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インテルアカデミージャパンにご入会される方へ 

  

1. インテルアカデミージャパンよりアカデミー生の保護者の方へ  

アカデミー生には個々の年齢、体力、能力にあった最適な指導をすることにより、其々の技術的向上はもち

ろん、正しいスポーツマンシップを身に着けて頂きます。レベルは其々でも、「自分で判断しプレーできる選

手になること」が目標です。サッカーへの関わり方も、進歩のプロセスも千差万別です。決して目先の 状況

だけにとらわれることなく、コーチを信頼し、アカデミー生の成長を温かく見守って頂ければと思います。

インテルアカデミージャパンでは、サッカーの練習だけでなく、幼少期の体の成長に必要な色々な取り組み

をして行きます。ご心配事やご質問はどうぞご遠慮なくコーチ達に直接ご相談下さい。   

 

2. カテゴリーについて  

インテルアカデミージャパンでは、５つのカテゴリーをご用意しています。名称はイタリアのプロサッカー

チームのユースカテゴリ－に基づいたものを使用しています。カテゴリーは年齢を基準に分けられています

が、これは あくまでも目安です。練習の状況を見ながらそれぞれの体格、体力、実力に合ったカテゴリーを

ご提案させて頂きます。個々にあった丁寧な指導ができるよう各カテゴリー内でもグループ分けを行います。 

   

3. 費用について（詳細は最終ページの表をご覧下さい。）  

詳細は会費等規約をご覧下さい。費用の滞納や未納は会員資格の停止または除名の対象となりますので、ご

注意下さい。 

   

4. 連絡方法について  

イベントやその他行事等のご連絡は、適宜お手紙やホームページ内の会員専用ページでご通知申し上げ ます。

また、基本的に練習は雨天決行ですが、特別な事情（天災・事故・その他施設の都合）で練習ができ ない場

合には、ホームページ内でお知らせしますので、ご確認下さい。その他ご連絡先は以下の通りです。  

★連絡先：Tel：03－3353－1515／E-mail：info@interacademy.jp  

★緊急連絡先：Tel：090－3134－0456／E-mail：interacademy@docomo.ne.jp 

   

5. 持ち物について 

練習に参加される際には以下のものを忘れずにご用意下さい。  

★会員証  

★シューズ（ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼｭｰｽﾞ又は固定式ｽﾊﾟｲｸ） 

★シンガード（すね当て） 

★水筒  

その他着替え、夏場の飲み物の量などは適宜各ご家庭の判断で調整して下さい。持ち物にはすべて記名をお

願い致します。持ち物の管理は各自で行って頂きます。盗難・紛失等アカデミーでは一切責任を負いません。 
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6. ユニフォームについて  

アカデミー生には、練習の際、インテルアカデミージャパン規定のオリジナルユニフォームを着用して頂き

ます。ご入会時にスクールキットとしてご購入頂きます。追加のご購入は別途アカデミーまでご連絡下さい。

スクールキットの内容は以下の通りです。オリジナルユニフォームデザインもご購入時期により違いが出る

場合がありますので、予め了承下さい。 Bambini クラスの方は、ユニフォームの着用は不要です。ご希望

者の方のみに、練習の際に着用するオリジナル T シャツをご用意しております。尚、T シャツのデザインは

お知らせなく変更になる場合がありますの で、ご了承下さい。  

★ベーシックスクールキット  

練習用半袖シャツ（ネーム入り）・ショートパンツ・ソックス・会員証・アカデミーノート 

★スクールキット冬用 ※別途注文のご案内をさせて頂きます。  

インテルアカデミジャパンージャージ上下   

 

7. アカデミーノートについて 

コーチからのアドバイスや、その日の練習で感じたことをアカデミーノートにメモして、「自己を知る」ツー

ルとしてご利用下さい。今はただのメモでも、後日振り返って、自身の成長や心境の変化に気付く等、役立

つことが必ずあります。また、練習時間内でしっかりと指導させて頂きますが、もし、グラウンドでどうし

ても聞けなかった事、わからない事があった時は、ノートに書いてコーチに渡して下さっても結構です。必

ず目を通し、その後の練習の中で一緒に解決できるよう努力して参ります。ノートをコーチに見せたい時は、

各月の最終練習日にお持ち下さい。その場合ノートの返却は次回練習以降になりますので、ご了承下さい。 

 

