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※冬期休講 12月22日(日)～1月4日(土)

　  　色付きの日は授業があります。
※  休講・補講などによりスケジュールを変更する場合があります。
　  特にターム末は補講実施の可能性が高いため、ご予定ください。
※  コース･クラスにより開始日・終了日が異なります。
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022-215-4011
ご覧いただ

き、
※この時点で予約完了となります。日時をご確認の上、当日お越しください。
※HP参加申込フォームよりご予約いただいた場合、自動返信メール
にてご予約受付完了となります。
※各コースとも定員（10名）になり次第締め切りますので、お早めに
お申し込みください。

開講に先立ち、インタースクールの授業内容や指導方法をより具体的に理解していただくため、コース別に実際の授業で扱った教材を用いて行う無料公開
サンプルレッスンです。担当講師によるカリキュラム説明および教授メソッドの解説、スタッフからのコース概要説明も行います。レッスン後には皆様からのご
質問にもお答えします。

目的とレベルにあったクラスからスタートして頂くための入学レベル判定テストです。

●15分前までに仙台校受付に
お越しください。
●筆記用具・辞書をお持ちくだ
さい。

予約した日に
サンプルレッスンに参加する

会議通訳コース

通訳入門コース

実践翻訳コース

翻訳コース

英語専修コース（Ⅲ）

英語専修コース（Ⅰ・Ⅱ）
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(土)

9/21
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15:00

15:30～
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全四技能完全養成コース
（Upper）

全四技能完全養成コース
(Basic・Intermediate)

ベルチェックテスト（要予約）レ

申込方法
●電話、またはHPからお申込みください。
●当日は受験願書記入などの手続きがございますので、開始時刻の15分前まで
にご来校ください。
●当日は筆記用具、受験料（1,000円 消費税込み）をお持ちください。
※一度納入された受験料は、理由の如何を問わず、お返しできませんので、ご了承
ください。
注意事項
※上記以外の時間でも、個別に受験いただけます。詳しくはお問合せください。
※レベルチェックテストの受験が不要のコースは、各コース記載のレベルの目安
を参考にお申込みください。
※当日の実施状況によっては、各テストの開始時刻および終了時刻が若干遅れる
可能性がございます。予めご了承ください。

会議通訳コース

翻訳コース/実践翻訳コース

英語専修コース/通訳入門コース/
全四技能完全養成コース
いちから始める通訳レッスン
英文ライティング入門/翻訳入門コース
プライベート・セミプライベートレッスン

英語総合力テスト + 通訳テスト

英語総合力テスト + 翻訳テスト

英語総合力テスト

①10:00～10:40
②14:00～14:40
③16:00～16:40
④19:00～19:40（平日のみ）

①10:50～11:25
②14:50～15:25
③16:50～17:25
④19:50～20:25（平日のみ）

受験料 1,000円（消費税込み）

英語総合力テスト
（文法・語彙・読解・聴解）

約40分

9月9日（月）～
平日・土曜受付（日・祝日除く）

通訳テスト（訳出・筆記逐次）
または 翻訳テスト

約35分日  付

テスト

※通訳テスト、翻訳テストは受験が必要なコースをご希望の場合のみ受験してください。

電話またはHPから予約する

サンプルレッスンのご参加が難し
い場合は、スタッフによるコース
説明を随時行っておりますので、
ぜひご相談ください。
※その他のコースをご希望の場合
には、事務局にお問合せくださ
い。別途コース説明をさせて頂
きます。
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学までの流れ入

 

 

 
 

無料サンプルレッスン参加（要予約）
プロ通訳者、翻訳者、担当講師によるコース別
無料体験レッスンを行います。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　   

入学手続き
テスト結果通知時にお渡しする「受講申込書兼契約書」に必要事項をご記入いただき、手続きを行ってください。
①受講希望クラス（曜日・時間）をお選びください。
②「受講申込書兼契約書」にご記入いただく際には、必ず「受講ご確認書」(別紙）と「学費分別・個人情報の取り扱いについて」（本
　冊子p.11）をよくお読みの上、お手続きください。
③記入済みの「受講申込書兼契約書」をご郵送、または直接インタースクール事務局にお持ちいただき、ご提出ください。
④学費のお支払は、当校指定の銀行口座にお振込でお願いします。

正式登録

        ●受講申込書兼契約書および学費の受領が確認でき次第、正式登録となります。
●電話・FAX・Eメールでの登録予約はお受けできません。

正式登録は先着順となります。申込受付期間内であっても各クラス定員になり次第、締め切らせ
ていただきますので、できるだけお早めの手続きをおすすめいたします。

受講確定証の送付

        

