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ＳＥＧへようこそ！ 

この冊子では、ＳＥＧでご受講いただくために必要なお手続きについて 

ご案内しています。 

季節講習と通常授業で、入会金の有無や手続き方法が異なりますので、 

次ページ以降の手順をご確認ください。 

保護者の方がＳＥＧの卒業生の場合や、入会される生徒さんのご兄弟が既にＳＥＧに 

入会されている場合などに、入会金の割引があります。どうぞご活用ください。 

詳しくは、ｐ.10をご覧ください。 

SEGのホームページとMyPageのご案内

ホームページでは、

授業方針やカリキュラムなどを詳しく掲載しています。

MyPageでは、
・申込講座や試験の日程、テキスト配布予定、出欠状況、試験結果等、

自分だけのスケジュールや情報

・教室割、通常授業曜日・時間・講師表等、SEGの各種スケジュール
をご覧いただけます。

両方を、ぜひご活用ください。

ホームページ http://www.seg.co.jp/ 

MyPage https://www.seg.co.jp/mypage/ 

MyPage のご利用には会員番号とパスワードが必要です。

メイト会員登録時に発行いたします。 

MyPage 

ホームページ
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お申し込みの前に 

季節講習・通常授業・試験・体験授業等、各種申込手続を行うために、メイト会員登録をして 

いただきます（初回のみ）。この手続きで会員番号を発番いたします。

① メイト会員登録票 

② 写真（４cm×３cm ） 
※スナップ写真可 

③ 登録料 500 円 

－手続に必要なもの－

メイト会員登録

① 

＊緊急時の安全管理のため、写真と緊急連絡先のご提出をお願いしています。 

ご提出いただけない場合はお申し込みを承れないことがございますので、ご注意ください。 

  ＊ご登録時に、MyPage をご利用いただく際のパスワードを発行いたします。 

試験結果や出席状況等を確認する際に必要となりますので、なくさずにお持ちください。 

＊メイト会員登録票は、Web からもダウンロードしていただけます。 

ホームページ[ http://www.seg.co.jp/] → [入会案内]

② 

写真
(4cm×3cm)
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★手順の詳細は、p.4 をご覧ください。

季節講習の申込手順 （春期／夏期／冬期講習）

「パンフレット」「講座日程表」を

ご覧ください。

講座を選択する

空席状況の確認

Web またはお電話にてご確認ください。 

ホームページ［ http://www.seg.co.jp/ ］→［会員の方］→ ［講習空席状況］

MyPage ［ https://www.seg.co.jp/mypage/ ］ → ［講習空席状況］

TEL. 03-3366-1466 月～土 13：00～21：00

空席がある限り、授業開始直前まで
お申し込みいただけます。

窓口受付時間 

月～土 13:00～19:00

＊日曜日については事前にお問い合わせ 

ください 

手続に必要なもの

・メイト会員登録票
（初めての方のみ・写真含む）

・メイト会員登録料 500 円
（初めての方のみ）

・講習申込書

・受講料
（現金または振込の証明となるもの）

窓口郵送

郵送先

〒160-0023 
東京都新宿区西新宿 7-19-19 
「SEG 受講手続係」宛 

手続に必要なもの

・メイト会員登録票
（初めての方のみ・写真含む）

・メイト会員登録料 500 円
（初めての方のみ・受講料と
一緒にお振り込みください）

・講習申込書

・受講料
（振込の証明となるもの）

講座日程表

資料請求や説明会の際にお渡しします。
Web でもご覧いただけます。 

講座はパンフレットや説明会の内容を
参考に、お選びください。

ご不明な点は、受付窓口・会員相談室に、
お問い合わせください。

パンフレット

季節講習 開始です！

メイト会員登録票・講習申込書は、Web
からもダウンロードしていただけます。 

ホームページ[ http://www.seg.co.jp/ ]
→ [入会案内]

テキストを
受け取る

テキストの受け取り方法については、お申し込み時にお渡しする「テキストのご案内」、

もしくは Web でご確認ください。 

MyPage ［https://www.seg.co.jp/mypage/ ］ →［申込状況・テキスト案内］ 

ホームページ [http://www.seg.co.jp/ ] → [会員の方] → [テキスト入荷状況]（配布状況も掲載します） 

※詳しくは、p.6 の「テキストを受け取る」をご参照ください。 

各講座初日にＨ教室前で配布する「教室割表」でご確認 

ください。右の Web でも、各ターム開講前日の 21:00 

までに公開いたします。 

※Web の詳しい掲載ページは、p.6の「教室を確認する」をご参照 
ください。 

MyPage ホームページ  

教室を

確認する

郵送または窓口にてお渡しいたします。 
受講票を
受け取る

２

申し込む１ ※いずれかの方法で、申込・お支払いください。
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「パンフレット」と「講座日程表」をご確認のうえ、講座を選択してください。

必要書類と受講料等をご用意のうえ、郵送または受付窓口にてお申し込みください。

【講座日程表】科目別 受講料・開講ターム一覧

クラスコード 講座名 受講料
10000～099 中1数学B　文字式とその応用  23,600
10100～199 中1数学A　文字式とその応用  23,600
10500～599 数学Extremeα　帰納的な考え方 8,200
11000～099 中１英語多読C  31,800
11100～199 中１英語多読B  31,800

