


































































































































































































































































入会規定

SAPIX YOZEMI GROUP仙台教育センターは、代々木ゼミナールの他校舎とは申込
方法・特典などが異なります。お申し込み手続きは、SAPIX YOZEMI GROUP

仙台教育センター（以下、仙台教育センター）でのみ受付となります。インターネット・
電話・FAXによるお申し込みは受け付けておりません。
ご足労をおかけしますが、お電話で日時予約のうえ、ご来校ください。

申込から受講開始までの流れ

【①受講相談】
模試結果などをご持参ください。
目的や志望校に合わせてご提案
します。

2023年度サテラインゼミ受講のお手続き

【②無料体験受講】
ご希望に応じて受講相談時
に体験受講が可能です。

【④授業料のお支払い】
お振り込み、クレジット払い
などをご用意しています。

【③申込講座の決定】
「サテライン受講申込書」を
お渡しします。テキスト交付時
に申込書が必要になります。

【⑥受講開始】
テキスト交付後､受講可能です。

※受講前の予習に、自習室が利用できます。

【⑤テキスト交付】
ご入金確認後、テキストの
用意に３日程度のお時間を
いただきます。

最終受付日・受講期限

⚫ 最終受付日は2024年2月14日（水）、受講期限は2024年2月29日（木）となります。
⚫ 2023年度夏期講習会、冬期直前講習会および速習冬期直前講習会(Ⅱ期)講座は、順次開講

します。受付開始日、開講日は仙台教育センターにお問い合わせください。

入会金および授業料

年間または学期の講座（一部の講座を除く）をお申し込みになる方は、授業料の他に入会金の
お支払いが必要になります。
お申し込み後は、｢代ゼミ中学・高校メイト会員｣｢代ゼミ高卒メイト会員｣として登録されます。
※2023年度内有効

■入会金と在籍区分

￥16,500（税込）

入会時お申し込み講座 入会金 2023年度在籍区分

2023学期講座／2023速習学期講座 入会金あり
中学･高校メイト会員または高卒メイト
会員

上記講座以外 入会金なし 講習会・セミナーメイト生

■授業料

授業料については、受講ご希望講座案内書等の授業料ページでご確認ください。
なお、仙台教育センターは講座案内書内の「月謝制講座」は現在は受付をしておりません。

1

SAPIX YOZEMI GROUP

仙台教育センター

注意
入会手続の際には氏名・学年等を正しくお申し出ください。
氏名・年齢等を偽って手続きをすることはできません。
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■入会金の免除について
下記に該当する方は、入会金の全額を免除します。

中学・高校メイト会員

入会金免除対象となる
代ゼミ在籍区分

代ゼミ在籍年度
入会金

2023年度 2022年度 2021年度

中学・高校メイト会員 ― 〇 〇
￥0

個別指導スクール生 〇 〇 〇

高卒メイト会員

入会金免除対象となる
代ゼミ在籍区分

代ゼミ在籍年度
入会金

2023年度 2022年度 2021年度

大学受験科生 ― 〇 〇

￥0高校メイト会員・高卒メイト会員 ー 〇 〇

個別指導スクール生 〇 〇 〇

■会員（中学・高校メイト会員、高卒メイト会員）特典について
（１）仙台教育センターの自習室利用や進学アドバイザーによる進学相談を受けることができます。

また、希望等に応じて保護者面談も受けることができます。

（２）SAPIX YOZEMI GROUP模試の受験料優待（受験会場はお申し込み時にお知らせします）。

対象学年・対象模試 回数 受験料

高１･高２ 全国共通テスト模試 年２回 無料

高３

学力テスト（マーク式１回・記述式１回） 年２回

無料大学入学共通テスト入試プレ 年２回

大学別入試プレテスト すべて

■中学・高校メイト会員

■高卒メイト会員

対象模試 回数 受験料（税込）

大学入学共通テスト入試プレ＊ 年２回 各¥6,200

東大入試プレ、京大入試プレ 年２回 各¥5,200

北大、東北大、名大、阪大、九大、早大、慶大の各入試プレ 年１回 各¥5,200

（３）「代ゼミ個別指導スクール」の入会金を免除します。仙台教育センターが設置する個別指導
コース（以下①～③）の入会金（¥16,500）を免除します。

① 個別指導医系専門プラチナ
② 個別指導プロフェッショナル
③ 個別指導カレッジ

＊大学入学共通テスト入試プレ受験料にはリスニング用ＩＣプレーヤー利用料含む
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（４）学習サポート特典・その他

■中学・高校メイト会員

特典内容

学生手帳の交付 代ゼミ中学・高校メイト会員入会時に学生手帳を交付します。

副教材の配付
「新詳日本史」を日本史講座受講者に、「最新世界史図説
タペストリー」を世界史講座受講者に交付します。

Microsoft Teamsの利用

Microsoft Teamsのアカウントを付与します。オンラインの
チャットやビデオ通話でもスタッフとコミュニケーションを
取ることができます。
また、面談やお知らせ配信などで活用する場合があります。

