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　サービス利用　申込書
株式会社 DIVE INTO CODE （代表取締役 野呂 浩良、東京都渋谷区円山町28番4大場ビルA館、Tel 03-5459-1808）宛

利用規約に基づき、以下の内容でサービスの利用開始を申し込みます。 申込日： 西暦　　　　　年　　　　月　　　日

■お客様情報 　※必ず直筆でご署名、ご捺印ください。

フリガナ

電話番号  -　　          -       氏名 印　
※利用規約を確認し同意しました

住所
〒

メールアドレス
( 携帯、キャリアはNG )

@

■緊急連絡先  ※昨今、国内で地震などの自然災害が多発しております。受講中に何か起きた時のためにお教えください。

フリガナ ご本人と
の
関係性氏名

電話番号（携帯可）  -        　　  -       

■対象サービス
※ご希望されるコースの □ 欄にチェック、通学が不可能な場合はオンライン希望にチェックをお願いします。
※Webエンジニアコースの方は  就業達成プログラムコース /  新規事業創造プログラムコース  どちらかお選びください。

対象コース

Webエンジニア

就職達成プログラムコース  /  フルタイム □

就職達成プログラムコース / パートタイム □

新規事業創造プログラムコース / パートタイム □

入会金 90,910円 100,000円(税込)

コース料金 498,000円 547,800円(税込)

合計金額 647,800円(税込)

Webエンジニア
（ベーシックプログラム）

入会金 90,910円 100,000円(税込)

□コース料金 298,000円 327,800円(税込)

合計金額 427,800円(税込)

機械学習エンジニア

□

入会金 181,819円 200,000円(税込)

□フルタイム 798,000円 877,800円(税込)

合計金額 1,077,800円(税込)

Python道場 1ヶ月コース 59,800円 65,780円（税込） □

私は、東京校への通学が不可能なため、オンラインでの授業受講を希望します。
（機械学習エンジニアコース 不可） □

ご一緒に受講される方がいる場合、その方の氏名をご記入ください。

ご紹介者がいる場合は、その方の氏名をご記入ください。

■受講期間　 ※開始日は、各月の１日です。ご希望される　期と期間のご記入　をお願いします。

期間 2019年　　　月 期 　　 年 　　月　　日       から    　年　　月　　日まで

■お支払方法　 ※ご希望されるお支払方法の　□ 欄にチェックと一括・分割のいずれかにマル　をお願いします。

手段 □ 銀行振込（一括 ・ 隔月） □ クレジットカード
（一括 ・ 隔月）

振込先 みずほ銀行　新川支店（店番号127）　普 1126340　カ）DIVE INTO CODE

・注意事項
* クレジットカードでのお支払いをご希望の方には別途お支払いURLをお送りします。
* クレジットカード提携カード会社の規約により500,000円以上の一括決済はご対応致しかねます。
* 隔月払い、クレジットカード払いをご希望の場合、お申込み対象コースの税込料金に加え、総額より 5% が別途手数料として発生 します。
* 隔月払いをご希望の場合、本書とは別に分割払いを 　遅滞なく行うことに対する念書をご記入　いただきます。
*入会金は返金対象外となりますので、ご了承ください。
* 特商法取引法の書面はカウンセリング時に別途紙面にて交付しております。（Web上にも記載あり）
*Python道場の支払いは現金、クレジット共に一括のみとなります。
*Python�道場はチェックリストの受講規約のみにチェックを�お願いいたします。

■卒業要件、必須学習時間数について確認の上同意する □ 担当者 上長

■受講規約に同意する（クオリティ・ギャランティ含む） □ 平井
真司

野呂
浩良

■特定商取引法に基づく表記に関する書類を受理した上同意する □
ご記入ご捺印後 PDF送信（cs@diveintocode.jp宛) または FAX送信（03-5459-1809宛）にてご提出ください。



　サービス利用　申込書
株式会社 DIVE INTO CODE （代表取締役 野呂 浩良、東京都渋谷区円山町28番4大場ビルA館、Tel 03-5459-1808）宛

