PTP 第 2 期(⾃⼰変容プログラム)受講案内
2019 年 12 ⽉（改訂版）

Pathwork in Japan

PIJ のビジョン 〜PTP〜HTP まで〜
⽇本でパスワークのヘルパーを育成し、たくさんの⼈にパスワークを届けたい。

PTP

TTP

（⾃⼰変容プログラ

（LS ティー
チャー認定）

ム）

2年

約3年

HTP
（ヘルパーシップ養成プログラム）
約5年

PIJ は、世界中に広がるパスワークコミュニティーの⼀部として、パスワークの原理に基づく霊的な学びと
探求のための機会をつくってきました。
「魂の航海図」と呼ばれるパスワークの慈愛と叡智に満ちたレクチ
ャーからの教えを学び、⾃⼰、他者、また神聖なるものとの関係性において、統合的な存在の状態が可能
になるように、⾃⼰浄化、⾃⼰変容、そして⾃⼰成⻑のプロセスをサポートする器をこれからさらに広げ
ていきます。
PTP は、パスワークの中核となるプログラムであり、じっくりと⾃⼰の癒しと変容に取り組むプロセスを
経ることにより、⾃然で有機的な発露として、ユニークな存在としての⾃⼰の顕現をプログラムを通して
実現していきます。その後に続く HTP は、スピリチュアルカウンセラーである、パスワークヘルパーを養
成するための本格的なプログラムで、パスワークの叡智に基づき、個⼈やグループの深いプロセスワーク
を安全にサポートする⽅法を学び、霊的な叡智、実践的なワークをさらに深めます。
この度、PIJ スーパーバイザーであるアリソン・グリーン・バートンの統括のもと、全体で約 8 年の年⽉を
かけ、これら⾃⼰探求と本格的なスピリチュアル・ワークのプログラムを⽇本で開講できることは⼤変嬉
しく光栄なことです。最初に PIJ を創⽴してくれたセシリア・サカイさん、そして、レクチャーの翻訳者
はじめ、多くの⽅のご協⼒、導き⼿たちの協⼒のもと、プログラムの開講に⾄りました。
これらのプログラムに参加される動機はお⼀⼈お⼀⼈様々であると思いますが、
⾃⼰の霊的な本質に出会い、その中⼼に根ざす⼈⽣を構築していくこの魂の旅を
先達である講師達と、そして仲間と共に⽇本で⾏うことができるのは、
とても貴重な機会だと思っております。
多くの⽅のご参加をお待ちしております。
⼼からの感謝をこめて。

PIJ PTP 事務局
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PTP プログラム開催概要

魂の旅：Journey of the Soul
1．PTP（⾃⼰変容プログラム）とは︖
PTP とは”The Pathwork Transformation Program”の略称で、⾃⼰を変
容するための約 3 年におよぶプログラムです。このプログラムのテーマは
｢Journey of the Soul︓魂の旅」
、⾃分の中にあるネガティビティと真摯に
向き合い、受け⼊れ、そして変容させることで⾃分⾃⾝の⽣の質を⾼め、
私たちを取り巻く世界に存在するネガティビティを変化させていきます。
そのために、私たちはそれぞれに持つ神聖なる輝きに⼒を与えてくれるハ
イアーセルフと調和していきます。パスワークは、⾃分⾃⾝と他の⼈びと、
そしてすべての創造物との統合を求める魂の願いに応えます。
「この Path(道)におけるゴールは、あなたという存在の中⼼(センター)を⾒つけることです。それは現実
であり、神であり、それを通してあなたは調和の中で完全な充⾜を⾒つけるのです」
（ガイドレクチャー116番）
このプログラムでは、私たちの⽇々の経験をスピリチュアルの実践に結び付け、⾃⼰を成⻑させ、真実の
中に⽣き、そして愛を選択するための⼒を育てます。このワークの結果として、より多くのことに気付く
ようになり、“今”にいられるようになり、愛を経験しそして表現できるようになります。

２．PTP2 期 - 第 1 学年 開催概要／募集要項
●受講資格︓

①PIJ が主催するレクチャー・スタディ シリーズ 1（LS1）
（全 10 回）の修了者
②PIJ が主催するワークショップへの 1 回以上の参加者
※必要によりその他の要件が必要な場合があり、⾯談等で決定することもございます。