　2018年　ＳＥＧ　中１　春期講習　科目別　講座一覧　

① 講習申込書

② 受講料

講座日程表に記載して

います。

通常授業の手続きをさ

れている方は、正会員

受講料が適用されま

す。

※SEG が初めての方は、

「メイト会員登録票（写

真含む）」と、メイト会

員登録料 500円も、必要

です（p.2）。

－手続に必要なもの－

申し込む 季節講習

①

②

振込の場合は、振込

の証明となるものを
添付してください。

【講座日程表】日程別講座一覧

＊郵送または窓口にてお渡しいたします。 

万一届かない場合には、お手数ですがご連絡をお願いいたします。 

＊受講票は、受講・施設（講師室・図書室・自習室）のご利用、および窓口で配布予定の 

テキストをお受け取りいただく際に必要です。常に携帯してください。紛失しないよう 

ご注意ください。 

10101 佐藤太

11140 古川/Mark

3/18～3/22
日～木

C3ターム
17:15～20:15

中１数学A1

中１英語多読B1

10110    B3    中 1 数学 A1                23,600 

11140    C3   中 1 英語多読 B1             31,800 

V                                 500 

55,900 

55,900 

季節講習では振替受講
はできません。同意の
うえ、お申し込みくだ

さい。

※タームは、開講日程と時間帯
を表します。左記の例の場合
は、3/18（日）～3/22（木）
17:15～20:15の、180分×5日
間の授業時間を表します。 

受講料等のお支払いについて （通常授業に入会後は、口座振替となります。）

受講料（初めての方は、＋メイト会員登録料）を以下の方法でお支払いください。

（テキスト代・副教材費および消費税は受講料に含まれております。）

■窓口申込の場合 現金または振込の証明となるものをご用意ください。

■郵送申込の場合 振込の証明となるものを講習申込書に添付のうえご送付ください。 

お振込いただいても、申込書のご提出が無い場合には席は確保されません。ご注意ください。

＊振込先は p.10 をご覧ください。 

受講票を受け取る  ２

１
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通常授業の申込手順 （入会手続）

★手順の詳細は、p.7～8をご覧ください。 ※数学 Extreme のお申し込み方法は、専用の案内プリントをご覧ください。

試験の詳細は、「クラス分け・入
会試験要項」を、ご覧ください。

パンフレット

科目・コースを選択する パンフレットや説明会の内容

を参考にお選びください。ご不

明な点は、受付窓口・会員相談

室にお問い合わせください。

通常授業には、入会試験が必要な「選抜制の講座」と、「資格制の講座」

があります。

窓口

窓口受付時間

月～土 13:00～19:00     
（日曜日については事前にお問い合わせください） 

郵送

郵送先 〒160-0023 

     東京都新宿区西新宿 7-19-19

「SEG 受講手続係」宛

手続に必要なもの

・入会申込書
・受講申込書
・預金口座振替依頼書（p.13 参照）

・受講料（振込の証明となるもの）

手続に必要なもの

・入会申込書
・受講申込書
・預金口座振替依頼書（p.13 参照）

・受講料（現金または振込の証明となるもの）

通常授業を申し込む ※いずれかの方法で、申込・お支払いください。
３

選抜制の講座 資格制の講座

入会試験はございません。
先着順にお申し込みいただけ
ます。受講資格の証明書を添
えてお申し込みください。

対象講座

・「受験英語多読Ｔ/Ｔ♯」

※受講資格は、
・各期のパンフレット
・Web（http://www.seg.co.jp/ 

tadoku）の該当ページ
でご確認ください。

https://www.seg.co.jp/mypage/ 
または TEL. 03-3366-1466 

試験結果を確認する ２

試験を申込、受験する 

試験要項をご覧いただき、各試験日

の２日前までに受付窓口にてお申し

込みのうえ、ご希望の科目の試験を

受験してください。

１

Extreme 案内
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通常授業 開始です！

授業初日にＨ教室前で配布する「教室割表」でご確認ください。 

以下の Web でも、授業前日の 21:00 までに公開いたします。 

MyPage［https://www.seg.co.jp/mypage/ ］→ 次のいずれかをご確認ください。 

①［カレンダー・欠席/振替予約］ 

ご自身の登録クラスと教室名が表示されます。 

②［教室割］ 

該当曜日に開講している全ての講座と教室名が表示されます。 

ホームページ［http://www.seg.co.jp/ ］→［会員の方］→［教室割］ 

 該当曜日に開講している全ての講座と教室名が表示されます。 

教室を
確認する

MyPage   ホームページ

郵送または窓口にてお渡しいたします。 
受講票を

受け取る

４

講座によってテキストの受け取り方法が異なります。以下にてご確認ください。 

（内容は予告なく変更となる場合があります。） 

1）配布予定日・配布方法 

・受講票と一緒に窓口または郵送でお渡しする「テキストのご案内」 

・MyPage［ https://www.seg.co.jp/mypage/ ］ →［申込状況・テキスト案内］

2）入荷状況 

・H 教室１階の掲示「テキスト一覧表」 

・ホームページ [http://www.seg.co.jp/ ] → [会員の方] → [テキスト入荷状況]

テキストを
受け取る
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● 各試験日の２日前までに受付窓口にてお申し込みください。

試験の詳細については、「クラス分け・入会試験要項」や季節講習の入会試験付講座で配布される

「最終日試験のご案内」をご覧ください。

－手続に必要なもの－        －受付窓口に用意しています－

※試験申込時に、入会手続書類（p.8 ①～③の書類）もお渡しいたします。

 結果はクラスレベルと受講曜日を同時に発表いたします。

受講曜日は試験申込時にご提出いただく希望曜日届にもとづき発表いたします。

発表日は試験ごとに異なります。「クラス分け・入会試験要項」や季節講習の入会試験付講座の授業内で配布される「最終日

試験のご案内」でご確認ください。

●試験結果 「期・クラスコード・クラス名・曜日・担当講師・点数※・備考」を発表

します。（※はクラス分け本試験でのみ発表します）

以下のいずれかの方法で試験結果をご確認ください。合格基準点に達しない場合は、不合格となります。

PC・携帯 MyPage https://www.seg.co.jp/mypage/
ホームページ［ http://www.seg.co.jp/ ］からは 

［会員の方］→ [MyPage へ] でご覧いただけます。 

ご確認の際には会員番号とパスワードが必要です。 

パスワードはメイト会員登録時に発行いたします。 

お忘れになった場合は再発行いたします。受付にご連絡ください。 

TEL. 03-3366-1466 （月～土 13:00～21:00） 

●合格基準点＊・その他

以下のいずれかの方法でご確認ください（＊はクラス分け本試験でのみ発表します）。

PC・携帯  MyPage［ https://www.seg.co.jp/mypage/ ］ → [試験結果発表コメント]

※ホームページ[ http://www.seg.co.jp/ ] からは、［会員の方］→ [試験結果発表コメント]でご覧いただけます。 

http://www.seg.co.jp/member/test/

① 試験申込書 

② 希望曜日届  

③ 受験料  
１科目１回 1,000 円  

① ② 

※SEGが初めての方（会員番号をお持ちでない 

方）は、メイト会員登録（p.2）が必要です。 

試験を申込、受験する１

試験結果を確認する２

（受講希望曜日の申請用紙）

● 試験日当日は、受験票をお持ちください。

受験票に記載された教室に、試験開始 10 分前までにご入室ください。

● 試験申込時に受験票をお渡しいたします。

受験票にて、以下の内容をご確認ください。

科目・コース 試験日・試験開始時間 試験会場・座席番号

MyPage ホームページ 
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必要書類と入会金・受講料をご用意のうえ、郵送または受付窓口にてお申し込みください。

選抜制の講座

試験日ごとに決められた受講手続期間内にお手続きください（郵送の場合は必着）。詳しくは「クラス分
け・入会試験要項」や季節講習の入会試験付講座で配布される「最終日試験のご案内」をご覧ください｡
手続書類は試験申込時に窓口にて、もしくは講習内試験の発表日までに郵送にてお渡しします。

