Summer Course - APPLICATION FORM
Please fill in this form completely.

Photo

1. Personal Information

(30mmX40mm)

Last Name

Male

First Name

Female
Nationality

Date of Birth (dd/mm/yy)

Place of Birth

(Home address) Street and Number

City

State

Zip Code

Country

E-mail

Home Telephone

Cell phone

Occupation

Education
Work Experience
How did you find out about Accademia Riaci?

2. Program You are applying

*I prefer to attend classes in □Italian □with English interpreter

□ Interior Design

□ Product Design

□ Graphic Design

□ Fashion Design

□ Shoe Making

□ Shoe Design

□ Bag Making

□ Bag Design

□ Jewelry Making

□ Jewelry Design

□ Fashion Business

□ Glass Art

□ Illustration

□ Painting and Drawing

□ Restoration of Paintings

□ Textile Design

□ Ceramics

□ Art History

□ Bookbinding

□ Italian Home Cooking

□ Flower Arrangement

□ Italian Language

□ English Language

□ Other

3. Start Date

/

/

(dd/mm/yyyy)

4. Duration
2 weeks (14 days)

4 weeks (28 days)

6 weeks (42 days)

8 weeks (56 days)

12 weeks (84 days)

*excluding school holidays

5. Housing (Shared Apartment)
Twin Room

Single Room *You must pay additional charge.

Unnecessary

6. Enclosing the following documents
Application Form

Photocopy of your passport or ID

Please send us the following items, if you have. (No mandatory)

1 passport-size photo (3cmX4cm)

Portfolio of 12 Art works

7. Payment Procedure
International Students
Bank Name: SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION Branch Name: AZABU BRANCH Branch Address: 4-1-3 Nishiazabu Minato-ku Tokyo 106-0031 JAPAN
SWIFT Code/BIC:SMBC JP JT Accout Holder: ACCADEMIA RIACI TOKYO OFFICE Account Holder’s Address: 5-15-20-702 Minamiazabu Minato-ku Tokyo
106-0047 JAPAN Account number: 270-107029
Italian Students

Bank Name:Banco Posta Account Holder's Name: Accademia Riaci Account Holder’s Address: Via De’ Conti, 4-50123 Firenze, Italia
TEL:+39-055-289831
CODE IBAN: IT26 W076 0102 8000 0008 4496 884 CODE BIC/SWIFT BPPIITRRXXX CIN:W ABI:07601 CAB:02800 N.CONTO:000084496884
*If sending fee by bank transfer, you should add Euro 68 to the total amount payable to cover the charges made by bank.
ACCADEMIA RIACI PRIVACY POLICY
Accademia Riaci is registered to hold your personal data under the European Reg (UE) 2016/679-and Italian privacy law (our privacy policy is available on our official
web site). This information will be used for administrative purposes. I hereby agree to comply with the above regulations and I authorize the use of my personal
information by Accademia Riaci, in accordance with Reg. (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation and Italian law on privacy.

I have read and agree to the ACADEMIC POLICIES.
Signature

Accademia Riaci

Date
Via De’ Conti, 4 - 50123 Firenze, Italia +39-055-289831 (Phone)
+39-055-212791 (Fax)
accademiariaci@accademiariaci.info
http://www.accademiariaci.info

ACADEMIC POLICIES
1. Formal admission to ACCADEMIA RIACI and payment of
tuition and fees are prerequisites to registration. All students,
by virtue of registering, agree to comply with the regulations of
the school and to pay all applicable tuition and registration fees
before the course start date. Payments can be made
exclusively by wire transfer to the bank account indicated by
the Office of Admissions. ACCADEMIA RIACI will provide the
student with a certificate of payment confirmation. The
certificate of enrollment will be issued only after receiving the
confirmation of the wire transfer by the Office of Admissions.
ACCADEMIA RIACI may, at its sole discretion, exclude from
any course and/or examinations any registered student who
fails to pay the applicable Tuition Fee within the period stated
above or any other period as may be agreed with ACCADEMIA
RIACI. ACCADEMIA RIACI reserves the right to claim back
from any such student any reasonable expenses incurred in
reliance upon his/her registration on the course.
2. Enrollment Fee and Deposit paid to ACCADEMIA RIACI are
non-refundable unless ACCADEMIA RIACI decides not to
grant the student a place on the relevant course. If cancellation
occurs not less than 90 days before the course start date,
ACCADEMIA RIACI will refund 100% of the Tuition (excluding
Enrollment Fee and Deposit); 50% of the Tuition (excluding
Enrollment Fee and Deposit) will be refunded if cancellation
occurs at least 30 days before the course start date. NO
REFUND will be made if cancellation occurs less than 30 days
before the course start date. For students who do not hold an
EU passport, there will be NO REFUND after the Certificate of
Enrollment has been issued.
3. Tuition includes a Certificate of Attendance or a Diploma
issued right after completion of the course.
4. ACCADEMIA RIACI will be responsible for preparing a basic
equipment for student use. However, expenses for any
materials needed for each student’s course and projects are
not included in the course fees.
5. Specific information such as the duration of the course shall
be communicated to the student upon registration. Examinations must be taken at the end of the relevant course. No
student shall be allowed to take the examinations after the end
of the relevant course and ACCADEMIA RIACI shall not, in this
case, issue any final certificate of attendance or the official