●登録人数が最少開講人数（4～6名）に達した時点でクラスの開講が決定となります。お申込いただきましたクラスの開講が決
定次第、受講確定証をお送りいたします。

●最少開講人数に満たないクラスは開講できない場合がございますので、予めご了承ください。その場合はインタースクール事務
局より開講日の一週間前までにご連絡の上、学費をご指定の銀行口座に返金いたします。

※お早目のお申し込みをお願いしております。開講・不開講の決定は開講日の1週間前に行います。お申し込み人数の少ないクラスについ
ては、その時点で最少開講人数に満たない場合、当該コースは不開講とさせて頂きますので、ご了承下さい。

七十七銀行　新伝馬町支店　普通9037233　口座名　株式会社インターグループ

※入学時レベルチェックテストが不要なコースをご希望の方は、事務局までご連絡ください。お申込みに必要な書類をお送りします。

 ※お申込み後、クラスの変更を希望される場合、既に定員に達しているクラスにはお入りいただけません。予めご了承ください。

インタースクール仙台校
＜お問合せ・詳細はこちら＞

住所：〒980-0013　仙台市青葉区花京院1-1-5 タカノボル第25ビル7階
受付時間：

レベルチェックテスト受験
あなたの目的とレベルに最も適したクラスから
スタートしていただくための入学レベル判定テスト
です。（有料）　　　　　　　　　　         

TEL:022-215-4011　FAX:022-262-3139

月曜日・水曜日　　 9:30～20:00
火・木～土曜日　　9:30～17:30
　　　　　　　　

※日曜･祝日は事務局休業日です

E-mail: school-sendai@intergroup.co.jp
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ースレベル表コ
詳細

p.5

p.6

p.7

p.5

p.5

p.8

p.6

p.8

レベルの目安
学習のゴール TOEICⓇ

500

ビジネスで役立つ
語学力を身に
つけたい方

基礎をさらに
強化したい方

プロ通訳者・
翻訳者
を目指す方

自分のペースで
学びたい方

TOEICⓇ
600

TOEICⓇ
700

TOEICⓇ
800

TOEICⓇ
900～

全四技能
Basic

全四技能
Upper

通訳入門コース

翻訳入門コース

いちから始める通訳レッスン

プライベートレッスン・セミプライベートレッスン

英文ライティング入門

翻訳コース

会議通訳
本科 Ⅰ

会議通訳
本科 Ⅱ

実践翻訳
コース

※この表はあくまで目安であり、ご入学レベルは当校のレベルチェックテストの結果に基づきご案内いたします。

　 
　

※在校生・休学生の方で、会議通訳コース・翻訳コースのご受講をご希望の場合は、英語専修コースのリスニングおよびリーディング
両サイドのレベルⅢ修了（進級）判定が必要です。

p.7

全四技能
Intermediate

英語専修
レベルⅠ

英語専修
レベルⅡ

英語専修
レベルⅢ

5

確立したカリキュラムをもとに、通訳者としての基礎を一通り学ぶためのコースです。さまざまな場面に応用できる通訳技
能を養成します。各レベルでは、通訳に必要なスキル（内容理解力・情報保持力・訳出力/デリバリー）を高めるための基礎
訓練と訳出訓練を行います。

受 講 料：本科Ⅰ 174,000円（入学時のみ+入学金40,000円）（税抜）
本科Ⅱ 153,000円（入学時のみ+入学金40,000円）（税抜）

受講期間：10月19日(土)～3月1日(日)

半世紀の経験と実績～インタースクールが誇る通訳者養成コース会議通訳コース

】回71全【 cisaB Ⅰ 科本
土　　　15:00～18:00

】回71全【 decnavdA Ⅰ 科本
土　　　15:00～18:00

】回71全【 Ⅱ 科本
日　　10:00～12:00

話し手や書き手の内容を正確に理解し、相手や第三者に伝えるには、様々なスキルが必要とされます。通訳訓練法を使い、
語学力全般の向上はもちろん、通訳・翻訳訓練を始める基礎を固めていきます。より高い英語力を身につけたい方や、通
訳・翻訳コースへの準備にも最適です。