資格制の講座

手続書類を受付までご請求ください。資格の証明となるものの提出と、SEG が初めての方は、メイト 
会員登録も必要です（p.2）。 

●試験申込時に窓口にて、もしくは講習内試験の発表日までに郵送にて
お渡しします。

① 入会申込書 
＊以下を必ずお願いします。 
・ご本人様の署名 
・保護者様の署名・捺印 

② 受講申込書 

① 

② 

③ 

④/⑤用 振込用紙 

受講票を受け取る  

＊郵送または窓口にてお渡しいたします。 

万一届かない場合には、お手数ですがご連絡をお願いいたします。 

＊受講票は、受講・施設（講師室・図書室・自習室）のご利用、および窓口で配布予定の

テキストをお受け取りいただく際に必要です。常に携帯してください。紛失しないよう

ご注意ください。 

４

受講料等のお支払いについて

受講料・入会金を以下の方法でお支払いください。

（テキスト代・副教材費および消費税は受講料に含まれております。）

■窓口申込の場合 現金または振込の証明となるものをご用意ください。

■郵送申込の場合 振込の証明となるものを受講申込書に添付のうえご送付ください。

お振込いただいても、申込書のご提出が無い場合には席は確保されません。ご注意ください。

＊振込先は p.10 をご覧ください。 

通常授業を申し込む ３ 通常授業

－手続に必要なもの－

③ 預金口座振替依頼書

④ 入会金 25,000 円 

⑤ 受講料 （p.17～19） 

初回のお支払いは、現金または振込となります。

次回より受講料等のお支払いは口座振替となり

ます。納入方法(p.9)にかかわらず、初回の通常

授業手続時に「預金口座振替依頼書」をご提出く

ださい（捺印が必要です）。キャッシュカードで

手続きすることも可能です。詳しくは p.13～14

をご覧ください。
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初回の通常授業の受講手続の際には、入会金と受講料の合計額を納入してくださ

い。入会後は、受講料を納入してください。

入会金 25,000 円 

通常授業を過去に受講されたことのある方[準会員]、および姉妹校（横浜エデュカ）で既に入会金をお支払い 

されている方は不要です。その他の割引もございます（p.10）。 

受講料  春期・4-6月期前半（Ⅰ期）・4-6 月期後半（Ⅱ期）・夏期・9-11 月期前半（Ⅲ期）・9-11 月期 

後半（Ⅳ期）・冬期・1-2月期（Ⅴ/０期）の各期に分かれています。 

詳しくは p.17～19 をご覧ください。

納入方法 [一年預かり][期ごと納入]の２通りがございます。 

口座振替・現金・振込のいずれでも納入できます。クレジットカードはご利用いただけません。

＊初回のみ現金または振込で納入してください。

￥ 

※中１・２・３対象クラスには、一年預かり制度はございません。 

＜料金＞ 

●[一年預かり]は、通常授業Ⅰ期～Ⅴ期の５期分（高３はⅠ期～Ⅳ期までの４期分）、および 

季節講習 春期・夏期・冬期の指定講習受講料全て＊を含みます。 

＊学年・科目・コースによって含まれる期が異なる場合がありますので、詳しくは受講料一覧（p.17～19）をご覧ください。 

●[一年預かり]の金額は、通常授業・季節講習の[期ごと納入（分納）]の年間合計額 

（正会員割引適用）より４％程度の割引となっています。 

p.10 の通常授業の割引に該当される場合は、さらに割引となります。 

＜納入方法＞ 

●年度初めに、受講料の全額をお支払いいただきます。お支払いいただいた受講料を SEG
でお預かりし、自動継続手続の都度、期ごとの受講料に充当いたします。 

＜講座申込について＞ 

●[一年預かり]をご利用の場合、通常授業の期ごとの継続手続（講座申込）は不要です。 

季節講習については、受講手続（講座申込）が必要となります。 

春期講習手続時に年間受講料相当額をお預かりいたします。一年預かり

●通常授業Ⅰ期～Ⅴ期（高３はⅠ期～Ⅳ期）の受講料は、取消のお申し出のない限り期ごとに 

口座振替を実施いたします。※口座振替については p.13～14 をご覧ください。

●季節講習春期・夏期・冬期・直前＊
（＊高３のみ）の受講料は、提出された「講習申込書」の内容 

にもとづき口座振替を実施いたします。  

●口座振替月の中旬に、「口座振替のお知らせ（請求書）」を郵送いたします。 

通常授業・季節講習とも期ごとに、ご指定の金融機関より口座振替いたしま
す｡ ＊初回のみ現金または振込で納入してください。期ごと納入（分納）

料金・支払方法
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振込先 

ゆうちょ銀行 00120‐4‐712330
きらぼし銀行 新宿支店 普通 0331562
口座名 エスイージー 

●フリガナ・電話番号を明記のうえ、受講生徒名でお振り込みください。 

●振込手数料はご負担ください。ただし、SEG 所定の振込用紙で上記金融機関の本・支店での 

取り扱いの場合、手数料は不要です。 

●他の金融機関から、ゆうちょ銀行へ振込される場合、以下の振込用の店名・預金種目・口座番号も必要となります。 

ゆうちょ銀行   00120‐4‐712330    金融機関コード：9900   店番：019 
店名：〇一九 店（ゼロイチキユウ店）   預金種目：当座   口座番号：0712330

割 引 

 [季節講習]                                   

「正会員割引」「準会員割引」「姉妹校割引」 

お申し込みの時点で正会員・準会員*・姉妹校（横浜エデュカ）の正会員（元正会員も含む）は、講習 

受講料の割引が適用され、「正会員受講料」となります。 *「準会員」：過去に SEG の通常授業を受講していた方 

受講料は、「受講料一覧」（p.17～19）でご確認ください。 

 [通常授業]                                  

下記に該当する方は、通常授業の各期の受講料より、各講座・各該当項目それぞれにつき 1,000 円

割引いたします。数学 Extremeα・βは、a・b・cの割引はありません。ご了承ください。

a.兄弟で正会員の方  b.外国籍の方  c.障害者(1 級相当)の家庭の方  

      ※aについて 
ご兄弟が同時にご入会の際は、お二人目の方に対してのみ、受講料の兄弟割引が適用となります。 
ご兄弟がそろって次の期の通常授業を継続受講される場合は、お二人とも受講料の兄弟割引が適用されます。 