③PTP 全過程（ワークショップ、オンラインクラス）の出席が可能な⽅
※特別な理由がある場合は考慮いたしますので、事前にご相談ください。

●募集⼈数︓

13 名〜

※最少催⾏⼈数は 13 名です。受講希望者が 13 名に満たない場合はクラスの時間数を減らす場合があ
ります。あらかじめご了承ください。

●主催者︓

パスワーク・イン・ジャパン（PIJ）

●受講料︓

636,000 円（第 1 学年⽬／全納の場合の受講料）
646,000 円（第 1 学年⽬／分割／18 回払いの受講料）
受講料のお⽀払い⽅法については P9 をご参照ください。

●開催期間︓

2019 年 12 ⽉〜2021 年６⽉

●申込期間︓

2019 年 11 ⽉ 20 ⽇（⽔）

●開催場所︓

対⾯ワークショップ︓東京
オンラインクラス︓ 各⾃⾃宅受講

●受講⽅法︓

対⾯ワークショップ（4 回︓アリソン）
オンラインクラス（10 回／休校⽉以外毎⽉⾃宅受講︓アリソン）
オンラインプロセス（3 回︓アリソン）
※講師は状況により変更になる場合がございます。ご了承ください。
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PTP プログラムの内容詳細
PTP プログラムはそれぞれの過程を段階的に 2 学年で学びます。各学年で、さらにテーマ別のレベル（構
成要素）に分かれています。
PTP 第 1 学年は下記の内容で実施します。
●
●
●
●

対⾯ワークショップ 4 回への出席
オンラインクラス 10 回とオンラインプロセス 3 回への出席（ともに 1 ⽇ 4 時間／⾃宅受講）
各学年在籍中に個⼈セッション 12 回の受講
各回で出される宿題の提出

原則として修了にはすべての要件を満たなければなりませんが、やむを得ない事情などを考慮して、修了
に必要な要件を規定しています（P7「PTP の修了要件」参照）
。
PTP 第 1 学年で使うテキストは
●「パスワーク 〜⾃分を変えたいすべての⼈に〜」
（ナチュラルスピリット社）
●「防御なき⾃⼰」
（スーザン・テセンガ著／ナチュラルスピリット社）
● パスワーク・ガイドレクチャー（PIJ 翻訳版）
●「真の⾃⼰への道（Path to the Real Self）
」
（エヴァ・ピエラコス著／PIJ 翻訳版）
PTP 第 1 学年で使うパスワーク・ガイドレクチャーは事務局よりお渡しします。レクチャーを読んでワー
クに取り組んでください。テキストとして使⽤するレクチャーは PIJ 翻訳版の代⾦として 23 冊分(25,300
円<税込>)をお申込時にお⽀払いいただきます。PIJ 翻訳版のガイドレクチャー以外の書籍については、ご
⾃⾝でご準備ください。
※なお、英語版を読まれる場合でも PIJ 翻訳版をご購⼊いただきます。PTP では「未編集版（Unedited Edition）
」を使いま
す。英語でも「Unedited Edition」版は現在公開されておらず有料(Pathwork Foundation より購⼊)となっています。

第 1 学年
レベル 1︓
パスワークの原理に基づき霊的な基盤を構築する
内容︓
パスワークの原理と教えの基礎を学び深めます。過去の傷を癒してゆくこと、世界の中
で⽣き⽣きと豊かに⽣きることから⾃分を妨げているネガティブなパターンから⾃分⾃⾝を⾃由にしてゆ
くこと、その癒しのプロセスに深く⼊ってゆきます。

第 2 学年
レベル 2︓
⾃分⾃⾝、他者、神との真の関係性を構築する/セクシュアリティの霊的意味を探究する
内容︓
⾃⼰責任について学びます。防衛を緩め、統合的な意識の中で愛に開いていきながら、
相互関係を築いていくことを探究します。また、セクシュアリティの霊的意味についても深めます。
レベル 3︓
ハイアーセルフに調和し、ローアーセルフに向き合い乗り越えることでカルマを癒す
内容︓
ローアーセルフを学び探求します。⾃分⾃⾝の中の深いレベルにある否定性を安全にそ
してハイアーセルフからの視点に基づきながら向き合う⽅法を学んでゆきます。
レベル 4︓
⾃分⾃⾝の魂のユニークな⽬的による世界への貢献とリーダーシップに関して探究する
内容︓
ハイアーセルフとスピリチュアル・セルフを学び探求します。ハイアーセルフの中にお
いてユニークな存在として⾃分⾃⾝が誰であるのかということに開いてゆきます。この段階では、真のそ
して偽りの「与える」ということ、また、真のそして偽りの「スピリチュアルな貢献・奉仕」について学
びます。
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PTP プログラム開催概要
受講形態

