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サービス概要

注意事項
※スクールのWEBサービスは、マイページよりご覧になれます。
※アカウントを第三者に渡すことは、禁止といたします。

■目次
・ベーシックスクールとは　

・サービス一覧

・スクール生について

　・セミナー受講について

　　・ 受講のルール

　　・ 対面受講： 申込みの注意事項/セミナーの受講料

　　・ 申込みについて：申込期限/キャンセル期限・キャンセル料/特別な理由で受講ができない場合

　　・WEB受講：受講の注意事項

　・お支払いについて

　　・スクール月額費／その他のお支払い

　・割引制度について

　　・家族割引／障がい者割引

　・紹介特典について

　・AWARENESSポイントについて
　・2019年内申込みの方限定特典について

　・休学について

　・解約について

　・ベーシックスクールのアシスタントについて

　・運営ボランティアについて

　・AWARENESSセミナーの全体像

　・ベーシックセミナーの受講条件一覧

用語解説
・AWARENESS会員：一般の無料会員
・スクール生：ベーシックスクールに入学している会員



■スクール生について
お申込みの手続後、入金の確認ができた時点で、AWARENESSベーシックスクールへの入学手続が
完了（契約成立）です。契約成立日の翌月1日が入学日（サービス適用開始日）となります。

15～18歳のスクール生は、親権者のいずれかが、ベーシックスクールへ入学していることが
必須となります。また、15～18歳のスクール生の対面受講は、親権者の同伴が原則です。

■サービス一覧

 スクール生 AWARENESS会員

 セミナーの対面受講

 セミナーのWEB受講
　・WEBで動画学習
　・チェックテスト
　・PDF版マニュアル  
 動画学習
　・はじめに観よう
　・効果的に学ぶために
　・毎日観よう：成功者の習慣が身につく3分動画～バランスライフ365～

セミナーの対面受講

 入学セット
 PRIORITY PLANNER（手帳）
 スクール生限定イベント
 修了テスト
 マニュアル（冊子）
 特別価格でのセミナー受講
 ご紹介でAWARENESSポイントプレゼント

■ベーシックスクールとは

ベーシックセミナーを対象に、年間5回までの対面受講と見放題のWEB動画が配信される

月額制のサービスです。セミナーの対面受講に加え、WEB受講では、いつでもどこでも受講が可能なため、

幸せと成功を手にするための習慣化を加速させます。



■セミナー受講について
《受講のルール》
・一部のセミナーは、受講に条件が設けられています。
　（詳しくは、P９をご覧ください。）

《対面受講》

対象講座リスト
「原理原則（TOS）」「コミュニケーション基礎編（CPS）」「セルフリーダーシップ（SLS）」
「究極の人間関係（DRS Neo）」「想像力・時間管理（IAS）」「金銭管理（IES）」

※随時更新予定

年間対面受講権利の回数を超えた場合の受講料

AWARENESS会員

　26,000円 26,000円 52,000円 78,000円

AWARENESS
セミナー初受講

DRS受講歴有り
（2016年1月以降）

上記以外

TOS・SLS・CPS

42,000円 80,000円 120,000円

IES・SLS IAS DRS Neo

32,000円～
　42,000円

32,000円～
　42,000円

　42,000円

PMC現役生 　26,000円 26,000円 52,000円 78,000円

ベーシックスクールに含まれる対面受講権利の回数は、5回/年です。

・対面受講権利は、セミナーのお申込み順に自動適用となります。
・対面受講をご希望の場合、お席の確保のために
　必ずセミナーのお申込みをいただきますようよろしくお願い致します。
・対面受講の際、マニュアルは会場にて直接お渡し致します。
・各セミナーの定員には限りがございます。満席の場合、受講は不可となります。
　お早めにお申込みください。