※b・cについて 
割引を初めてご利用になる場合は、証明書のコピーを申込書に添付してください。 

入会金「正会員のご兄弟・家族割引」「姉妹校割引」「高３生割引」 

a.以下のいずれかの場合は、入会金 25,000 円が 15,000 円となります。 

a-1 正会員のご兄弟が入会される場合 

ご兄弟が同時にご入会の際は、お二人目の方に対してのみ、入会金割引の兄弟割引が適用となります。 

a-2 以前正会員だった方のご兄弟が入会される場合 

a-3 保護者様が SEG の卒業生の場合 

b.姉妹校（横浜エデュカ）で入会金を既にお支払いされている場合は、入会金 25,000 円が全額無料 

となります。 

手続の方法については、SEG またはエデュカの受付窓口にてご確認ください。 

c.９月から初めて通常授業にご入会いただく高３生は、受講いただく通常授業の回数が 9-11 月期の 

12 回のみのため、入会金 25,000 円が特別料金 5,000 円となります。 

上記「入会金割引」a・b・cは併用適用されません。割引額が大きい方が優先されます。 

受講料割引

入会金割引
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［季節講習］

出席できない日がある場合は、全ての日程に出席できるタームへ変更してください。 

講座やタームの変更をご希望の場合は、元の申込講座もしくは変更希望先講座、いずれか早い日程の 

授業初日の１営業日前までに、お申し出ください。 

変更希望先講座が満席の場合は変更を承れませんので、ご了承ください。 

［通常授業］

 試験でクラスが確定後もしくは手続き後、同一レベルの別曜日への変更は、空席のある限り、

随時承ります。変更希望先クラスが満席の場合は変更を承れませんので、ご了承ください。

取消は、授業初日の１営業日前まで承ります。 

授業初日以降の取消は、理由の如何にかかわらずお受けできません。

季節講習と通常授業で「１営業日前」の起算日が異なりますので、詳しくは次ページをご確認ください。 

お支払い済の受講料から取消手数料、または振込手数料を引いた金額をご返金いたします。 

受講票・テキストをお受け取り済の場合は、必ずご返却ください。 

 [ご返金方法] 

  受講料から取消手数料を引いたご返金の総額が 

  ・10,000 円以上の場合には、金融機関口座に振込返金 

  ・10,000 円未満の場合には、金融機関口座に振込返金、または受付窓口で現金返金 

  となります。 

受付窓口での返金をご希望の場合は、窓口営業時間内（月～土 13:00～19:00）に、身分証明書を 

お持ちのうえ、お越しください。 

  口座振替をご利用で、口座振替締日を過ぎてからの取消のお申し出の場合は、受講料を一旦口座振替

させていただいた後のご返金となります。 

※［口座振替締日］［口座振替日］は、「受講料一覧」（p.17～19）をご覧ください。 

取消期日・手数料等の詳細は、次ページをご覧ください。 

変 更

取 消

 お申込講座の変更・取消
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季節講習 取消期日・手数料（詳細） 

季節講習の取消をご希望の場合は、申込講座の授業初日の「１営業日前」までにお申し出ください。 

通常授業 取消期日・手数料（詳細） 

通常授業の取消をご希望の場合は、個別の登録曜日によらず、各期、開講 1週目の最初の曜日の 

「１営業日前」までにお申し出ください。 

※「自動継続手続」については、p.15～16 をご覧ください。

口座振替を
ご利用の方

現金・振込をご利用の方
（受講料をお支払い済の場合）

～3/10（土） - 振込手数料をご負担ください

3/11（日）～4/9（月）

～5/10（木） - 振込手数料をご負担ください

5/11（金）～5/21（月）

～8/10（金） - 振込手数料をご負担ください

8/11（土）～9/1（土）

～10/10（水） - 振込手数料をご負担ください

10/11（木）～10/13（土）

～12/10（月） - 振込手数料をご負担ください

12/11（火）～1/9（水） 1講座につき、取消手数料 \2,000 を頂戴します

取消申請日
自動継続
手続日

開講日期

取消手数料・返金時の振込手数料

1講座につき、取消手数料 \2,000 を頂戴します
1/19(金)

4/27(金)

6/7(木)

9/21(金)

10/17(水)

1講座につき、取消手数料 \2,000 を頂戴します

1講座につき、取消手数料 \2,000 を頂戴します

1講座につき、取消手数料 \2,000 を頂戴します

1/10(木)Ⅴ期/０期

10/15(月)

9/3(月)

5/22(火)

4/10(火)Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅳ期

取消申請日

お申込日を含む８日以内

\10，001～
1講座につき、取消手数料 \2,000

を頂戴します

～\10，000
1講座につき、取消手数料 \1,000

を頂戴します

※正会員優先予約申込期間内のお申し込みは、予約結果発表日を「申込日」とします。

お申込日を含む９日目～
授業初日の１営業日前

受講料
（１講座）

取消手数料・返金時の振込手数料

振込手数料をご負担ください
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口座振替手続 

以下のいずれかの方法にて、通常授業の初回お申し込み時にお手続きください。 
どちらも、三井住友銀行グループ「SMBC ファイナンスサービス」が提供している口座振替受付サービスを利用しています。 