⽇時

会場

テキスト

■Class 1: 「呼びかけ」パスワークのイントロダクション
オンライン
12 ⽉ 21 ⽇(⼟)
⾃宅受講
PL
17 番
呼びかけ
(4 時間)
9:00〜13:00
■Class 2: 感情的反応と本物の感情の間にある違い、基本のコミュニケーションスキル
オンライン
1 ⽉ 25 ⽇（⼟）
⾃宅受講
本
第8章
感情的な成⻑とその機能
(4 時間)
9:00〜13:00
感情的反応／感情のチャート
■Class 3︓スピリチュアルの実践のための基礎
対⾯ WS①
２/28(⾦)〜
東京
PL
171 番
霊的法則
アリソン
3/2(⽉)
PL
237 番
リーダーシップ フラストレーションを超越する技術
10:00〜18:00
PL
213 番
｢⼿放し、神に委ねる｣ことの霊的・実践的な意味
※初⽇ 11:00 開始
PRS
第5章
⾃⼰分析における建設的な態度
UDS
第3章
観察者としての⾃⼰を育てる
■Class 4 : エゴとリアルセルフ（真の⾃⼰）
オンライン
4 ⽉ 5 ⽇(⽇)
⾃宅受講
PL
132 番
真の⾃⼰との関係性におけるエゴの機能
(4 時間)
9:00〜13:00
PL
158 番
真の⾃⼰へのエゴの協⼒と妨害
エゴチャート
■Class 5: 転⽣／スピリットの世界
オンライン
５⽉ 3 ⽇(⽇)
⾃宅受講
PL
12 番
霊的な世界の秩序と多様性 – 転⽣のプロセス
(4 時間)
9:00〜13:00
PL
34 番
転⽣の準備
■Class 6︓⾃分の「⼈格タイプ」を知る/⾃分の「⼈格タイプ」を変容させる/すべての「⼈格タイプ」と調和する
対⾯ WS②
7/2(⽊)~7/5（⽇）
東京
PL
43 番
3 つの基礎となる⼈格タイプ︓理性、意志、感情
アリソン
10:00〜18:00
⼈格 チャート
※初⽇ 11:00 開始
■Class 7: 理想化された⾃⼰像とマスク・セルフ
オンライン
８⽉８⽇(⼟)
⾃宅受講
PL
14 番
ハイアーセルフ、ローワーセルフとマスク
(4 時間)
9:00〜13:00
本
第２章
理想化された⾃⼰像
■Class 8︓⼈間の成⻑における偉⼤なる移⾏
オンライン
９⽉ 12 ⽇(⼟)
東京
PL
75 番
(4 時間)
9:00〜13:00
■Class 9: 三つの声のための瞑想 (オンライン プロセス①)
オンライン
10 ⽉３⽇(⼟)
⾃宅受講
本
第 14 章
プロセス
9:00〜13:00
■Class 10: イメージ 防衛魂の傷から⾃分⾃⾝を解放する⽅法
オンライン
11 ⽉ 14 ⽇(⼟)
⾃宅受講
PRS
第 13 章
(4 時間)
9:00〜13:00
PL
201 番
UDS
第5章

⼈間の成⻑における偉⼤なる移⾏
意識の３つの領域チャート
「３つの声のための瞑想」
エゴ、ローワーセルフ、ハイアーセルフ
イメージ
ネガティブな⼒の磁場を消磁する
現在の中で再⽣されている過去を理解する
イメージチャート