受 講 料：56,000円（入学時のみ+入学金40,000円）（税抜）

本格的な訓練を始める基礎固め通訳入門コース

受講クラス
土　　　15:30～17:15

受講期間：11月30日（土）～2月15日（土）【全10回】

受 講 料：35,000円（入学金なし）（税抜）

通訳の基本スキルを身につけるいちから始める通訳レッスン

受講クラス

火　　　13:00～14:30

受講期間：11月19日（火）～2月25日（火）【隔週 全7回】

本格的な通訳の学習を始める前に、知っておきたい効果的な通訳スキルの基礎を、現役通訳者でもある教授経験豊富な
日本人講師が丁寧に指導していきます。構文理解力、リスニング力、訳出の仕方など、通訳の学習に興味のある方や、現状
の英語力を伸ばしたい方にもおすすめです。
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土　　　15:00～18:00

】回71全【 decnavdA Ⅰ 科本
土　　　15:00～18:00

】回71全【 Ⅱ 科本
日　　10:00～12:00

話し手や書き手の内容を正確に理解し、相手や第三者に伝えるには、様々なスキルが必要とされます。通訳訓練法を使い、
語学力全般の向上はもちろん、通訳・翻訳訓練を始める基礎を固めていきます。より高い英語力を身につけたい方や、通
訳・翻訳コースへの準備にも最適です。

受 講 料：56,000円（入学時のみ+入学金40,000円）（税抜）

本格的な訓練を始める基礎固め通訳入門コース

受講クラス
土　　　15:30～17:15

受講期間：11月30日（土）～2月15日（土）【全10回】

受 講 料：35,000円（入学金なし）（税抜）

通訳の基本スキルを身につけるいちから始める通訳レッスン

受講クラス

火　　　13:00～14:30

受講期間：11月19日（火）～2月25日（火）【隔週 全7回】

本格的な通訳の学習を始める前に、知っておきたい効果的な通訳スキルの基礎を、現役通訳者でもある教授経験豊富な
日本人講師が丁寧に指導していきます。構文理解力、リスニング力、訳出の仕方など、通訳の学習に興味のある方や、現状
の英語力を伸ばしたい方にもおすすめです。
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「いかに原文を正確に理解し、分かりやすい訳文に表現していくか」という、翻訳をするうえで最も重要なスキルを身につけ
るコースです。英日/日英翻訳の力を養います。訳出するうえでの基本的なルール・プロセスを学び、原文の意味を正確に把
握する力と、まとまった文章の翻訳を完成させる能力を習得します。翻訳者を目指す方はもちろん、仕事で翻訳スキルを必
要としている方、既に翻訳を手がけている方のブラッシュアップに最適です。

受 講 料：148,000円（入学時のみ+入学金40,000円）（税抜）

翻訳スキルを効果的に身につける翻訳コース

土　　 13:00～15:00
受講クラス

受講期間：10月19日（土）～3月7日（土）【全18回】

書き手の内容を正確に理解し、訳出するうえでのルールや翻訳のプロセスについて、基本から学びます。英日・日英
の両面から、基本的な翻訳スキルの習得を目指します。
翻訳の学習に興味がある方、翻訳の基本を身に付けたい方、仕事で行う簡単な翻訳の質を高めたい方、翻訳コースへ
の準備にも最適です。

受 講 料：47,000円（入学金なし）（税抜）

翻訳の基礎固めに翻訳入門コース

火　　 10:15～12:00
受講クラス

受講期間：10月29日（火）～12月17日（火）【全8回】

翻訳コース修了者および実務翻訳の経験者を対象にした、社内翻訳者やフリーランス翻訳者に必要な実践的な知識やスキル
を身につけるためのコースです。社内文書やCSRレポート、宣伝媒体、医薬関連文書、公的機関の報告書宣伝媒体など、
形式や目的の異なる文書を扱い、それぞれのニーズに合った語彙や語調で訳文を仕上げる技術をディスカッションをメイン
としたワークショップ形式で学びます。
ターム終了時には、修了試験として全受講生を対象に「プレトライアル」を実施します。プレトライアルの訳文は、（株）イン
ターグループのネイティブプルーフリーダーと翻訳室の日本人チェッカーが校正・評価を行いフィードバックします。

＊プレトライアルの結果、翻訳技術と経験が十分と認められた希望者には、翻訳者採用試験である「トライアル」を受けて
　頂きます。合格者には（株）インターグループのフリーランス翻訳者として登録させていただき、経験・専門分野に応じて
　翻訳案件を紹介いたします。また、弊社翻訳室（東京本社）のチェッカーとしての採用の機会もございます。