キャッシュカードでご登録 

受付窓口にて、お客様ご自身で金融機関のキャッシュカードで口座登録ができます。 

・キャッシュカード・暗証番号の入力が必要となりますので、保護者様のご利用に限らせて 

いただきます。 

・書類の提出・印鑑は必要ありません。 

・ご利用の金融機関によっては、本サービスに対応していない場合があります。 

ご登録の概ね２～３日後から、口座振替を利用したお申し込みができます。 

詳しくは、ご登録後にお送りする「ご利用のご案内」をご確認ください。 

預金口座振替依頼書のご提出 

書類に必要事項をご記入のうえ、１・２枚目を郵送または窓口にてご提出ください。 

３枚目は「お客様控え」として保管をお願いいたします。 

・原則、SEG にお届けの保護者様名義の預金口座のご利用をお願いいたします。 

・印鑑は、金融機関へのお届け印であることをご確認のうえ、３枚全てにご捺印ください。 

ご提出の１ヵ月～１ヵ月半後から、口座振替を利用したお申し込みができます。 

詳しくは、依頼書ご提出後にお送りする「ご利用のご案内」をご確認ください。 

口座振替制度

SEG の授業は、通常授業・季節講習を含んだ年間一貫カリキュラムで構成されています。 

また、翌年度も前年の内容を前提に授業が継続されます。 

このため、通常授業をお申し込みされた時点以降は、受講取消のお申し出のない限り、 

継続して受講されるものとみなし、受講料のご請求をさせていただきます。

初回の通常授業の受講料のお支払いは、現金または振込でお願いしておりますが、次期

以降は口座振替となります。
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口座振替となる申込 

［季節講習］                                        

受講講座はご自身での選択となりますので、自動継続にはなりません。 

「講習申込書」のご提出をもって、口座振替いたします。 

［通常授業］

受講中の科目 

期ごとの口座振替締日までに受講取消のお申し出のない限り、受講を継続されるものと

みなし、口座振替いたします（自動継続手続）。「受講申込書」の提出は必要ございま 

せん。 

新規受講科目

「受講申込書」のご提出をもって、口座振替いたします。

＊「口座振替締日」「口座振替日」「自動継続手続日」は、「受講料一覧」（p.17～19）でご確認ください。 

＊「自動継続手続」については、p.16「継続方法」をご覧ください。 

口座振替 締日・振替日 

期ごとの口座振替月の 10 日までのお申込分の受講料を、27 日に口座振替いたします。 

・10 日（口座振替締日）が日曜日の場合は、9日までのお申込分となります。 

・27 日（口座振替日）が金融機関休業日の場合は、翌営業日に口座振替となります。 

・各期の口座振替締日・口座振替日と受講料は、「受講料一覧」（p.17～19）でご確認ください。 

 毎月の口座振替ではなく、期ごとに定められた口座振替月に口座振替となります。 

・口座振替金額・対象講座については、口座振替月の中旬にお送りする「口座振替のお知らせ 

（請求書）」 をご確認ください。

ご注意 

・期ごとの口座振替締日を過ぎてのお申し込み、もしくは、口座振替日に引落しができなかった場合

には現金または振込でのお支払いをお願いいたします。翌月の再振替はいたしかねますので、あら

かじめご了承ください。 

・年２回以上振替不能が発生した場合は、お支払い方法の変更をお願いすることがあります。 
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通常授業をお申し込みされた時点以降は、受講取消のお申し出のない限り継続して受講されるものとみなし、

受講料のご請求をさせていただきます。年度内の継続手続・受講料納入については以下のとおりとなります。

年間スケジュール 

授業日程の詳細は、「SEG 行事カレンダー」でご確認ください。Web にも掲載しています。

トップページ[http://www.seg.co.jp/] →［お知らせ］

（「○月から○月までの授業日程」のタイトルで掲載しています（pdf ファイル））。

緊急時は、ホームページ「お知らせ」、SEG公式 Twitter ＠SEG_Shinjuku、SEG MyPage「緊急のお知らせ」 の
いずれかにて随時情報を更新いたしますので、ご確認ください。

 継続手続

・以下は、Ⅰ期もしくは春期から受講された場合の例です。
年度の途中から受講される方は、最初の手続きはⅠ期を参考になさってください。
・お申し込みに必要な受講手続書類は、申込書提出が必要な時期・必要な納入方法の方にのみ、お送りいたします。
・口座振替締日・口座振替日は、「受講料一覧」（p.17～19）をご覧ください。

一年預かり 口座振替 現金・振込

Ⅰ期
4/10(火）

～ 5/21(月)

クラスは、春期講習内試験、
新規入会試験、もしくは

クラス分け試験で決まります

Ⅱ期
5/22(火)
～7/2(月)

Ⅰ期と同じクラスに自動継続されます 手続きは不要です
振替日までに口座に
受講料のご用意を
お願いいたします

申込書の提出と同時に
受講料を納入ください

■申込受付時期
　　高3：5月中旬
　　高2：5月下旬

　　高1中123：6月上旬

申込書のみ
ご提出ください

Ⅲ期
9/3(月）

～10/13(土)

Ⅱ期受講科目は自動継続

されます

----------

クラスはクラス分け試験で決まります

Ⅳ期
10/15(月)

～11/24(土)

Ⅲ期と同じクラスに自動継続されます

■申込受付時期

★高3のみ先着順受付
　　高3：9月中旬から先着順
　　高2：9月下旬
　　高1中123：10月中旬

申込書のみ

ご提出ください

※高３は科目ごとに異なり

ます。p.19の「受講料

一覧」でご確認ください

通常授業
1-2月期
*高3は、なし

Ⅴ期
1/10(木)

～02/27(水)

Ⅳ期受講科目は自動継続

されます
----------

クラスはクラス分け試験で決まります

手続きは不要です

クラスの決定・継続方法
申込方法

納入方法
授業期

冬期講習・
直前講習*

（*高3のみ）

一年預かり・口座振替・現金・振込をご利用の方、全ての方の申込書提出が必要です

振替日までに口座に
受講料のご用意を
お願いいたします

申込書の提出と同時に
受講料を納入ください

春期講習
　　　　　　　　　　　　　　・新規受講生の方は、先着順にお申し込みを承ります

　・申込書等はご請求ください
　　　　　　　　　　　　　　・一年預かりをご希望の方は、春期講習申込時にお申し出ください

通常授業
4-6月期

　　・受講申込書の提出が必要です

　　・SEGでの通常授業受講が初めての方は、
入会申込書の提出と入会金のお支払いも必要です

　・必要書類は、試験申込時に窓口にて、もしくは講習内試験の発表日
　　　までに郵送にてお渡しします
　　　（一年預かりをご希望の方には、春期講習申込時にお渡しします）

夏期講習

一年預かり・口座振替・現金・振込をご利用の方、全ての方の申込書提出が必要です

振替日までに口座に

受講料のご用意を
お願いいたします

申込書の提出と同時に
受講料を納入ください

通常授業

9-11月期
手続きは不要です
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入会後の、次期以降の継続について（詳細） 