・対面受講権利を使い切った場合、別途受講料をお支払い頂くことで対面受講が可能になります。
 （お支払いには、AWARENESSポイントも使用できます。）

スクール生

※PMC現役生価格は、セミナー開催日にPMCを受講している方が対象です。



《申込みについて》
ホームページのマイページから行ってください。
申込み期限：セミナー開催5営業日前15:00まで
※期限は、開催スケジュールにより変動する場合があります。

《キャンセルの期限/キャンセル料について》
・申込みをしていたセミナーに参加できなくなった場合
　マイページから、開催前日までにキャンセルの申請を行ってください。
　無断でのキャンセルが続いた場合は、今後セミナーへのご参加をお断りする場合があります。
※日程変更、名義変更の制度はございません。

・スクール生
セミナー開催3日前の23:59まで：キャンセル料0％　　（対面受講権利は戻ります）
セミナー開催2日前～当日　　　：キャンセル料100％　（対面受講権利は戻りません）

・AWARENESS会員
セミナー開催7日前の23:59まで：キャンセル料0％　
セミナー開催6日前～当日　　　：キャンセル料100％　

特別な理由で受講ができない場合・受講料をお支払いいただいており、キャンセル料が発生しない場合は、以下
の方法でご返金致します。

①カード決済よりお支払い：カード決済の取消　
②それ以外のお支払い：AWARENESSポイントでの返還

《特別な理由で受講ができない場合》
　以下の特別な理由に当てはまる場合、受講料をご返金いたします。
※事前のご連絡と、日付のわかる証明となるものの提出が必要になります。
※受講料以外の保証はございません。
※銀行振込の場合は、振込手数料を差引いた金額のご返金になります。

・ご本人さまが入院中または医師の指示がある場合、または怪我・病気で当日に通院の場合
・二親等以内の親族のご不幸による場合
・天候不良等による、交通機関の運休や欠航などの場合

　以下の場合、ご返金は致しかねます。
・受講生ご本人さま以外の方のご事情のによるキャンセルの場合
・セミナーに出席し、セミナー開催後の体調不調等による退出や辞退をした場合
・セミナー当日の遅刻や欠席をした場合

《WEB受講》

対象講座リスト
「原理原則（TOS）」「コミュニケーション基礎編（CPS）」
「想像力・時間管理（IAS）」「金銭管理（IES）」 

※随時、更新予定

受講の注意事項
・AWARENESS講座を初受講の方は、初めに「原理原則（TOS）」を受講していただく
　必要があります。（「原理原則（TOS）」受講後に、他の講座の動画が閲覧可能になります。）
・過去2回分の講座が蓄積され、いつでも、どこでも、何度でも見ることが可能です。
・WEB受講の後にはチェックテストがあります。
・WEB受講では、受講後のチェックテストに合格すると、受講済みとして認められます。
（例）WEBにて「原理原則（TOS）」を受講して頂き、チェックテストに受かると、TOSが受講済み
　として認められ「、究極の人間関係（DRS Neo）」の受講が可能になります。
・WEB受講では、PDF版セミナーマニュアルをご覧になって受講して頂きます。
　※一部セミナーのPDF版セミナーマニュアルは一部抜となっております。



■お支払いについて（月額/その他）
スクール月額費

《その他のお支払い》
ベーシックスクール以外のセミナー受講料/イベント参加費/物販 等

・クレジットカード決済
・銀行振込　※2019年12月末までの対応（予定）、以降は新しい決済手段を採用

■割引制度について※割引の併用はできません。

《家族割引》
家族で入学したら月額費５％OFF！

・対象範囲：二親等以内の親族まで（10名が上限）
・割引：月額費の５％割引
・詳細：入学手続きとは別に手続きが必要になります。
・必要書類：契約者様の証明書の提出
（証明書：運転免許証、パスポート、マイナンバー（通知証も可）、健康保険証）