※このノートは「自分で考えて行動できる選手」になる為の手助けと、練習内容をより充実させる為にアカデミー生の自主性に任

せて使用するものです。決して強制ではありません。また、ノート使用の有無や内容が個人への指導や評価に影響を及ぼす事もご

ざいません。   

 

以上 

 

その他資料にも、十分お目通し下さい。その上でご質問等ございましたら、インテルアカデミージャパンまで、

ご遠慮なくお問い合わせ下さいませ。 
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インテルアカデミージャパン会員規約 

 

 第 1 条（名称）  

本アカデミーは、「インテルアカデミージャパン」と称する。 

 

 第 2 条（所在） 

 本アカデミーは、東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目３０番１６号に事務所を設置する。  

 

第 3 条（目的）  

本アカデミーは、イタリアプロサッカーリーグセリエ A 所属の F.C. Internazionale（以下「本クラブ」とい

う）の下部組織と直結した海外向けサッカースクール事業「インテルアカデミージャパン」（以下「本事業」と

いう）の一員として、日本の子供達のサッカーの技術向上、健全な人格形成、正しいサッカー指導者の育成を目

指し、ひいてはスポーツを通した国際平和への貢献を目的とする。 

 

第 4 条（運営）  

本アカデミーは、本クラブの海外事業を扱う InterBrandCo.,Ltd より日本における本事業を請け負う株式会社ブ

ラック＆ブルーストライプスが運営する。   

 

第 5 条（入会資格）  

本アカデミーに入会する者は下記の条件を満たす者に限ることとする。  

(ア) 本人及び保護者が本アカデミーの目的を理解し、本規約を遵守することに同意した者。  

(イ) 保護者によって、本人が本アカデミーのカリキュラムを全うしうる健康状態である旨を証明された者。   

 

第 6 条（入会）  

1. 本アカデミーに入会を希望する者は、所定の手続きに従い申し込みをする。  

2. 前項の申し込みに対し、本アカデミーが入会を認めた者は、所定の費用を納めた日からアカデミー生として本

アカデミーの活動に参加することができる。  

3. 会員資格の有効期間は、前項により入会を認められた時点から、当アカデミーが定める最終授業の受講を終え

るまでとする。   

 

第 7 条（会費等）  

アカデミー生は、本アカデミーが別途定める入会金、年会費、月謝その他費用（以下「会費等」という）を所定

期日までに納入するものとする。 

 

第 8 条（会費等の返還）  

一度納めた会費等は、本アカデミーの都合によるクラスの閉鎖、入会不許可の場合を除き、いかなる理由に於い

ても返還しない。   
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第 9 条（会費等の滞納）  

アカデミー生が会費等の納入を怠った場合は、本アカデミーは指導を停止し、もしくは、第 14 条により会員資

格の停止または除名することができる。   

第 10 条（休会）  

1. アカデミー生は、前月１５日までに所定の休会届を提出することにより、最低１カ月、最長２カ月休会するこ

とができる。  

2. 前項による休会は、最低１カ月、最長２カ月とし、２カ月を超えた場合は、自動的に復会するものとする。た

だし、病気や怪我などの理由で、本アカデミーが休会を認めた場合はその限りではない。  

3. 休会期間中の月謝等費用は別途定めるところに従うものとする。 

 

第 11 条（退会）  

アカデミー生が退会を希望する場合は、退会希望月の前月１５日までに所定の退会届を提出するものとする。退

会手続き後の復会は認められない。   

 

第 12 条（変更事項）  

アカデミー生は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、所定の変更届に変更事項を記入し、すみやかに

提出しなければならない。   

 