Monoxer(モノグサ)の利用

解いて「憶える」記憶アプリ「Monoxer（モノグサ）」で代
ゼミオリジナルの教材をご利用いただくことができます。AI
が得意・苦手を把握し、憶えるために最適な問題を自動生成
するため、一人では進めづらい単語・漢字などの暗記学習に
役立ちます。

■高卒メイト会員

申し込み手続き時にお渡しする「お支払いのご案内」をご覧のうえ、銀行・郵便局・指定の
コンビニエンスストアから、授業料・所定の入会金（※）を納入してください。
※「お支払いのご案内」に記載されている内容（金額･講座）の変更はできません。

（注）授業料の収納は、SMBCファイナンスサービス（三井住友グループ）に委託しております。

＊窓口にてクレジットカードでのお支払いいただくことも可能です。
詳細は、SAPIX YOZEMI GROUP仙台教育センター事務局までお問い合わせください。

テキスト交付

授業料の入金確認後、テキスト交付までに３日程度のお時間をいただきます。あらかじめご了承
ください。交付の準備が整い次第、ご連絡します。交付は仙台教育センターにて行います。

料金のお支払い

特典内容

学生手帳の交付 高卒メイト会員入会時に学生手帳を交付します。

副教材の配付
「新詳日本史」を日本史講座受講者に、「最新世界史図説
タペストリー」を世界史講座受講者に交付します。

Monoxer（モノグサ）の利用

解いて「憶える」記憶アプリ「Monoxer（モノグサ）」で代
ゼミオリジナルの教材をご利用いただくことができます。AI
が得意・苦手を把握し、憶えるために最適な問題を自動生成
するため、一人では進めづらい単語・漢字などの暗記学習に
役立ちます。
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受講辞退による入会金・授業料返金制度

次ページに続く

2023年度サテラインゼミの申込手続完了以後、大学や短大への合格や、やむを得ない理由により
受講を辞退される場合は、必ず下記申請期限までに、入会された仙台教育センターへお問い合わせ
ください。なお、以下の内容をあらかじめご確認ください。
※2023年度のサテラインゼミ学期講座（学期申込）、速習学期講座（学期申込）

■2023年4月12日（水）までのお申し出について
⚫ ２０２３年３月３１日（金）１７：００まで

納入された学費（入会金および授業料）の全額をお返しします。

⚫ ２０２３年４月１２日（水）１７：００まで
納入された学費のうち、入会金を除く授業料のみをお返しします。

※受講開始前の講座に限ります。受講開始以後は、関係法令に基づき適正に処理いたします。なお、返金に際し
手数料をいただきます。詳細は仙台教育センターにお問い合わせください。

手続方法

（１）上記申請期限まで、仙台教育センターまでお申し出ください。

（２）お渡しする書類（下表①）にご記入いただき、下表③と合わせてご提出ください。
大学・短大への合格による場合には、合格を証明する書類（下表②）も必要です。

（３）ご返金方法は、下表①にご記入いただいた銀行口座への振り込みとさせていただ
きます。事務手続の都合上、即日のご返金はできませんので、あらかじめご承知
おきください。

※お申し出の時期により、５月上旬までの振り込みとなる予定です。
※上記申請期限を過ぎたお申し出や、書類不備の場合は受付できませんのでご注意ください。

必要書類

①本校所定の「受講中止届」※お申し出時にお渡しします。
ご本人ご署名･ご捺印､返金振込先銀行･支店名､口座番号､口座の種類､口座名義人などの
必要事項を漏れなくご記入ください（口座名義人は原則として、保護者様としてください）。
保護者様にもご署名（自署）･ご捺印をお願いいたします。
受講辞退の理由は具体的にご記入いただきますよう、お願いいたします。

②大学・短大への合格を証明する書類（大学･短大への合格による場合は、必ずご提出
いただきます）
入学大学・短大＊の「合格通知書」「為替領収書」「入学金受領書」「学費受領書」
「学生証」「在学証明書」などの大学合格を証明する書類（いずれか一通）
＊大学･短大とは､文部科学省所管の大学･短大および大学評価･学位授与機構が「大学の学部に
相当する教育を行う課程」と認定した大学校を指し､専修学校､各種学校､通信制の大学･学部､
外国の大学などは除きます｡

③代ゼミメイトカード､返金希望講座の受講証関係､学生手帳など入会手続時、および
それ以降にお渡しをしたテキスト･教材などの中で学園が返却を求めるもの

授業開講（受講含む）以降に退会する場合は、関係法令にもとづき適正に処理します。
なお、返金に際し手数料をいただきます。

■2023年4月13日（木）以降のお申し出について

お問い合わせ受付時間・開校時間

■お問い合わせ受付時間 【電話】022-721-0755 【メール】sendai_info@yozemi.ac.jp

⚫ ９：００～１９：３０（月曜～金曜）
⚫ ９：００～１７：００（土曜）
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■受講可能時間（講習会期間以外）
⚫ ９：３０～２０：００（月曜～金曜）
⚫ ９：００～１７：００（土曜）
［注意事項］
夏期講習会期間（７月～８月）および冬期直前講習会期間（１２月～１月）は、上記と
異なる場合があります。
最新のスケジュールは仙台教育センターでご確認ください。