受 講 料：117,000円（入学時のみ+入学金40,000円）（税抜）

実務翻訳を究める実践翻訳コース

土　　 10:00～12:00
受講クラス

受講期間：10月19日（土）～2月1日（土）【全13回】

7

読・書・聴・話の4技能を総合的に高めるコースです。多岐にわたるトピックを使いながら、内容理解度を深める読解力、課
題の添削によるライティングスキル、発音・イントネーションと密接に関わるリスニングスキル、文法・語彙の運用力を習得
していきます。
教授経験豊富なネイティブ講師が担当し、実践で活かせる英語力を鍛えます。

受 講 料： Basic/Intermediate  85,000円（入学時のみ+入学金30,000円）（税抜）
 Upper  100,000円（入学時のみ+入学金30,000円）（税抜）  

英語総合力（読・書・聴・話）のスキルアップ全四技能完全養成コース

Basic
月　　　19:15～20:45

 Intermediate
月　　　19:15～20:45

Upper
    水　　　19:00～20:45

受講期間：10月21日（月）～3月16日（月）【全18回】

「なんとなく分かったつもり」から「確実に理解する力」を身につけたい方におすすめの、通訳訓練法を取り入れたコースです。
英語を日本語に訳出する訓練を通し、構文理解力・文法力・語彙力・リスニング力・リーディング力を向上させていきます。
通訳者・翻訳者を目指している方、仕事で正確な英語力を必要とする方に最適です。

※サイド毎にレベル判定を行いますので、サイド単位での進級が可能です。

※在校生・休学生の方で、会議通訳コース・翻訳コースのご受講をご希望の場合は、英語専修コースのリスニングおよび
リーディング両サイドのレベルⅢ修了（進級）判定が必要です。

通訳訓練法を導入した国際社会で通用する英語力の養成英語専修コース

リスニングサイドレベルⅠ 土　　　10:00～11:45

リーディングサイド 土　　　14:30～16:15

レベルⅡ リスニングサイド 土　　　12:15～14:00

リーディングサイド 土　　　14:30～16:15

リスニングサイドレベルⅢ 土　　　12:15～14:00

リーディングサイド 土　　　10:00～11:45

◆両サイド選択【全36回】　◆片サイド選択【全18回】

早期セット申込み特典のご案内
英語専修コースを早期（10/3まで）に両サイド受講をお申込みの方には、受講料10%OFFの特典を
ご用意しております。

9/30までのお振込（消費税8%）
183,600円 ⇒ 165,240円（税込）

10/1以降のお振込（消費税10%）
187,000円 ⇒ 168,300円（税込）

※他の割引と併用することはできませんのでご了承ください。

受 講 料： 両サイド選択　170,000円（入学時のみ+入学金40,000円）（税抜）
 片サイド選択　101,000円（入学時のみ+入学金40,000円）（税抜）
受講期間：10月19日(土)～3月7日(土)
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ご自分のペースで学習を進められます

授業内容は、英会話から通訳訓練、プレゼンテーションの準備など、ご希望に応じてプランをご提案させていただきます。
自分のペースで確実に力をつけたい方、既存コースの日程が合わない方におすすめです。

レッスン例
・ レギュラーコース： 通訳入門コース、会議通訳コース、英語専修コースなど
・ 資格試験対策： 英検、TOEIC試験対策など
・ その他： プレゼンテーション、ビジネス会話、英会話など

※セミプライベートレッスンをご希望の方は、レベル・希望内容が同一の方とお申込みください。
※教材費を別途ご負担いただく場合がございます。

受 講 料：内容や回数によって異なりますので、御見積をお申し付けください。

プライベートレッスン
セミプライベートレッスン

受講期間・回数：ご都合にあわせて設定いたします。

ご自分のペースで学習を進められます

英語学習に欠かせない英文法の知識を実践レベルに引き上げ、英文ライティングの基礎を学びます。日本人講師が文
法解説を行いながら、英文を正確に組み立てるスキルを丁寧に指導していきます。
正しい英文を作るスキルを身につけたい方、英語力の土台を確かなものにしたい方、英文法が苦手で復習したい方、
英語の正しい運用能力を高めたい方にもおすすめです。

英文ライティングを基本から学ぶ英文ライティング入門
受 講 料：41,000円（入学金なし）（税抜）
受講期間：11月27日（水）～1月22日（水）【全7回】

水　　 19:00～20:45
受講クラス

9

インタースクールは全国の主要都市にございますので、ご希望校へご転校いただけます。なお、コースのカリキュラムが
各校により多少異なる場合や、入学金・受講料に差額が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。

