 

（２）講座内容を適切に理解できない可能性がある場合。その他当社が本講座の受講者としての適格性に

欠けると判断した場合 

（３）当社が第５条で定めた禁止事項を行った場合 

（４）受講者に対する破産、民事再生その他倒産手続きの申立があった場合。または受講者が後見開始、

保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合 

（５）本規約に違反した場合 

（６）その他、受講者として不適切と当社が判断した場合 

 



■第７条（講座の中止・中断および変更）■第７条（講座の中止・中断および変更）■第７条（講座の中止・中断および変更）■第７条（講座の中止・中断および変更）    

（１）当社は、本講座の運営上やむを得ない場合には、受講者に事前の通知なく、本講座 

の運営を中止・中断できるものとします。 

（２）前項の場合には、当社は本講座の中止または中断後３０日以内に、当該講座についての受講料金を

返金します。但し、当社の責任は支払済の受講料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任

を負いません。 

 

■第８■第８■第８■第８条（本条（本条（本条（本講座の講座の講座の講座の内容）内容）内容）内容）    

本講座の内容は、別紙（１）（２）（３）（４）（５）に定めます。なお、本講座は、売上アップなどの成果

を保証するものではありません。 

 

■第９■第９■第９■第９条（条（条（条（講座講座講座講座内容に対する権利及び補足）内容に対する権利及び補足）内容に対する権利及び補足）内容に対する権利及び補足）    

（１）受講者は、講義内容および当社からの提供物などを自己学習の目的にのみ使用するものとし、受講

者個人の私的利用の範囲内で使用するものとします。 

（２）講義内容および提供物などを当社の事前承諾なしにいかなる方法においても第三者に対して、領布、

販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行ってはならないものとします。 

（３）当社は、受講者の承諾を得て、講義内容の撮影及び録音を行い、資料または販促物として当社のホ

ームページ等、各関連媒体への掲載、あるいは販売を行う場合があります。 

 

■第■第■第■第 10101010 条（受講料金等）条（受講料金等）条（受講料金等）条（受講料金等）    

（１）受講者は、当社が運営サイト上、またはその他で掲示する受講料金を支払うものとします。 

（２）受講料金については、銀行振込（一括払いの場合）もしくはクレジットカード・PayPal 決済払い 

（分割払いの場合）とします。 

（３）銀行振込の場合、振込手数料は受講者が負担するものとします。 

 

■第■第■第■第 11111111 条（クーリングオフ）条（クーリングオフ）条（クーリングオフ）条（クーリングオフ）    

お申込日を含む８日間は、書面により無条件に契約の解除を行うことが出来ます。契約の解除は、書面の 

提出時（郵便消印日付、電子メール送信日など）に効力が生じます。契約解除があった場合、当社はその

契約解除に伴う損害賠償違約金の支払いを請求しません。既に受講された場合も金銭の支払いの請求をし

ません。代金の受領を済ませている場合は速やかにその全額をお返しします。 

 

■第■第■第■第 12121212 条（中途解約）条（中途解約）条（中途解約）条（中途解約）    

クーリングオフ期間を経過した場合、受講者は残金を全額支払うことにより本契約を途中解約することが

できます。 

 

 



■第■第■第■第 13131313    条（損害賠償）条（損害賠償）条（損害賠償）条（損害賠償）    

（１）受講者が、本講座に起因または関連して当社に対して損害を与えた場合、受講者は一切の損害を補

償するものとします。 

（２）本講座に起因してまたは関連して、受講者と他の受講者、その他の第三者との間で紛争が発生した

場合、受講者は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当社に生じた一切の損

害を補償するものとします。 

 

■■■■第第第第 11114444 条（協議）条（協議）条（協議）条（協議）    

本規約に記載のない事項および記載された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意をもって協議する 

こととします。 

 

■第■第■第■第 15151515    条（条（条（条（準拠法および準拠法および準拠法および準拠法および管轄裁判所）管轄裁判所）管轄裁判所）管轄裁判所）    

本規約の準拠法は、日本法とします。本契約を巡る一切の紛争は、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は

東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。付則 本規約は平成２６年６月２１日より実施

するものとします。 

 

平成２６年８月２５日 

戦略企画ドットコム株式会社 

代表取締役 三宅巧一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙（１）  キネシオロジーセラピスト起業アカデミー