［通常授業］

選抜制の講座

Ⅰ期・Ⅲ期・Ⅴ期の学期前に行われる「クラス分け試験」の試験結果のクラスにもとづき、

期ごとに通常授業のクラスが決まります。Ⅱ期・Ⅳ期は、無試験で、それぞれⅠ・Ⅲ期と同じ

クラスに自動継続となります。

＊以下のクラスは、入会時には選抜制ですが、次期以降は無試験で、前の期と同じクラスになり 

ます。 

対象講座：・受験物理速修 ・受験化学速修 

資格制の講座 

クラス分け試験はありません。次期も自動継続となります。 

対象講座：・受験英語多読Ｔ/Ｔ♯

※通常授業で年度途中から新規科目を受講する場合は、受講申込書をご請求ください。

［数学 Extreme］

中１数学 Extremeα、中２・３数学 Extremeβは、基本的に月１回開講の特別講座です。次期に 

自動継続にはなりませんので、都度お申し込みください。

※詳しくは、専用の案内プリントをご覧ください。

中１数学 Extremeα ：無選抜制［開講期］春期・4-6 月期・夏期・9-11 月期・1-2 月期

中２･３数学 Extremeβ ：選抜制 ［開講期］春期・4-6 月期・9-11 月期・1-2 月期

［季節講習］

季節講習は、選抜制・資格制・数学 Extreme、いずれも自動継続になりません。

受講講座をご自身で選択のうえ、申込書の提出が必要です。

正会員（通常授業を受講中の方）には、一般申込開始日に先んじて、優先予約申込期間がござい

ます。詳細は、期ごとの申込開始日前にお送りする「受講手続案内」でご案内いたします。

注）高３冬期講習のみ、優先予約申込期間はなく、正会員・一般生ともに先着順受付となります。

※優先予約申込期間は、SEG行事カレンダーでも確認できます。Web にも掲載しています。

     トップページ［ http://www.seg.co.jp/ ］→［お知らせ］

   （「○月から○月までの授業日程」のタイトルで掲載しています（pdf ファイル））。

継続方法 

通常授業に一度お申し込みいただきますと、次期以降の通常授業は、受講取消のお申し出のない限り、

自動継続手続を行います。この手続日をご継続の申込日とみなします。

・自動継続手続日は、「受講料一覧」（p.17～19）でご確認ください。 

   ・自動継続手続後、口座振替月の中旬に「口座振替のお知らせ（請求書）」をお送りいたします 

ので、口座振替予定日を必ずご確認ください。 

・継続されない場合は、ただちにご連絡をお願いいたします。 

・取消方法および手数料は、p.11～12 をご覧ください。 
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2018年度 受講料一覧 
● 受講料にはテキスト代・副教材費及び消費税が含まれています。 

● 季節講習の受講料は、正会員・準会員・エデュカ会員の方は（  ）内の料金が適用されます。 

● ［一年預かり］は、春期講習からⅤ期までの受講料を、春期講習お手続き時にお預かりする制度です。春期講習の口座振替

日に、［一年預かり］の受講料を口座振替させていただきます。 
※「中１数学」「中１英語多読」「中２数学」「中２英語多読」「中３数学」「中３英語多読」「数学Extremeα」「数学Extremeβ」の［一年預かり］はあり

ません。［期ごと納入（分納）］のみとなります。 

● 「自動継続手続」「口座振替」の詳細はp.13～16をご覧ください。

 中１～中３ 
通常授業 季節講習 

学期 4-6月期 9-11月期 1-2月期 春期講習 夏期講習前期 夏期講習後期 冬期講習 

期（授業回数） Ⅰ期 (6回) Ⅱ期 (6回) Ⅲ期 (6回) Ⅳ期 (6回) Ⅴ期 (7回)
5日間 5日間 5日間 4日間 

期間 4/10～5/21 5/22～7/2 9/3～10/13 10/15～11/24 1/10～2/27

授業時間数 180分 180分 180分 180分 180分 180分 180分 180分 180分 

自動継続手続日 継続 1/19（金） 継続 4/27（金） 継続 6/7（木） 継続  9/21（金） 継続 10/17（水） 季節講習は自動継続を行いません。受講にはお申し込みが必要です。 

口座振替締日 締日 3/10（土） 締日 5/10（木） 締日 8/10（金） 締日 10/10（水） 締日 12/10（月） 締日
①2/10（土） 

②3/10（土） 
締日

①6/10（日） 

②7/10（火） 
締日

①11/10（土） 
②12/10（月） 

口座振替日 
口座

振替
3/27（火）

口座

振替
5/28（月）

口座

振替
8/27（月）

口座

振替
10/29（月）

口座

振替
12/27（木）

口座

振替

①2/27（火） 

②3/27（火） 

口座

振替

①6/27（水） 

②7/27（金） 

口座

振替

①11/27（火） 
②12/27（木） 

学年 科目・コース 一年預かり 期  ご  と  納  入  （分 納）

中１ 

数学 選抜制 - 31,600円 31,600円 31,600円 31,600円 36,800円 23,600円 
23,600円

(正会員 22,600円)
23,600円

(正会員 22,600円)
19,300円

(正会員 18,300円)

英語多読 選抜制 - 40,800円 40,800円 40,800円 40,800円 47,600円 31,800円 31,800円
(正会員 30,800円)

31,800円
(正会員 30,800円)

25,900円
(正会員 24,900円)

中２ 

数学 選抜制 - 31,600円 31,600円 31,600円 31,600円 36,800円 
23,600円

(正会員 22,600円)
23,600円

(正会員 22,600円)
23,600円

(正会員 22,600円)
19,300円

(正会員 18,300円)

英語多読 選抜制 - 40,800円 40,800円 40,800円 40,800円 47,600円 31,800円
(正会員 30,800円)

31,800円
(正会員 30,800円)

31,800円
(正会員 30,800円)

25,900円
(正会員 24,900円)

中３ 

数学 選抜制 - 31,600円 31,600円 31,600円 31,600円 36,800円 
23,600円

(正会員 22,600円)
23,600円

(正会員 22,600円)
23,600円

(正会員 22,600円)
19,300円

(正会員 18,300円)

英語多読CDE 選抜制 - 37,100円 37,100円 37,100円 37,100円 43,300円 
28,800円

(正会員 27,800円)
28,800円

(正会員 27,800円)
28,800円

(正会員 27,800円)
23,400円

(正会員 22,400円)

中３～高１ 英語多読多聴R 選抜制  258,900円*1 37,100円 37,100円 37,100円 37,100円 43,300円 
  28,800円 *1

(正会員 27,800円)
28,800円

(正会員 27,800円)
28,800円    

(正会員 27,800円)
23,400円

(正会員 22,400円)

*1 「英語多読多聴 R」 の［一年預かり］は、春期講習の受講料を含みません。Ⅰ期の口座振替日に[一年預かり]の受講料を振替させていただきます。

中１ 数学Extremeα
無選抜

制

３月（春期講習） ４月 ５月 ６月 夏期講習 ９月 １０月 １１月 １月 ２月 

8,200円 
8,200円 

（正会員 7,200円）

8,200円 

（正会員 7,200円）

8,200円 

（正会員 7,200円）

19,300円 

（正会員 18,300円）

8,200円 

（正会員 7,200円）

8,200円 

（正会員 7,200円）

8,200円 

（正会員 7,200円）

8,200円 

（正会員 7,200円）

8,200円 

（正会員 7,200円）

中２

中３
数学Extremeβ 選抜制

３月（春期講習） ４月 ５月 ６月 ９月 １０月 １１月 １月 ２月 

9,700円 

（正会員 8,700円）

9,700円 

（正会員 8,700円）

9,700円 

（正会員 8,700円）

9,700円 

（正会員 8,700円）

9,700円 

（正会員 8,700円）

9,700円 

（正会員 8,700円）

9,700円 

（正会員 8,700円）

9,700円 

（正会員 8,700円）

9,700円 

（正会員 8,700円）

※「中１数学Extremeα」     月１回 330分（昼食休憩含む）（夏期講習は180分×4日間） 

※「中２・中３数学Extremeβ」  月１回 360分（昼食休憩含む）

-
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 高１～高２  
通常授業 季節講習 

学期 4-6月期 9-11月期 1-2月期 春期講習 夏期講習前期 夏期講習後期 冬期講習 

期（授業回数） Ⅰ期 (6回) Ⅱ期 (6回) Ⅲ期 (6回) Ⅳ期 (6回) Ⅴ期 (7回)
5日間   5日間 *4 5日間  4日間 *2

期間 4/10～5/21 5/22～7/2 9/3～10/13 10/15～11/24 1/10～2/27 

授業時間数 
高1 180分

*2
高1 180分

*2
高1 180分

*2
高1 180分

*2
高1 180分

 180分
*3
  180分

*3
  180分

*3
  180分

*3

高2 180分
*3

高2 180分
*3

高2 195分
*3

高2 195分
*3

高2 210分
*3

自動継続手続日 継続 1/19（金） 継続 4/27（金） 継続 6/7（木） 継続  9/21（金） 継続 10/17（水） 季節講習は自動継続を行いません。受講にはお申し込みが必要です。 