ですが、
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費一覧学
コース

会議通訳コース  

通訳入門コース
翻訳コース
実践翻訳コース  

英語専修コース  
片サイド
両サイド

全四技能完全養成コース

翻訳入門コース

入学金
（税抜）

授業料
（税抜）

（新入生）合 計
（税抜）

40,000円
（入学時のみ）

30,000円
（入学時のみ）

不要

本科 Ⅰ Basic
本科 Ⅰ Advanced
本科 Ⅱ

174,000円
174,000円
153,000円
56,000円
148,000円
117,000円
170,000円
101,000円
85,000円
100,000円
47,000円

214,000円
214,000円
193,000円
96,000円
188,000円
157,000円
210,000円
141,000円
115,000円
130,000円
47,000円

いちから始める通訳レッスン 35,000円 35,000円
英文ライティング入門 41,000円 41,000円

Upper
Basic・Intermediate

※入学金は、入学時にお支払いいただきます。
※上記料金は税抜価格となっております。
※継続生・復学生の方で、入学金があるコースを受講されていた場合、入学金納入の必要はありません。
※入学金不要のコースを受講後、入学金があるコースを受講される場合は、入学金を頂戴いたします。
※テキスト代は受講料に含まれます。
※入学金・受講料の設定は、インタースクール各校によって異なります。転校の際には差額が発生する場合があります。

割引制度をご利用の方は、受講申込書兼契約書の通信欄に必ずご記入ください。    
複数の割引制度を併用することはできません。    

引制度のご案内割

タームの途中から入学される方は、受講開始日によって下記の通り割引が適用されます。    

●ご入学時にコース全体の10%以上にあたる回数が終了　⇒　受講料5％OFF
●ご入学時にコース全体の20%以上にあたる回数が終了　⇒　受講料10％OFF

◆ 途中入学割引

受講料の5%（入学金は対象外）

2019年10月1日時点で、高等学校・短期大学・大学・
大学院のいずれかに在籍している方。
※通信生・夜間生を含む正規生に限る。聴講生・研究生は含みません。

学生証のコピー

◆ 学生割引（全コース対象）

必要書類

対象者

割引率
インタースクール仙台校「受講申込書兼契約書」の
通信欄に、学生割引制度利用の旨を明記の上、
「学生証のコピー」を添えてお申し込みください。

申込方法
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1. 個人情報の取得と利用について
当社は皆様の個人情報を下記の目的で取得・利用させていただきます。ご提供いただいた個
人情報を目的の範囲をこえて利用することはありません。
・受講内容等の資料を送付するため
・受講されるクラスに関する事務手続きのため
・サンプルレッスン／レベルチェックテスト／セミナー参加等に関する連絡のため
・クラス運営における参考資料とするため
・お問い合わせに対する回答のご連絡のため
・その他のサービス／情報等をご提供するため
・ 当社から国際会議／通訳／翻訳／人材派遣（職業紹介）／語学研修／データ収集業務など
のお仕事をご紹介させていただくため（ただしご本人の承諾を得た場合のみ）

・資産保全信託契約に基づく元本受益者に元本受益権の分配手続きを実施するため
・ビデオ及びオンラインによるモニタリング等における安全管理措置のため

2. 個人情報の第三者提供について
当社は、法令の規程又は司法手続きに基づく要請による場合を除き、取得した受講生の皆様の個
人情報を第三者に提供することはありません。ただし、資産保全信託契約に基づき当社が破綻等
の状況になった時は、受益者代理人（乙）が元本受益権の一括行使の上分配手続きを実施する
ために受講生の皆様に個別の意思確認を行うことなく、ご提供いただいた受講生の皆様の個人
情報を受益者代理人（乙）および受託者へ提供します。

3. 業務委託に伴う個人情報の委託について
当社はご提供いただいた個人情報を集計や加工のために第三者に委託することがあります。
この場合の業務委託先は、当社が個人情報保護体制について一定の水準に達していると判断
した先で、かつ個人情報の取り扱いについて守秘義務等を内容とする契約書を締結した先に
限定します。

個人情報お問い合わせ窓口
株式会社インターグループ
FAX：06 6372 8087

E-Mail: indi-info@intergroup.co.jp

4. 個人情報を提供される場合の留意点
皆様が個人情報を当社に提供されるか否かは、皆様の判断にお任せいたします。ただし、必須記
入の表示がされている箇所にご記入がない場合は、一部サービスを受けられない場合があります
のでご了承ください。