 

KT起業アカデミー・第１期生募集要項
No. 項目 KT起業アカデミーの内容

1
全６回のリアルセミナー

※10:30~17:30（延⻑あり）
場所：首都圏

１回目（9/27・土）：キネシオロジーマスターコース（基礎講座）
２回目（9/28・日）：キネシオロジーマスターコース（応用講座）

３回目（10/19・日）：理念＆目標設定・オーラヒーリング講座
・⼈⽣の戦略、⾃分理念発掘講座（三宅巧⼀）
・オラクルカードを活用した目標設定講座（白木原雪乃）
・オーラヒーリング講座（白木原雪乃）

４回目（11/15・土）：商品企画・チャクラ＆音叉ヒーリング講座
・強みを活かした「提供価値」と最強商品の作り⽅講座（三宅巧⼀）
・チャクラヒーリング講座（白木原雪乃）
・音叉ヒーリング講座（白木原雪乃）

５回目（12/7・日）：経営＆集客戦略・クリスタルヒーリング講座
・キネシオロジーを活用した経営戦略講座（白木原雪乃）
・永続的に機能する集客の仕組み作り戦略講座（三宅巧⼀）
・クリスタルヒーリング講座（白木原雪乃）

６回目（1/18・日）：中医学・セッションスキルアップ講座
・陰陽五⾏・経絡バランス調整講座（白木原雪乃）
・セラピーセッションスキルアップ講座（白木原雪乃）

2 フォローアップ講座

2/15（日）：フォローアップ講座
・セラピーセッションスキルアップ
・ホットシートコンサルティング

※時間：13:30~17:30（延⻑あり）、場所：東京都内

3 専用会員サイト

●全セミナーの動画
●Q&A対応 など
※会員サイトは、最低でも１年間は活用可能
 Q&A対応は、10/1~3/31までの６か⽉間

4 その他
●自主勉強会の開催サポート
●KT起業アカデミー専用Facebookグループページ
●懇親会の開催

5 参加費用（一括） 324,000円（税込）

6 参加費用（分割） 月額32,400円（税込）×12回

7 セミナー特別価格（一括） 197,000円（税込）

8 セミナー特別価格（分割） 月額19,700円（税込）×12回

9 セミナースペシャル特典

●特典１：食事会参加権
●特典２：グループコンサル参加権 ※東京（別途日程調整） or 屋久島（10/14）
●特典３：チャクラストーンセット
●特典４：あなたに合ったオラクルカード
●特典５：あなたに合ったパワーストーンタンブル
●特典６：戦略企画ドットコム主催講座への定価30％割引＋特典付参加権
     （対象講座：AWBM塾3期・SSC2期）



別紙（２）  １人キネシオロジーマスターコース 

 
 

 

 

１人キネシオロジーマスターコース・第１期生募集要項
No. 項目 １人キネシオロジーマスターコースの内容

1 2日間のリアルセミナー

1日目（10/9・木） ：
・１⼈キネシオロジーとは？
・筋反射テストの仕組み、⽅法＆演習
・ホールボディノーティシング（全身を使う反応の取り⽅）
・FT（Finger Test）と波動を高くする⽅法
・指反射、ジャンプ、屈伸、横にねじる、⼀⼈Oリングテスト

※講座の時間：10:30〜17:30（延⻑あり）
 懇親会：18:30〜、場所：首都圏

2日目（10/10・⾦）
・タロットカード
・エネルギーでチェックする⽅法（クリスタル）
・L字型ダウジング
・ペンジュラム
・オラクルカードで情報を取る⽅法
・アファメーションブックで情報を取る⽅法

※講座の時間：10:30〜17:30（延⻑あり）
 場所：首都圏

2 参加費用（一括） 129,600円（税込）

3 参加費用（分割） 月額50,000円（税込）×3回

4 セミナー特別価格（一括） 97,000円（税込）

5 セミナー特別価格（分割） 月額40,000円（税込）×3回

6 セミナースペシャル特典

●特典１：セミナー動画プレゼント（※10/9、10/10のセミナー映像）
●特典２：１人キネシオロジーマスターコース受講者専用Facebookグループの活用
●特典３：あなたに合ったパワーストーンタンブルプレゼント
●特典４：タロットカードプレゼント



別紙（３）  キネシオロジーマスターコース 

 