受講上の注意

⚫ 新規申込の方には、代ゼミメイトカードを交付します。代ゼミメイトカードには必ず写真
をお貼りください。

⚫ 代ゼミメイトカード・受講証・テキストは随時点検します。登校･受講の際は必ず携帯して
ください｡原則として携帯していない場合は受講できません。また､代ゼミメイトカードは､
講習会･模試のお申し込みや特典を受ける際にも必要となります。

⚫ 代ゼミメイトカード･受講証･テキストは原則として再発行はしませんので、大切に所持し
てください。

⚫ 代ゼミメイトカード・受講証・テキストを本人以外の名義で取得したり、他人に譲渡･売
買・貸与したりすることはできません。また､改ざん､不正使用など当学園が不当と認めた
場合は、これを無効として没収します。

前ページより続く

⚫ 交通機関の規定により通学定期券の購入ができません。回数券､通勤定期券などをご利用
ください。

⚫ 入会手続後に住所変更した場合は、すみやかに校舎までお知らせください。
⚫ 個別ブースの利用方法については、スタッフの指示にしたがってください。
⚫ 担当講師は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

授業音声の録音

お持ちの録音機器（ICレコーダーなど）に、授業音声の録音ができます。復習にご活用ください。

（注）録音は各自の復習用としてのみ許可（※）しますが、録画・撮影は用途を問わず一切禁止です。発見した場合は
直ちに退席いただき、映像を消去します。授業の録音は各自の責任において行うものですので、録音ミスなどへの対応
は一切いたしません。録音に失敗した場合は再受講制度をご利用ください。

※録音機器の操作方法についてはお答えしかねます。
※録音はご自身の学習目的に限定するものとします。有償・無償を問わず第三者への収録媒体またはその複製物を譲渡
する行為は、当学園に対する著作権侵害行為となります。
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後輩・友人紹介制度

2021～2023年度代ゼミ在籍生の方が､初めて代ゼミ在籍生（高卒メイト会員／講習会･セミナー

メイト生を除く）になる方をご紹介いただくと､紹介する方､紹介される方の双方に3,000円分の
図書カードを進呈させていただきます。ぜひ、ご利用ください。

■対象となる方

紹介する方
（2021年度・2022年度・2023年度
代ゼミ在籍生）
※講習会・セミナーメイト生、模試メイト生は除きます。

◆大学受験科生
◆中学･高校メイト会員◆高卒メイト会員
◆個別指導スクール生
◆造形学校本科生◆造形学校メイト生
◆帰国メイト会員

紹介される方
（2023年度新たに代ゼミに右の区分
として入会される方）

◆中学・高校メイト会員
◆個別指導スクール生
※2023年度高卒メイト会員／講習会・セミナーメイトになる方は該当
しません。

※2020～2022年度代ゼミ在籍生は該当しません。

［注意事項］
※仙台教育センターでお申し込みください。インターネット･電話･ＦＡＸでのお申し込みはご利用
いただけません。

※既に2023年度代ゼミ高校メイト会員への入会がお済みの方は、紹介される方としての特典をご利用
いただくことはできません。追加講座をお申し込みの場合もご利用いただけません。

※「代ゼミ高校メイト会員」入会対象でない講座（１ページ参照）のお申し込みにはご利用いただけ
ません。

※兄弟・姉妹のご紹介にもご利用いただけます。
※図書カードは、紹介する方と紹介される方の双方に、仙台教育センターで進呈します。
※紹介される方としての後輩･友人紹介制度の特典のご利用は、１回のみに限らせていただきます。

入会における個人情報の取り扱いについて

お申込に際してご記入いただきました氏名・住所等の個人情報は、厳重に取り扱い、以下に提示する利用目的にて使用させていただきます。

利用目的
①皆様に対する緊急連絡等のための名簿作成､及びクラス編成､進学相談並びに進学指導等授業運営のため
② 当学園、若しくは当学園が委託した第三者が企画･主催する各種行事その他のご案内のため、若しくは各種調査等のご依頼のため
③ インターネット、電話等で案内書等の請求をされた方に対して、当該案内書等の到着確認のため
④ 皆様の在籍または出身高校からの要望に基づき、当学園が作成した進路指導用資料を提供するため
⑤ 大学合格体験記の掲載または大学合格校の掲示、及び模擬試験成績優秀者として当該模試データブックの掲載または掲示のため
⑥ 個人を特定できない方法・表記を用いた進学情報資料作成のため

当学園が取り扱う皆様の個人情報に関するお問い合わせ先
当学園本部校個人情報取扱管理責任者（法務部本部長）、若しくは当学園各校舎個人情報取扱責任者（各校舎事務局長）
電話:03‐3379‐5221（大代表）、若しくは在籍各校舎
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