5. その他の事項
・当社では皆様にご提供いただいた個人情報に関して適用される法令を遵守いたします。
・当社ではより良く皆様の個人情報の保護を図るために、又は日本国の従うべき法令の変更に伴
い、個人情報保護方針を改定することがあります。

・当社のウェブサイトは外部サイトへのリンクを含んでいます。リンク先のサイトにおける個人情報保
護やサイトの内容に関しては責任を負いかねます。

・当社WEB画面はクッキーにより個人情報を取得する場合があります。

6. 個人情報の開示等に関するお問い合わせについて
当社の管理する全ての個人情報については、ご本人による利用目的の通知・開示・内容の
訂正・追加又は削除・利用の停止・消去及び第三者への提供の停止の権利を行使すること
が可能です。個人情報に関するお問合せ窓口までご相談ください。
（https://www.intergroup.co.jp/images/pm.pdf）
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1. 個人情報の取得と利用について
当社は皆様の個人情報を下記の目的で取得・利用させていただきます。ご提供いただいた個
人情報を目的の範囲をこえて利用することはありません。
・受講内容等の資料を送付するため
・受講されるクラスに関する事務手続きのため
・サンプルレッスン／レベルチェックテスト／セミナー参加等に関する連絡のため
・クラス運営における参考資料とするため
・お問い合わせに対する回答のご連絡のため
・その他のサービス／情報等をご提供するため
・ 当社から国際会議／通訳／翻訳／人材派遣（職業紹介）／語学研修／データ収集業務など
のお仕事をご紹介させていただくため（ただしご本人の承諾を得た場合のみ）

・資産保全信託契約に基づく元本受益者に元本受益権の分配手続きを実施するため
・ビデオ及びオンラインによるモニタリング等における安全管理措置のため

2. 個人情報の第三者提供について
当社は、法令の規程又は司法手続きに基づく要請による場合を除き、取得した受講生の皆様の個
人情報を第三者に提供することはありません。ただし、資産保全信託契約に基づき当社が破綻等
の状況になった時は、受益者代理人（乙）が元本受益権の一括行使の上分配手続きを実施する
ために受講生の皆様に個別の意思確認を行うことなく、ご提供いただいた受講生の皆様の個人
情報を受益者代理人（乙）および受託者へ提供します。

3. 業務委託に伴う個人情報の委託について
当社はご提供いただいた個人情報を集計や加工のために第三者に委託することがあります。
この場合の業務委託先は、当社が個人情報保護体制について一定の水準に達していると判断
した先で、かつ個人情報の取り扱いについて守秘義務等を内容とする契約書を締結した先に
限定します。

個人情報お問い合わせ窓口
株式会社インターグループ
FAX：06 6372 8087

E-Mail: indi-info@intergroup.co.jp

4. 個人情報を提供される場合の留意点
皆様が個人情報を当社に提供されるか否かは、皆様の判断にお任せいたします。ただし、必須記
入の表示がされている箇所にご記入がない場合は、一部サービスを受けられない場合があります
のでご了承ください。

5. その他の事項
・当社では皆様にご提供いただいた個人情報に関して適用される法令を遵守いたします。
・当社ではより良く皆様の個人情報の保護を図るために、又は日本国の従うべき法令の変更に伴
い、個人情報保護方針を改定することがあります。

・当社のウェブサイトは外部サイトへのリンクを含んでいます。リンク先のサイトにおける個人情報保
護やサイトの内容に関しては責任を負いかねます。

・当社WEB画面はクッキーにより個人情報を取得する場合があります。

6. 個人情報の開示等に関するお問い合わせについて
当社の管理する全ての個人情報については、ご本人による利用目的の通知・開示・内容の
訂正・追加又は削除・利用の停止・消去及び第三者への提供の停止の権利を行使すること
が可能です。個人情報に関するお問合せ窓口までご相談ください。
（https://www.intergroup.co.jp/images/pm.pdf）
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〒105-0001東京都港区虎ノ門2－2－5
共同通信会館4F
Phone : 03 5549ー6910
■東京メトロ銀座線・南北線 溜池山王駅9番出口より徒歩４分
■東京メトロ千代田線・丸ノ内線 国会議事堂前駅9番出口より徒歩４分
■東京メトロ銀座線 虎ノ門駅3番出口より徒歩６分

〒810-0041　福岡市中央区大名２-４-22
新日本ビル８F
Phone：092ー 712ー 9549
■ 地下鉄空港線「赤坂駅」4番出口より徒歩１分
■ 西鉄バス「赤坂門 (大正通り側 )」すぐ
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