■Class : 11 イメージ（オンライン プロセス A/B ②③）
オンライン
11 ⽉ 21 ⽇(⼟)
⾃宅受講
プロセス A
9:00〜13:00
オンライン
11 ⽉ 22 ⽇(⽇)
⾃宅受講
プロセス B
9:00〜13:00
■Class 12︓ハイアーセルフの叡智と助⾔を通してローワーセルフを変容する
対⾯ WS③
2021 年 1 ⽉ 14 ⽇
東京
PL
195 番
ネガティブな志向性を克服するための霊的⾃⼰との同⼀化
アリソン
(⽊)〜17 ⽇(⽇)
本
第 12 章
悪とそれを超越することとが持つ意味
10:00〜18:00
ローアーセルフ資料＆チャート
※初⽇ 11:00 開始
ハイアーセルフ資料＆チャート
■Class 13: ⾃分の悪循環を特定し、いかに⾃分の中⼼に戻るかを学ぶ
オンライン
2 ⽉ 21 ⽇(⽇)
⾃宅受講
PRS
第 21 章
良い循環と悪循環
(4 時間)
9:00〜13:00
悪循環チャート
■Class 14: サポートと正直さをもって⾃⼰の⽋点を⾒つける
オンライン
3 ⽉ 28 ⽇(⽇)
⾃宅受講
PL
26 番
⾃分の⽋点をみつける
(4 時間)
9:00〜13:00
■Class 15: スピリットに開き、スピリット共に創造する
オンライン
5 ⽉ 2 ⽇(⽇)
⾃宅受講
PL
36 番
祈り
(4 時間)
9:00〜13:00
PRS
第6章
祈りと瞑想
■Class16︓⾃由とポジティブな意図の持つ⼒
対⾯ WS④
6 ⽉ 24 ⽇(⽊)
東京
PL
153 番
不随意のプロセスの⾃⼰制御の本質
アリソン
~27(⽇)
PL
194 番
瞑想－その法則と多様なアプローチ－
※初⽇ 11:00 開始
PL
198 番
ポジティブな志向性への変化
PL
210 番
統合の状態への成⻑のための視覚化のプロセス
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プログラムに付随する⾃主取組①（必須）

個⼈セッション

PTP の修了要件には、
第 1 学年終了時までに受講者は個⼈セッション 12 回(1 回 1 時間を基本として、
トータル 12 時間分)の受講が必要となります。
受講者が予約を取り、⾃分のペースで 12 回の受講を完了してください。
個⼈セッションの講師は、下記に記載している PIJ に登録している講師で受講してください。
PTP 受講者には、特別割引料⾦が適応されます。
注意事項
●個⼈セッションの受講費は PTP 受講費には含まれていません。受講の際に別途お⽀払ください。
●初回の対⾯ワークショップ以降、終了予定の 2021 年６⽉までに全 12 回受講してください。
●原則として個⼈セッションの講師は PIJ 登録の講師から選んでいただきますが、今までご⾃⾝で取り組
んでこられた経緯を知ったパスワークの講師でセッションを受けたい⽅は別途ご相談ください。