口座振替締日 締日 3/10（土） 締日 5/10（木） 締日 8/10（金） 締日 10/10（水） 締日 12/10（月） 締日
①2/10（土）

②3/10（土）
締日

①6/10（日） 

②7/10（火） 
締日

①10/10（水）
②11/10（土）
③12/10（月）

口座振替日 
口座

振替
3/27（火）

口座

振替
5/28（月）

口座

振替
8/27（月）

口座

振替
10/29（月）

口座

振替
12/27（木）

口座

振替

①2/27（火）

②3/27（火）

口座

振替

①6/27（水） 

②7/27（金） 

口座

振替

①10/29（月）
②11/27（火）
③12/27（木）

学年 科目・コース 一年預かり 期  ご  と  納  入  （分 納）

高１

数学 選抜制  217,600円*1 31,600円 31,600円 31,600円 31,600円 36,800円 
  23,600円 *1

(正会員 22,600円)
23,600円

(正会員 22,600円)
23,600円

(正会員 22,600円)
19,300円

(正会員 18,300円)

英語多読DEF 

英語多読多聴R 
選抜制  258,900円*1 37,100円 37,100円 37,100円 37,100円 43,300円 

  28,800円 *1

(正会員 27,800円)
28,800円

(正会員 27,800円)
28,800円

(正会員 27,800円)
23,400円

(正会員 22,400円)

化学 選抜制  193,200円*1
*2 *2 *2 *2   23,600円 *1

(正会員 22,600円)
23,600円

(正会員 22,600円)
23,600円

(正会員 22,600円)
   14,500円 *2

(正会員 14,000円)26,300円 26,300円 26,300円 26,300円 36,800円

高２

数学 選抜制 249,200円 31,600円 31,600円 34,200円 34,200円 41,900円 
23,600円 

(正会員 22,600円)
23,600円

(正会員 22,600円)
23,600円

(正会員 22,600円)
19,300円

(正会員 18,300円)

英語多読 選抜制 306,400円 
*3 *3 *3 *3 *3 30,300円 *3

(正会員 29,300円)
30,300円 *3

(正会員 29,300円)
30,300円 *3

(正会員 29,300円)
24,600円 *3

(正会員 23,600円)40,200円 40,200円 40,200円 40,200円 46,900円

物理 選抜制 249,200円 31,600円 31,600円 34,200円 34,200円 41,900円 
23,600円

(正会員 22,600円)
23,600円

(正会員 22,600円)
23,600円

(正会員 22,600円)
19,300円

(正会員 18,300円)

化学 FGH 選抜制 249,200円 31,600円 31,600円 34,200円 34,200円 41,900円 
23,600円

(正会員 22,600円)
23,600円

(正会員 22,600円)
23,600円

(正会員 22,600円)
19,300円

(正会員 18,300円)

化学 YZ 選抜制 253,300円 31,600円 31,600円 34,200円 34,200円 41,900円 
23,600円

(正会員 22,600円)
27,900円 *4

(正会員 26,900円)
23,600円

(正会員 22,600円)
19,300円

(正会員 18,300円)

*1 「高１数学」「高１英語多読DEF」「英語多読多聴R」「高１化学」 の［一年預かり］は、春期講習の受講料を含みません。Ⅰ期の口座振替日に[一年預かり]の受講料を振替させていただきます。

*2 「高１化学」のⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期の授業時間は150分、冬期指定講習は３日間です。

*3 「高２英語多読」の授業時間は、全学期とも200分です。

*4 「高２化学 YZ」の夏期講習前期は６日間です。

-
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 高３  
通常授業 季節講習 

学期 4-6月期 9-11月期 春期講習 夏期講習前期 夏期講習後期 冬期講習 

期（授業回数） Ⅰ期 (6回) Ⅱ期 (6回) Ⅲ期 (6回) Ⅳ期 (6回)
5日間   5日間 *4  5日間 4日間 

期間 4/10～5/21 5/22～7/2 9/3～10/13 10/15～11/24

授業時間数   210分 *2 *5    210分 *2 *5    210分 *2 *5    210分 *2 *5   180分 *2   180分 *2   180分 *2     180分 *1 *2

自動継続手続日 継続 1/19（金） 継続 4/27（金） 継続 6/7（木） 継続  9/21（金） 季節講習は自動継続を行いません。受講にはお申し込みが必要です。 

口座振替締日 締日 3/10（土） 締日 5/10（木） 締日 8/10（金） 締日 10/10（水） 締日
①2/10（土）

②3/10（土）
締日

①6/10（日） 

②7/10（火） 
締日

①10/10（水）
②11/10（土）
③12/10（月）

口座振替日 
口座

振替
3/27（火）

口座

振替
5/28（月）

口座

振替
8/27（月）

口座

振替
10/29（月）

口座

振替

①2/27（火）

②3/27（火）

口座

振替

①6/27（水） 

②7/27（金） 

口座

振替

①10/29（月）
②11/27（火）
③12/27（木）

学年 科目 コース 一年預かり 期  ご  と  納  入  （分 納）

高３

数学 受験数学 選抜制 221,900円 36,000円 36,000円 36,000円 36,000円 
23,600円

(正会員 22,600円)
23,600円 

(正会員 22,600円)
23,600円

(正会員 22,600円)
20,300円 *1

(正会員 19,300円)