第 13 条（責任事項）  

1. アカデミー生は、本アカデミーが行う練習、試合、合宿その他全ての活動（以下「本活動」という）において、

本アカデミーの責任者、及びスタッフの指導の下、自己責任で行動するものとし、盗難、傷害、その他事故が

生じても、当該施設、本アカデミー、及びスタッフに対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。  

2. アカデミー生は本アカデミーが指定するスポーツ保険等に必ず加入するものとする。  

3. 本活動以外の場面（本活動の場所までの行き帰りも含む）においては、保護者の責任の下にアカデミー生を管

理するものとし、本アカデミーはいかなる事象に対しても何ら責任を負わない。 

4．地震などの災害が活動中に起こった際は、使用施設の規約に従う。 

 

第 14 条（除名）  

アカデミー生が以下のいずれかに該当する行為を行った場合、本アカデミーの判断により、会員資格の一時停 止

または除名をすることができる。 

(ア) 本アカデミーの規約ないし細則、あるいは、施設の使用規則に違反したとき  

(イ) 第三者になりすまして本アカデミーに入会したとき  

(ウ) 他のアカデミー生になりすまして受講その他本アカデミーの活動に参加したとき  

(エ) 他のアカデミー生その他第三者に対して、会員資格を貸与、譲渡、担保設定したとき  

(オ) 本アカデミーや指導者その他スタッフの名誉を傷つけたり、権利を侵害する、あるいは、著しい迷惑行為を

行ったとき  

(カ) 他のアカデミー生の名誉を傷つけたり、権利を侵害する、あるいは、著しい迷惑行為を行ったとき  

(キ) 第 9 条に該当するとき  

(ク) 前各号に定める他、本アカデミーが処分を要すると判断する行為をしたとき   

 



 

 

 

  inter academy japan 

5-30-16 sendagaya, shibuya-ku tokyo 151-0051 japan | tel : 03-3353-1515 | fax : 03-3353-5160 | e-mail : info@interacademy.jp 

http://www.interacademy.jp/ | Black&BlueStripesCo.,Ltd 

第 15 条（会員資格の喪失）  

アカデミー生は、以下の場合に、本アカデミーの会員資格を喪失する。  

(ア) 死亡  

(イ) 退会  

(ウ) 除名  

(エ) 第 6 条 3 項に定める期間の了  

(オ) 第 16 条 3 項に定める本アカデミーの閉鎖   

 

第 16 条（コースの変更・休校・閉鎖）  

1. 本アカデミーは状況により、コースの新設、練習日、時間帯を変更することができる。  

2. 前項の変更が在籍中のアカデミー生にかかわる事柄である場合、最低 1 か月前に全員に内容を通知するもの

とする。  

3. 天災、社会状況の変化、その他通常アカデミーの運営の継続が困難となる事由が生じた時は、本アカデミーを

休校、若しくは閉鎖することがある。   

 

第 17 条（指導員・アシスタント） 

1．本アカデミーのテクニカルディレクター、スポーツディレクター、チームの監督及びコーチ（以下「テクニ

カルディレクター等」という）は、UEFA、日本サッカー協会の指導員免許有資格者、又はイタリアの「イ

ンテルアカデミー」本部（以下「本部」という）の承認を受けた者とする。 

2. 本アカデミーのテクニカルディレクターは、全ての指導員の能力及び成績に関して、本部のフォーマットに

沿って報告する。 

3. テクニカルディレクター等は、年に最低２回は本部のテクニカルディレクターによる指導員のスキルチェッ

ク、講習を受けねばならない。 

4. 本アカデミーは指導員の下にアシスタントを置くことができる。アシスタントは本アカデミーの推薦を受け

た者とし、毎週テクニカルディレクターの講義を受けるものとする。 

 

第 18 条（指導内容）  

1．本アカデミーは、本部が定める指導要綱に基づき、アカデミー生の状況について常に本部と連絡を取り                

合い、とテクニカルディレクターとヘッドコーチが具体的指導方法を決定する。 

2. 保護者からの練習時の指導内容や指導方法などへの意見・要望は受け付けないものとする。 

 

第 19 条（遵守事項）  

1. アカデミー生及び保護者は、本規約、第 23 条に基づいて別途定める規約ないし細則、本活動において使用す

る施設の使用規則、及び、本アカデミーのスタッフの指示に従うものとする。 

2．アカデミー生は、本アカデミーが指定する用具を個々で準備し、本アカデミー指定の練習着を着用し、アカ

デミー生の誇りを持って楽しく練習に参加するものとする。   

 