PIJ 登録講師／料⾦
通訳あり

通訳なし

時差︓右はサマータイム

アリソン・グリーン・バートン

20,000 円（税込）

16,500 円（税込）

時差 －14 時間/－13 時間

マデリン・デートリッヒ

20,000 円（税込）

16,500 円（税込）

時差 －14 時間/－13 時間

17,500 円（税込/特別価格）

14,000 円（税込/特別価格）

時差 －14 時間/－13 時間

20,000 円（税込）

16,500 円（税込）

時差 －14 時間/－13 時間

リサ・シューマーカー

17,500 円（税込）

14,000 円（税込）

時差 －14 時間/－13 時間

ジュディー・ハラス

17,500 円（税込）

14,000 円（税込）

時差 －14 時間/－13 時間

12000（税込）

8500（税込）

時差 －17 時間/－16 時間

-

11,500 円（税込）

*１学年(1 年半)で 20 回以上

*10,500 円(税込/⻑期割引）

継続希望の場合の特別価格

■シニアヘルパー

トム・ハバード
ウェンディ・ハバード
■ヘルパー

■ヘルパー（PTP 研修⽣）
ジャック・ボッジャー
⼤前みどり

※アメリカにはサマータイムがあり、2020 年は 2020 年 3 ⽉ 8 ⽇（⽇）〜2020 年 11 ⽉ 1 ⽇（⽇）です。

●上記の料⾦はオンラインセッションの場合の料⾦です。講師来⽇の際に対⾯でセッションを受講いただ
くときは 500 円プラスの料⾦となります。
●1 セッション 1 時間となっています。1 回に 1 時間以上の受講を希望される場合には、30 分単位で受講
が可能です。
●最初に第 1 学年を通して受講する講師を指名いただきます。基本的には、期間中、同じ講師での受講を
お願いします。やむを得ず変更を希望される場合は直接講師にご相談ください。
※指名の期⽇は 2020 年 1 ⽉末までを予定しています。⽇程の詳細は追ってご案内します。
●指名した講師（担当ヘルパー）以外で、講師来⽇時に対⾯セッションを受けられるセッション数は各学
年につき５回（５時間）とします。その際には、受講⽣が担当ヘルパーにセッション内容を報告すること
とします。
●オンラインの個⼈セッションの予約は、通訳者がアレンジを担当します。受講者が決定した⽇時・講師・
通訳を事務局にメールでお知らせいただき、PIJ が指定する期⽇(予約⽇の 1 週間前)までに受講費のお振
込みをお願いいたします。お振込み確認後、予約が確定されます。原則として、お⽀払い後の受講をお願
いいたします。
●個⼈セッション受講に際しては、別途お渡しする「個⼈セッション受講案内」をよくお読みください。
キャンセルの扱いや予約の取り⽅など、詳細については「個⼈セッション受講案内」に記載しています。
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プログラムに付随する⾃主取組②（必須）

宿題の提出

PTP には宿題があり、宿題の提出が必須となります。
英語での提出になりますので、英語に翻訳したものを提出してください。
必ず期⽇を守って提出してください。
宿題は、講師が受講者の理解度、プロセス、学びにおける到達度を確認するためのものです。したがって、
評価の対象ではありません。しかし、PTP 修了においては必須となりますので、必ず提出してください。
提出の際には下記に記載するとおり、Google クラスルームを使って提出していただきます。Google クラ
スルームの使い⽅は、プログラムのスタート時に事務局よりご説明します。
宿題は、事前に随時お渡しします。内容の確認と、提出期⽇に間に合うようなスケジュール調整などを各
⾃お願いします。
●宿題のレポートの⽂字数については規定はありません。
●内容は必ず英語でご提出をお願いします。翻訳者については別添 PIJ 認定の翻訳者リストをご覧くださ
い。お知り合いなどご⾃⾝で英訳を他の⽅にお願いすることも可能です。
●必ず提出期⽇を守ってください。
●講師/研修⽣からのコメントは Google クラスルーム上に提出いただいた⽤紙に直接記⼊します。
●やむを得ない理由により提出期限を過ぎた場合でも随時提出していただけます。プログラム終了の時点
でレポートが提出されていない場合は PTP 修了を認められませんのでご留意ください。

その他
●Google が提供する Google クラスルームを利⽤します。
このツールは、クラス単位で⽣徒や学習内容を運営・管理するための無料ツールで、すべての連絡や宿題
および資料の配布・提出をこのインターネット上の教室で⾏います。導⼊については、事務局がサポート
させていただきます。
●アプレンティス（研修⽣）がサポートしてくれます。
すべてのクラス、ワークショップを通して、アプレンティス（研修⽣）が私たちをサポートしてくれます。
アプレンティスが担ってくれる役割は
① オンラインクラス、対⾯ WS のすべてのクラスに参加し、PTP ⽣をサポートする
② 宿題を読み、フィードバックを書くとともに、必要に応じて講師に報告する
③ 対⾯ WS の際の会場設営、その他運営のサポートをする
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PTP 修了要件
PTP の受講修了者と認定された⽅には PIJ より修了証明書が交付されます。
修了証は PTP 各学年の修了者に渡される「第 1 学年/レベル 1 修了証」とすべての過程を修了された⽅に
授与する「PTP 修了証」の 2 種を準備しています。
「第 1 学年/レベル 1 修了」と認定されるためには、下記の事項を満たす必要があります。
「第 1 学年/レベル 1 修了証」交付の要件
1．
全過程中 4 回実施されるワークショップのうち３回は必ず参加していること、やむを得ず参加でき
ない場合はそれと同等のチュートリアルを受講していること（※別途規定を参照）
2．
全過程中 10 回実施されるオンラインクラスと 3 回のオンラインプロセスの計 13 回のうち 10 回
以上に出席していること。オンラインクラスについてはやむを得ず出席できない場合は必ず⽋席の
回の録⾳による補講を聴講し、0.5 時間のチュートリアルをうけること
3．
全過程において講師より指定のある宿題をすべて提出していること
4．
PTP の⼀環として規定している個⼈セッションを期間内に必ず 12 回以上受講していること
※「第 2 学年/レベル 2〜4 修了証」交付の要件も基本的には上記の要件と同じです。必要に応じて第 2 学
年で⾒直しをする場合もございますので、第 2 学年の要件についてはプログラムの詳細やその他準備が整
った時点でお知らせいたします。
※やむを得ない事情による例外については考慮いたしますので別途ご相談ください。