 

 

 

 

 

 

 

キネシオロジーマスターコース・第１期生募集要項
No. 項目 キネシオロジーマスターコースの内容

1 2日間のリアルセミナー

1日目（9/27・土） ：
・キネシオロジーとは？
・筋反射テストの仕組み、⽅法＆実習
・集合無意識へアクセスする実験
・⾃分に合った食べ物を探す⽅法
・ストレス解放テクニック

※講座の時間：10:30〜17:30（延⻑あり）
 懇親会：18:30〜
 場所：首都圏

2日目（9/28・日）
・⾃分理念と目標設定
・オラクルカードを使った筋反射テスト
・セルフ筋反射テストの⽅法
・ビジネスに筋反射を応用する⽅法
・永続的に機能する集客の仕組み作り戦略
・お⾦のストレスをチェック＆解放する⽅法

※講座の時間：10:30〜17:30（延⻑あり）
 場所：首都圏

2 参加費用（一括） 129,600円（税込）

3 参加費用（分割） 月額50,000円（税込）×3回

4 セミナー特別価格（一括） 97,000円（税込）

5 セミナー特別価格（分割） 月額40,000円（税込）×3回

6 セミナースペシャル特典

●特典１：セミナー動画プレゼント（※9/27、9/28のセミナー映像）
●特典２：キネシオロジーマスターコース受講者専用Facebookグループの活用
●特典３：あなたに合ったパワーストーンタンブルプレゼント
●特典４：あなたに合ったオラクルカードプレゼント



別紙（４）  1 人キネシオロジーマスターコース in 福岡 

 

 

 

 

 

 

１人キネシオロジーマスターコース in 福岡・第１期生募集要項
No. 項目 １人キネシオロジーマスターコース（in 福岡）の内容

1 1Day速習セミナー

10月13日（月）10:00~19:00開催

●1人キネシオロジーマスターコース
・1⼈キネシオロジーとは？
・筋反射テストの仕組み、⽅法＆実習
・ホールボディノーティシング（全身を使う反応の取り⽅）
・FT（Finger Test）と波動を高くする⽅法
・指反射
・タロットカード
・エネルギーでチェックする⽅法（クリスタル）
・ペンジュラム
・オラクルカードで情報を取る⽅法
・アファメーションブックで情報を取る⽅法

場所：福岡県福岡市内
※17:00~19:00は、別会場で開催予定

2 参加費用 86,400円（税込）

3a
特別価格

（銀⾏振込）
64,800円（税込）

3b
特別価格

（クレジットカード）
68,400円（税込）

4 スペシャル特典

●特典１：17:00~19:00のセミナーにおける飲食代を負担
●特典２：セミナー動画プレゼント（※10/9、10/10のセミナー映像）
●特典３：１人キネシオロジーマスターコース受講者専用Facebookグループの活用
●特典４：あなたに合ったパワーストーンタンブルプレゼント
●特典５：タロットカードプレゼント
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キネシオロジーマスターコース in 福岡・第１期生募集要項
No. 項目 キネシオロジーマスターコース（in 福岡）の内容

1 １Day速習セミナー

10月12日（日）10:00~19:00開催

●キネシオロジーマスターコース（基礎編）
・キネシオロジーとは？
・筋反射テストの仕組み、⽅法＆実習
・集合無意識へアクセスする実験
・⾃分に合った食べ物を探す⽅法
・ストレス解放テクニック

●キネシオロジーマスターコース（応用編）
・目標設定
・オラクルカードを使った筋反射テスト
・セルフ筋反射テストの⽅法
・ビジネスに筋反射を応用する⽅法
・お⾦のストレスをチェック＆解放する⽅法

場所：福岡県福岡市内
※17:00~19:00は、別会場で開催予定

2 参加費用 86,400円（税込）

3a
特別価格

（銀⾏振込）
64,800円（税込）

3b
特別価格

（クレジットカード）
68,400円（税込）

4 スペシャル特典

●特典１：17:00~19:00のセミナーにおける飲食代を負担
●特典２：セミナー動画プレゼント（※9/27、9/28のセミナー映像）
●特典３：キネシオロジーマスターコース受講者専用Facebookグループの活用
●特典４：あなたに合ったパワーストーンタンブルプレゼント
●特典５：あなたに合ったオラクルカードプレゼント