 

 

 



 

 

 

  inter academy japan 

5-30-16 sendagaya, shibuya-ku tokyo 151-0051 japan | tel : 03-3353-1515 | fax : 03-3353-5160 | e-mail : info@interacademy.jp 

http://www.interacademy.jp/ | Black&BlueStripesCo.,Ltd 

第 20 条（映像・写真の撮影と使用）  

1. 本アカデミーでは、活動中の様子を写真、映像あるいは音声（以下「写真等」という）として記録し、本アカ

デミーのホームページや、その他のプロモーションで使用する場合がある。  

2. 前項において、保護者およびアカデミー生は、肖像権等を主張しない。  

3. 家庭の都合等何らかの理由からやむを得ず、前項の写真等の使用に協力できない場合は、本アカデミー所定の

写真等の不使用願いを入会時に提出するものとする。 

 

第 21 条（個人情報）  

本アカデミーは、法令を遵守し、別途定めるプライバシーポリシーに従い、アカデミー生の個人情報を厳正に取

り扱うものとする。   

 

第 22 条（規約の変更）  

1. 本アカデミーは、本規約を、本アカデミー生及び保護者の了承を得ることなく、随時変更することができ、本

アカデミー生及び保護者は予めこれを承諾するものとします。  

2. 本規約の変更、改廃等に関する通知、その他当社が必要と認める事項に関する通知は、当社が別途定める場合

を除き、本アカデミーのウェブサイトに掲載する方法によりこれを行うものとし、本アカデミーのウェブサイ

トに表示した時点から、その効力を生じるものとします。   

 

第 23 条（その他の規約等）  

本規約に定めのない事項は、必要に応じ本アカデミーが定める規約ないし細則に従うものとする。 

 

第 24 条（準拠法） 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。   

 

第 25 条（専属的合意管轄裁判所）  

本規約及びこれに基づく法律関係について訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第１審の専属的合意管轄

裁判所とすることとする。   

 

第 26 条（発効）  

本規約は平成 25 年 10 月より発効するものとする。   
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会費等規約 

 

第 1 条（目的）  

本規約は、「インテルアカデミージャパン」（以下「本アカデミー」という）へ入会し、会員たる資格を有するに

あたり負担すべき会費等について定めることを目的とする。   

 

第 2 条（カテゴリー）  

1. 本アカデミーは、アカデミー生の種別に応じて、以下の通りカテゴリーを定める。 

※各スクールによって異なるため、詳しくはホームページでご確認下さい。 

(ア) Bambini 幼稚園生を対象とする （４歳以上）※年少で４歳になられるタイミング 

(イ) Piccoli amiti  小学１、２年生を対象とする 

(イ) Pulcini 小学３、４年生を対象とする  

(ウ) Esordienti 小学５、６年生を 

(エ)Giovanissimi 中学生を対象とする 

(オ)アドバンス（府中グラウンドにて） 各校の選抜クラス（コーチからの推薦者による特別クラス） 

2．前項の各カテゴリーの対象学年は目安に過ぎず、本アカデミーは、アカデミー生の個々の体格、体力、実力

に即したカテゴリーに属させることができるものとする。   

 

第 3 条（負担すべき金額の種類） 

本規約に基づき負担すべき会費等は以下のとおりとする。  

1. 入会金  

2. 年会費  

3. 月謝  

4. 以下のとおり分類されるスクールキットの購入費用  

(ア) ベーシックスクールキット  

(イ) 冬用スクールキット  

5. 本アカデミー指定のスポーツ保険の保険料  

6. 前各号とは別に、合宿費等本アカデミーが負担を求める費用   

 

第 4 条（Bambini クラスの特則）  

前条にもかかわらず、Bambini カテゴリーについては、以下を適用する。  

1. 入会金の納入を免除する。但し、Piccoli amici 以上のカテゴリーへ進級する場合は、 

その進級にあたり入会金を納入するものとする。  

2. スクールキットの購入を要せず、希望者のみ練習時に着用するオリジナルＴシャツを 

購入するものとする。 

 