⽋席の扱い
【対⾯ワークショップ】

原則としては 4 回のワークショップ（4 回×4 ⽇間＝16 ⽇間）への参加が前提となっています。やむを得
ない場合に限り、全ワークショップを通して合計 4 ⽇分の⽋席を認めます。つまり、総計で 12 ⽇以上の
出席が修了要件となります。
⽋席した場合はそれと同等のチュートリアルを受講していることが必要です。やむを得ない場合の⽋席で
あっても、対⾯ワークショップの費⽤は受講費に含まれている（交通費・宿泊費など除く）ため、費⽤はお
返しすることはできません。別途、PIJ による講義部分録⾳代⾦とチュートリアルにかかる受講費をお⽀
払いただくことになりますのでご了承ください。
●⽋席した⽇数分の対⾯ワークショップの講師講義部分録⾳を必ず聴講してください。PIJ がワークショ
ップの講義部分を録⾳し、販売させていただきます。
●録⾳での聴講に加え、原則として対⾯ワークショップ 1 ⽇につき、1.5 時間のチュートリアル（オンラ
インセッション）を受講していただきますが、講師が必要に応じて時間を決めることがありますのであら
かじめご了承ください。1.5 時間のチュートリアルは、アプレンティスのチュートリアル料⾦ 21,000 円
(通訳あり)／19,500 円(通訳なし)となります。講師が担当する場合は、24,000 円（通訳あり）／22,500
円（通訳なし）

【オンラインクラス/オンラインプロセス】

原則として、10 回以上の出席を修了要件とします。
●オンラインクラスについては、やむを得ない事情により⽋席する場合は、⽋席の回の講義録⾳聴講と、
30 分のチュートリアルを受講してください。講義録⾳については、PIJ が準備し、⾳声データにてインタ
ーネットを使ったダウンロード形式で販売します。チュートリアルの料⾦は下記のとおりです。
- アプレンティスのチュートリアル料⾦︓ 7,000 円（税込）／30 分
- 講師のチュートリアル料⾦︓

8,000 円（税込）／30 分

※上記の⾦額は通訳ありのものです。通訳なしの場合は、それぞれ 30 分毎で 500 円引きとなります。
●オンラインプロセスの⽋席については録⾳聴講もチュートリアル受講も必要ありません。
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受講申込みの際の留意事項
★PTP を受講いただくためには PIJ が規定する受講のための「受講規約」に同意し、同意の旨を署名いた
だく必要があります。この「受講規約」は PIJ が本プログラムを運営していくに際し、受講者の皆様から
のご理解とご協⼒を賜るための規定事項です。
「受講規約」への同意を⽰す署名の受理をもって受講受付と
させていただきます。
★初回の対⾯ワークショップ（東京）では「PTP 受講オリエンテーション」で受講にあたっての⼤切な諸
事項を説明させていただきます。
「受講規約」には下記の事項を規定しています。
●1 学年終了まで「コミットする」ことについて（同意をしたうえで過程途中のキャンセルはお受けできません。）
●受講費のお⽀払いについて
●PTP 運営についての諸規定について
●受講にあたってのご留意事項について
●個⼈情報保護法に基づく守秘義務について
「受講規約」は別添資料にございますので、必ずお読みいただき、すべての記載事項をご理解いただいた
うえで同意を⽰すご署名をお願いいたします。
なお、PTP は最少催⾏⼈数を 13 名としています。
「受講規約」への署名の受理をもって受講される⽅が 13
名に満たない場合、クラスの時間数を減らすという形で対応させていただく場合があります。あらかじめ
ご了承ください。