利用規約に基づき、以下の内容でサービスの利用開始を申し込みます。 申込日： 　2019 年  6月 15日

■お客様情報 　※必ず直筆でご署名、ご捺印ください。

フリガナ    だいぶ　たろう                                        

電話番号 03 -XXXX  -OOOO       氏名            DIVE   太郎      印       
※利用規約を確認し同意しました

住所
〒150-0044
   東京都渋谷区円山町28-4大場ビルA館2階

メールアドレス
( 携帯、キャリアはNG )

dive@example.com

■緊急連絡先  ※昨今、国内で地震などの自然災害が多発しております。受講中に何か起きた時のためにお教えください。

フリガナ    だいぶ　まざー
ご本人との
関係性                    母

氏名    DIVE マザー

電話番号（携帯可） 03 - XXXX -OOOO       

■対象サービス
※ご希望されるコースの □ 欄にチェック、通学が不可能な場合はオンライン希望にチェックをお願いします。
※Webエンジニアコースの方は  就業達成プログラムコース /  新規事業創造プログラムコース  どちらかお選びください。

対象コース

Webエンジニア

就業達成プログラムコース  /  フルタイム □

就業達成プログラムコース / パートタイム □

新規事業創造プログラムコース / パートタイム □

入会金 92,593円 100,000円(税込)

コース料金 461,112円 498,000円(税込)

合計金額 598,000円(税込)

Webエンジニア
（6ヶ月プラン）

入会金 92,593円 100,000円(税込)

□コース料金 275,926円 298,000円(税込)

合計金額 398,000円(税込)

機械学習エンジニア

Preコース 64,630円 69,800円(税込) □

入会金 185,186円 200,000円(税込)

□フルタイム 738,889円 798,000円(税込)

合計金額 998,000円(税込)

Python道場 1ヶ月コース 59,800円 65,780円（税込） □

私は、東京校への通学が不可能なため、オンラインでの授業受講を希望します。
（機械学習エンジニアコース 不可） □

ご一緒に受講される方がいる場合、その方の氏名をご記入ください。

ご紹介者がいる場合は、その方の氏名をご記入ください。

■受講期間　 ※開始日は、各月の１日です。ご希望される　期と期間のご記入　をお願いします。

期間 2019年　7月 期 2019 年 7月1日     から   2019年 7月 31日まで

■お支払方法　 ※ご希望されるお支払方法の　□ 欄にチェックと一括・分割のいずれかにマル　をお願いします。

手段 □ 銀行振込（一括 ・ 隔月） □ クレジットカード（一括 ・ 隔月）

振込先 みずほ銀行　新川支店（店番号127）　普 1126340　カ）DIVE INTO CODE

* クレジットカードでのお支払いをご希望の方には別途お支払いURLをお送りします。
* クレジットカード提携カード会社の規約により500,000円以上の一括決済はご対応致しかねます。
* 隔月払い、クレジットカード払いをご希望の場合、お申込み対象コースの税込料金に加え その 5% が別途手数料として発生 します。
* 隔月払いをご希望の場合、本書とは別に分割払いを 遅滞なく行うことに対する念書をご記入いただきます。
*入会金は返金対象外となりますので、ご了承ください。
* 特商法取引法の書面はカウンセリング時に別途紙面にて交付しております。（Web上にも記載あり）
*Python道場の支払いは現金、クレジット共に一括のみとなります。
*Python�道場はチェックリストの受講規約のみにチェックを�お願いいたします。

■卒業要件、必須学習時間数について確認の上同意する □
　担当者 上長

■受講規約に同意する（クオリティ・ギャランティ含む） □

■特定商取引法に基づく表記に関する書類を受理した上同意する □
�※Python道場は受講規約のみにチェックをお願いいたします。

ご記入ご捺印後 PDF送信（cs@diveintocode.jp宛) または FAX送信（03-5459-1809宛）にてご提出ください。