第 5 条（会費等の金額）  

会費等の金額とこれに対応する練習時間は別表１のとおりとする。 
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第 6 条（入会時の納入）  

入会時に納入すべき会費等は以下の通りとする。  

1. 代々木校・相模原校 ・小田原校・府中校 

(ア) 入会金  

(イ) 初年度年会費  

(ウ) 入会月月謝  

(エ) ベーシックスクールキット費用  

(オ) スポーツ保険料  

 

第 7 条（活動年度と月割り計算）  

1. 本アカデミーの活動年度は当年４月１日から翌年３月３１日までとする。  

2. 入会初年度において納入すべき年会費は、入会月からの月割り計算により算出された金額とする。  

3. 佐久校における入会初年度の年間施設利用料及び年間レッスン料の納入について、前項を準用する。 

 

第 8 条（月謝の納入期限） 毎月の月謝は、前月２５日までに納入するものとする。   

 

第 9 条（次年度の年会費等）  

1. 次年度からも会員を継続する場合は、３月２５日までに４月分の月謝と共に次年度の年会費を納入する。  

 

第 10 条（振込）  

1. 会費等の納入は、下記の銀行預金口座に振り込んで行うものとする。  

★口座情報：三井住友銀行 ／ 新宿西口支店 ／ 普通 ／ ２７１６６０１  

★口座名義：ｶ）ﾌﾞﾗｯｸｱﾝﾄﾞﾌﾞﾙｰｽﾄﾗｲﾌﾟｽ  

2. 前項の振込は、アカデミー生の氏名にて行い、手数料は振込者側の負担とする。 

 

第 11 条（割引）  

1. 兄弟による入会の場合は、２人目以降は入会金を免除する。  

 

第 12 条（休会時の月謝等）  

1. 休会期間中において納入すべき月謝は、通常の月謝の半額とする。  

2. 休会期間中に相当する年会費の返還はしないものとする。   

 

第 13 条（キャンセル）  

本アカデミー主催の活動をキャンセルした場合に負担すべき費用は、（別紙-１）の通りとする。但し、使用する

会場等の規定により、やむを得ず（別紙-２）と異なる内容の負担を要する場合は、その都度発行する募集要項等

に記載したところに従う。 

（別紙-１） 本規約に基づき納入すべき会費等の金額及び対象とする練習時間は以下の通りとする（消費税別）。 
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（別紙－１） 

本規約に基づき納入するべき会費等の金額及び対象とする練習時間は以下の通りとする（消費税別）。 

 
代々木校 

相模原校 

府中校 
小田原校 

入会金 ￥20,000 

年会費 ￥12,000 

Bambini 

バンビーニ 

月謝 ￥6,500 ￥4,000 ￥4,000 

練習時間 50分 50分 50分 

Piccoli amici 

ピッコリアミーチ 

月謝 ￥8,500 ￥6,500 ￥4,500 

練習時間 60分 55分 55分 

Pulcini 

プルチーニ 

月謝 ￥10,000 ￥7,500 ￥5,000 

練習時間 70分 60分 60分 

Esordienti 

エソルディエンティ 

月謝 ￥13,000 ￥9,500 ￥6,000 

練習時間 90分 80分 80分 

Giovanissimi 

ジョバニッシミ 

月謝    

練習時間    

Advance 

アドバンス 

月謝 各スクール・カテゴリーで異なる 

練習時間 各スクール・カテゴリーで異なる 

 

ベーシックスクールキット ￥10,000 

スクールキット冬用 ￥12,000 

Bambiniクラス用 Tシャツ ￥2,400 

 

（別紙-２） 

１．宿泊に伴う活動の場合 

21日～8日前までのキャンセル 参加費の 20％ 

7日～3日前までのキャンセル 参加費の 50％ 

2日前のキャンセル 参加費の 70％ 

前日、当日のキャンセル、又は不参加 参加費全額 

 

２．宿泊を伴わない活動の場合 

14日～8日前までのキャンセル 参加費の 20％ 

7日～3日前までのキャンセル 参加費の 30％ 

2日前のキャンセル 参加費の 70％ 

前日、当日のキャンセル、又は不参加 参加費全額 

 

 