※ご家族であることが証明されなかった場合、戸籍謄本の提出をお願いする場合もあります。

《障がい者割引》
障がい者手帳をお持ちの方は、月額費割引があります。

・身体・知的　第一種：月額費の50％割引
※プラン終了まで更新手続きなし

・身体・知的　第二種/精神　1～3級：月額費の20％割引
※2年毎に更新手続きあり

スクールに入学していただいた後に、割引の申請を行ってください。
申請の際は、メールにて申請の旨をお伝え頂き
必要書類をメール添付またはFAXにてご提出ください

契約プラン 月額費

3年間プラン

5年間プラン

10年間プラン

29,800円/月
（3年間合計107万2,800円）

24,800円/月
（５年間合計148万8,000円）

19,800円/月
（10年間合計237万2,800円）

《スクール月額費のお支払い》
・クレジットカード決済
毎月月末（最終日）に請求額確定、翌月1日請求
（2019年9月現在）※期日は変更になる場合があります。
※引落日は、クレジットカード会社によって異なります。
詳しくはお使いのクレジットカード会社へお問合せください。

・口座振替
毎月27日引落し
※引落日が土日・祝祭日の場合、翌営業日となります。
※口座振替の手続きが完了するまでの2ヶ月間は、クレジットカード
または、銀行振込でのお支払いとなります。



■紹介特典について
紹介する側・された側に
AWARENESSポイントをプレゼント！

紹介によりベーシックスクールに入学した場合、
その入学者と紹介頂いた方の双方に、
ポイントが付与されます。

《ポイント数》
紹介によるスクール入学者　1000ポイント
紹介する側（紹介者）　右表を参照ください
　※ポイント付与時のステータスが適用されます

《ポイント付与のタイミング》
紹介した方が入学してから8日目以降となります

《貯め方》
対面受講回数を追加したときや、
ビジネス・コミュニケーションセミナー受講料
のお支払い額に対して付与されます。
（月額費は対象外です）

《使い方》
セミナー受講料のお支払いやグッズ購入に使
うことができます。
（1ポイントから使用可能）

スクール生紹介によるAWARENESSポイント

一般受講生 1000ポイント

DRS受講生 1200ポイント

BPC受講生 1300ポイント

アシスタント 1500ポイント

コーチ 2000ポイント

スピーカー 2000ポイント

PMC EXclub 2000ポイント

紹介によるスクール入学者 1000ポイント

ステータスによってポイント数が異なります。

■AWARENESSポイントについて

1000ポイント

紹介
する側

（1）通常は5回/年の対面受講権利が、初年度のみ3回分追加！
　　
【特典の付与のルール・注意事項】
・3回分が付与されるのは、入学の6ヶ月後となります。
・3回分追加は初年度のみです。2年目以降は、対面受講権利は通常通りの5回/年となります。
・契約後6ヶ月以内に解約された場合、特典の付与は対象外となります。
・1年以内に解約をされた場合、対面受講権利の特典3回分を利用した受講（対面受講権利利用6～8回目）
　に対しては、セミナー受講料のお支払いを請求させていただきます。

⑵家族割のお申込みで、1か月間月額料無料！
　　
【特典のルール】
・ご家族全員が、1か月分無料になります。
・一人一回のみの適用です。

■2019年内申込みの方限定特典について



■休学について
契約期間中に1回まで、最大1年間の休学が可能です。
休学中は、対面受講、WEB受講、動画視聴などAWARENESSベーシックスクールが提供する全てのサービスを
受けることができません。休学中の月額費は発生いたしませんが、手続きの際、事務手数料が掛かります。

　事務手数料： 5,000円（税込）

・申請方法：HPのマイページから申請ができます。
・申請受理日：契約者から弊社へ休学の申請があった日

※休学制度の適用は、申請受理日が15日の23:59までは翌月１日より、16日以降であれば翌々月1日より
　となります。
※復学する際は、事務手数料は不要です。

■解約について
お申込み手続きと入金確認ができた時点で、AWARENESSベーシックスクールへの入学手続きが完了
（契約成立日）です。契約成立日の翌月1日が入学日（サービス適用開始日）となります。