受講に際しての留意事項

※受講に際しての規定についての詳細はすべて「受講規約」に記載しています。

●受講費のお⽀払いは PIJ の指定ゆうちょ⼝座へのお振込みとなります。現⾦でのお⽀払いは原則受領い
たしません。事情により期⽇までにお振込みができない場合は必ず PIJ 事務局までご連絡ください。なお、
お⽀払期⽇までに⼊⾦が確認されない場合、遅延⾦として 2,000 円を承りますのでご了承ください。
●原則として講座の録画・写真撮影は禁じています。また配布資料の公開、複製も禁⽌します。ご⾃⾝の
復習⽤に、出席されたクラスをご⾃⾝で録⾳することは許可をしています（シェア部分は除く）。ただし、
PTP 事務局による録⾳をご希望の場合は、録⾳データをご購⼊いただけます。
●受講当⽇は必ず開始時刻前に⼊室してください。交通機関の遅延など特別な理由がある場合には、すみ
やかにオーガナイザーにご連絡ください。
●受講中の携帯電話やその他通信機器の使⽤はご遠慮いただきます。必ず「サイレントモード」を設定し
てください。
●受講当⽇は⾹⽔やアロマエッセンスなど⾹のするものの着⽤はご遠慮ください。アレルギーやにおいに
敏感な⽅への配慮として着⽤を禁⽌しています。
●個⼈情報保護の観点から、講師および受講者間の連絡先などの情報提⽰・提供は個⼈責任においてお願
いします。また講義内容については、受講者のみなさんにも守秘義務の徹底をお願いします。
●会場で、PTP に関連すること以外を⽬的としたアンケート、チラシ等の配布、署名、募⾦、物品販売、
勧誘などを⾏う場合は事務局に申告してください。
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勧誘などを⾏う場合は事務局に申告してください。

受講費（第１学年⽬）
受講者数

⼀括⽀払(税込)

2 回払い(税込)

分割⽀払（均等払い）(税込)

13 名〜

636,000 円（12/20 まで）

641,000 円（1 回⽬ 12/20 ま

646,000 円（12/28 初回）

で）

※受講費に含まれるもの︓
※受講費に含まれないもの:

各回の受講費、参考資料費(各 1 部)
各回で使⽤するガイドレクチャー費・参考書籍の購⼊費、受講に関連し発⽣する
交通費や宿泊費、課題／レポート提出の際の翻訳費、修了要件に規定される個⼈
セッション受講費
※PTP では計 23 冊の翻訳版レクチャーを使います。翻訳版レクチャー代⾦(1 冊 1,100 円×23 冊＝25,300 円)
はお申込⾦に含んでいます。ただし、すでにご購⼊済みの PIJ 翻訳版をお持ちの⽅は、お申込みの際に申告いた
だき、その分を差し引いた⾦額をお振込みください。
※すでにお申込み書をいただいている⽅は、改めて同意の旨をインターネット上の「フォームズ」での同意をい
ただき、11 ⽉ 20 ⽇までに、申込⾦のみをお⽀払いください。それをもって、正式な申込みとみまします。そ
の後受講料のお振込は、初回クラスがスタートする 12 ⽉からとなります。

⼀括⽀払い

※申込⾦額には、翻訳版レクチャー代 25,300 円を含んでいます。

▶受講費︓636,000 円
申込⾦（2019 年 11 ⽉ 20 ⽇⽀払期限）
︓25,300 円 ⼀括お⽀払︓636,000 円（2019 年 12 ⽉ 20 ⽇）

分割プラン
■2 回払い ※申込⾦額には、翻訳版レクチャー代 25,300 円を含んでいます。
▶受講費︓641,000 円
申込⾦（2019 年 11 ⽉ 20 ⽇⽀払期限）
︓38,300 円
前期（2019 年 12 ⽉ 20 ⽇）
︓314,000 円 後期（2020 年 7 ⽉ 20 ⽇）
︓314,000 円
■均等分割払い ※初回の⾦額には、翻訳版レクチャー代 25,300 円を含んでいます。
▶受講費︓646,000 円
申込⾦（2019 年 11 ⽉ 20 ⽇⽀払期限）
︓41,300 円 ⽉々35,000 円×18 回（12 ⽉〜2021 年 5 ⽉）

お⽀払期⽇
●均等分割プランをご利⽤の⽅は、毎⽉ 28 ⽇までに受講費を PIJ ゆうちょ⼝座にお振込みください。
期⽇を過ぎてからのお⽀払は 2,000 円の遅延⾦をいただきます。

キャンセルについて
●11 ⽉ 20 ⽇〜11 ⽉ 27 ⽇までのキャンセルは、⼿数料 35,000 円を差し引いてご返⾦します。
●11 ⽉ 28 ⽇以降のキャンセルは原則としてお受けできません。
●PTP は全過程の「コミット」をもって「受講規約」に同意いただいたうえで受講いただくので、PTP 開
始後の受講取り消しはお受けできません。やむを得ない事情により出席が継続できなくなった場合でも、
講義録⾳を聴講する形での受講が可能です。
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