英語
多読

受験英語多読 EFGH 選抜制 272,900円 
*2 *2 *2 *2 32,400円 *2 

(正会員 31,400円)
32,400円 *2 

(正会員 31,400円)
32,400円 *2 

(正会員 31,400円)
26,300円 *2 

(正会員 25,300円)41,200円 41,200円 41,200円 41,200円

受験英語多読 T/T♯ 資格制 272,900円
*2 *2 *2 *2 32,400円 *2 

(正会員 31,400円)
32,400円 *2 

(正会員 31,400円)
32,400円 *2 

(正会員 31,400円)
26,300円 *2 

(正会員 25,300円)41,200円 41,200円 41,200円 41,200円

物理

受験物理演習 選抜制 203,300円 ★ 36,000円 36,000円 36,000円 36,000円 
23,600円

(正会員 22,600円)
23,600円

(正会員 22,600円)
23,600円

(正会員 22,600円) － 
★

受験物理速修 選抜制
    *3

36,000円 36,000円 36,000円 36,000円 
23,600円

(正会員 22,600円)
23,600円

(正会員 22,600円)
23,600円

(正会員 22,600円) － －

化学

受験化学演習 選抜制 207,500円 ★ 36,000円 36,000円 36,000円 36,000円 
23,600円

(正会員 22,600円)
27,900円 *4 

(正会員 26,900円)
23,600円

(正会員 22,600円) － 
★

受験化学演習 
（YZからの継続者）

選抜制 159,900円 ★ 36,000円 36,000円 36,000円 36,000円 
23,600円

(正会員 22,600円)
－ － － 

★

受験化学速修 選抜制
    *3 *5 *5 *5 *5 23,600円

(正会員 22,600円)
27,900円 *4 

(正会員 26,900円)
23,600円

(正会員 22,600円) － － 40,300円 40,300円 40,300円 40,300円

★ 高３対象のコースのうち、物理・化学の［一年預かり］には、冬期講習の受講料は含まれておりませんので、別途受講料の納入が必要です。

*1 ｢受験数学｣の冬期講習の授業時間は200分です。

*2 ｢受験英語多読｣の授業時間は全学期とも200分です。

*3 ｢受験物理速修｣｢受験化学速修｣の［一年預かり］はありません。［期ごと納入（分納）］のみとなります。

*4 ｢受験化学演習｣｢受験化学速修｣の夏期講習前期は6日間です。※YZ 継続者用の講座はありません。

*5 ｢受験化学速修｣のⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期の授業時間は240分です。

-
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ＳＥＧ正会員規程 2017年3月 改訂 

第１条（入会） 

①日本国内に居住する中学・高校生およびそれに準じ、ＳＥＧの理念に共鳴し、勉学の意思のある方は、性

別・国籍によらず、ＳＥＧの定める基準・手順に従ってＳＥＧの正会員として入会することができます。 

②それ以外の方は、入会目的に応じて、個別に入会を認めます。 

③個人情報の届け出 

 会員は、入会に際し正しい情報を届け出るものとします。また、届出内容に変更のある場合には速やかに 

申し出るものとします。 

第２条（入会金・受講料） 

①会員は、ＳＥＧの定める方法によって入会金・受講料を納付するものとします。 

②入会金・受講料の返却は、各受講期において定める期日までのお申し出のみ承ります。 

③ＳＥＧの都合により、授業開講前に講座が閉鎖になった場合、受講料は全額お返しいたします。ただし、 

お申し込みいただきました「曜日」または「ターム」に同等の講座がある場合は、上記の外となります。 

第３条（出席） 

①会員は、ＳＥＧの授業方針を理解し、登録クラスに継続して出席するものとします。 

②季節講習は、振替受講はできないことに同意のうえ申込するものとします。 

第４条（休会） 

会員は、いつでも休会することができます。 

①休会の有効期間は高校卒業時までとし、その間は準会員としてＳＥＧの講習を受講することができます。 

②準会員は、通常授業を再度受講した段階で、正会員に復帰します。 

③正会員として選抜制のクラスを受講する場合には、所定の試験に合格する必要があります。 

第５条（自主退会） 

会員はいつでも退会をすることができます。 

第６条（強制退会） 

以下の場合には、ＳＥＧ理事会は、出席理事の４分の３以上の多数の議決により、会員に退会を命ずること

ができるものとします。

①会員が、勉学および授業出席以外の目的でＳＥＧに通っていると認められ、その改善が見込めないとき。 

②会員が、法律および社会通念に反する行為を行い、その改善が見込めないとき。 

（社会通念に反する行為とは、他の会員の勉学を妨げる行為、大声による談笑・ゴミのポイ捨て・道路の 

占有等、近隣および他の会員に対して著しく迷惑をかける行為などを含みます。） 

③会員が、受講料を支払わずに、しばしば授業に出席しているとき。 

④会員が、ＳＥＧに対して個人情報等について虚偽の届けおよび虚偽の申込を行った場合。 

●個人情報の保護について

個人情報とは、氏名・住所・電話番号など、会員または保護者の方を特定できる情報を指します。

ＳＥＧでは、個人情報の保護に関して以下の取り組みを行っています。

①個人情報の保護に関する担当者を設置しております。

②みなさまの個人情報は、ＳＥＧからの授業のご案内、各種ご連絡・確認、講師との受講・学習相談、および 

会員または保護者の方からのお問い合わせの際のご本人確認に使用します。

③みなさまの個人情報は、上記②の目的のみに使用し、あらかじめ機密保持契約を締結した業務委託先に開示

する以外に、第三者に開示されることはありません。

④会員または保護者の方から個人情報に関する変更のお申し出があった場合には、速やかに対応いたします。
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台風・大雨・大雪・地震・交通機関のストライキ時の授業について 

授業変更情報 

台風・大雨・大雪・地震・交通機関のストライキ等が発生し、授業に影響が生じた場合には、

・SEG ホームページ（http://www.seg.co.jp/）「お知らせ」

・SEG 公式 Twitter ＠SEG_Shinjuku 
・SEG MyPage（https://www.seg.co.jp/mypage/）「緊急のお知らせ」

にて、告知をいたします。 

授業を行う基準 

 １．台風・大雨・大雪・交通機関のストライキ時も、新宿に乗り入れている山手線・中央線・総武線・

 丸の内線・都営新宿線・大江戸線のうち、２線以上が運行している場合は、平常通り授業を行いま 

す。但し、帰宅時間を考慮した授業時間の短縮や、講師の出講や生徒の出席状況により授業の合併

をすることがあります。あわせて自習室・図書室等、教室以外の施設の開室時間も短縮する場合が

あります。

２．台風・大雨・大雪・交通機関のストライキの日の授業への出席については、交通機関の状況を考

慮のうえ、各ご家庭でご判断ください。

 ※地震の場合はこの限りではありません。規模やその他の影響を考慮して対応を決定しますので、

上記１・２とは異なります。SEG ホームページの「お知らせ」、SEG 公式 Twitter、SEG MyPage
「緊急のお知らせ」のいずれかにてご確認ください。

※台風・大雨・大雪・交通機関のストライキの日に授業を行った場合には、授業ノート、もしくは資

料を用意いたします。希望される方は、後日、講師室にお申し出ください。

MyPage ホームページ  
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