【契約成立日含む8日間以内に解約した場合】
書面による通知により、無条件に本契約の解除ができます。

【契約成立日8日間経過後、サービス開始までに解約した場合】
事務手数料5,000円を違約金として請求をさせていただきます。

【サービス開始後から終了前までに解約した場合】
違約金50,000円+事務手数料5,000円を解約金として請求をさせていただきます。

　　  また、解約の申請があった翌月から、3ヶ月後の月末でサービス終了となります。
　　  サービス提供期間は月額費を請求させていただきます。

《申請方法》
HPのマイページから
解約の申請ができます。

10月 11月 12月 1月

3ヶ月前 ２ヶ月前 １ヶ月前 月末終了

解約の申請
月額費

29,800円
月額費

29,800円
月額費

29,800円
＋

解約事務手数料
5,000円

+
解約金

50,000円 サービス終了

55,000円＋3ヶ月分の月額費
（＋6～8回分のセミナー受講代金）

※2019年内申込みの特典分

特典分の権利を
使用して受けた
セミナー代の実費

（例）



■ベーシックスクールのアシスタントについて
《ベーシックスクールのアシスタントとは》
AWARENESSが主催する各セミナーにおいて、弊社の理念に沿って、受講生の願望実現のために、
その人が持つ人格と能力の可能性を最大限に引き出すアシストをする役割を担います。

【条件】
1)入学月から直近1年以内に、DRS/DRSNeoアシスタント（コーチ）を経験している
2)入学月から直近1年以内に、スクール入学者を1名以上紹介している
※1)、2)の条件を満たす必要があります。
※DRS Neoのアシスタントになる場合の条件は、
　開催日が近づきましたら、ご案内させていただきます。

【対象講座】
「原理原則（TOS）」「コミュニケーション基礎編（CPS）」「セルフリーダーシップ（SLS）」
「究極の人間関係（DRS Neo）」「想像力・時間管理（IAS）」「金銭管理（IES）」

【特典】
・対面受講権利が3回/年 追加されます

       【ルール・注意事項】
※ベーシックスクールのアシスタント権利は、1年間有効です。
　毎年入学月を基準に、条件の達成状況を確認します。
※2019年度入学者のキャンペーン（3回分追加）との併用は不可です。
※アシスタント申請期限は、アシスタントを希望するセミナー開催日の原則1ヵ月前までにアシスタント申請を
　行ってください。
※1つのセミナーでのアシスタントの人数には上限がありますので、ご希望頂いてもお断りする可能性があります。
※アシスタントとしてセミナー受講される場合も、対面受講権利を使用します。

　　　【申請方法】
　　　セミナー申込みの際に、アシスタント希望の方は、ご申請ください。
　　　詳しくはHPをご覧ください。

■運営ボランティアについて
《セミナー運営ボランティアとは》
貢献でAWARENESSが提供するセミナーの準備、受付、後片付けのサポートをして頂く方たちの事です。

《セミナー運営ボランティアに参加するメリット》
セミナーに、ボランティアとして参加することによって、実際に「作る側」「与える側」になり、８つのバラ
ンスの内の「貢献」を満たすことが出来ます。また、貢献をすることによって自尊心を高めていくことが出
来ます。

《こんな方に向いています》
・トレーナーやスタッフと共に最高のセミナーを作り上げたい方
・貢献をすることで、自分自身を高めていきたい方
・AWARENESSが大好きな方

【条件】
1)ボランティアとして参加するセミナーを受講する方



■AWARENESSセミナーの全体像

■AWARENESSセミナーの受講条件

一部のセミナーは、受講に条件が設けられています。受講する際は、以下の一覧をご確認ください。

お問い合わせの際は、こちらにご連絡ください。

AWARENESS公式LINE@
ID:＠awareness.line

TEL ：06-6325-6180

Mail：contact@awareness.co.jp

発行者：株式会社AWARENESS
発行年数：初版2019年9月25日
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