diploma to the student.
6. Class attendance is MANDATORY. No student will be
allowed to the final examinations unless he/she attends at
least 80% of the lessons. No final certificate shall be issued
unless the student maintains the required attendance record
until the end of the course and achieves the required pass
mark in the examinations. If a student does not attend lessons,
tuition and fees won't be refunded.
7. By enrolling in any course offered by ACCADEMIA RIACI,
students agree to comply fully with the disciplinary rules of
ACCADEMIA RIACI as this represents a condition of the
agreement between students and ACCADEMIA RIACI.
Compliance which the disciplinary rules shall involve a good
attendance record, a rigorous respect of the schedule of
lessons and a responsible attitude towards the staff of
ACCADEMIA RIACI allows students to use any equipment
within ACCADEMIA RIACI. Failure to adhere fully to these
rules may result in disciplinary measures being taken against
the offending student (which, for the avoidance of doubt, may
involve the expulsion of the student from the relevant course).
To the fullest extent permitted by Italian law, ACCADEMIA
RIACI reserves the right to claim damages in relation to any
loss caused by the student.
8. Courses are organized according to the schedules, dates,
and programs established by the teachers appointed by
ACCADEMIA RIACI, which reserves the right, at any time, to
amend any aspect of the course as may be necessary.
9. The examination papers, together with any material
produced by the students during classes shall be deemed to
be the property of ACCADEMIA RIACI. Students hereby
assign all copyrights arising in any material produced by the
students to ACCADEMIA RIACI and in particular allow
ACCADEMIA RIACI to exhibit, reproduce and/or publish such
material.
10. Changing a course (the subject or the course start date) is
possible only if the new course begins within 365 days from
the initial start date, and within the following conditions:

enrollment fee of the registered course; Short-term courses:
by paying the 20% of the sum of tuition and enrollment fee of
the registered course.
b) if course change request is notified within 30 days before
the course start date:
Long-term courses (one-year/semester): by paying the
enrollment fee of the registered course and 50% of its tuition;
Short-term courses: by paying the 20% of the sum of tuition
and enrollment fee of the registered course.
There is NO REFUND of the fees already paid. Students can
allocate the fees already paid, deducting the above course
change fees, to the payment for new courses.
11. ACCADEMIA RIACI reserves the right to cancel a course
due to low enrollment or other circumstances beyond the
school's control. Students who are registered in a course that
is canceled will be notified, and the course fees will be fully
refunded.
12. ACCADEMIA RIACI assumes no responsibility for
damaged, lost, or stolen personal items.
13. Students who damage or vandalize school property will be
responsible for its repair and/or replacement.
14. ACCADEMIA RIACI is closed on Italian public and school
holidays, such as spring break, fall break, summer, and
Christmas holidays.
15. No variation of this agreement shall be effective unless in
writing and signed by or on behalf of each of the parties.
16. For programs held in Florence off campus, the agreement
between ACCADEMIA RIACI and students shall be subject to
the Italian law and the parties hereby agree that the Italian
courts in Florence shall have sole jurisdiction over any dispute
arising out of this agreement.
By completing the application form for any of the courses
offered by Accademia Riaci, you acknowledge that you have
read, understand and agree to the "ACADEMIC POLICIES".

a) if course change request is notified from 90 to 30 days
before the course start date:
Long-term courses (one-year/semester): by paying the

ACCOMMODATION GENERAL CONDITIONS
1. The Check-in date for accommodation is on Sunday and
Checkout is on Saturday. Check-in and Checkout on any other
day is on additional charge as written on the list. If the additional
days rate exceeds additional week rate the cheaper will apply.
We strongly recommend you to check in at least 1 week prior to
the course start.

9. School accommodation is basically in flats, located in the city
distributed to different sites near city center. Each flat has
usually several rooms, and each room has 1, 2 or sometime 3
beds. Students using the same flat will share kitchen and
bathroom. Students are automatically allocated to their
accommodation, and cannot choose.

2. The deadline for accommodation request is 60 days before
the entrance, or at the same time of application.

10. The roommates are decided based on gender. Students
cannot choose their roommates or flat mates depending on their
personal preferences, except for the cases that the school
considers justified.

3. In order to place a reservation for 2 months or more, you
need to pay a deposit fee equivalent to 1-month fee. This
deposit fee is not refundable, and the last 1 month’s rent is
taken from the deposit. For deposit amount for accommodation
of less than 2 months, please inquire. If you reserve a
Residence, please reserve preferably 4 months before check-in.
4. In order to issue a certificate of accommodation, you need to
pay the deposit fee of 3 months. After the certificate is issued,
you cannot cancel the reservation.
5. In order to place a reservation, your Credit card information is
needed as a guarantee deposit for the accommodation. Credit
card will not be charged unless the student fails to pay the rent
or, there is damage to the accommodation that cannot be
covered by the deposit fees the student has paid in advance.
6. The address of your accommodation will be indicated 7 days
before your arrival. We need to be informed at least 7 days in
advance of your arrival time. (The address of the accommodation may change please check the latest information.)
7. The remaining rent of the accommodation for the period of
time you reserved must be paid on the first day on your arrival in
cash to the school office. The rent of the last month will be taken
from the deposit you have paid on reservation.
8. If you would like to cancel the reservation of the accommodation, you must notify the school at least 60 days before.
Otherwise, you need to pay the rent for the subsequent month
or cannot receive refund. The amount of refund will be 70% of
the paid fee (after deducting 22% of the tax, as well as bank
commissions). After issuing the certificate of accommodation for
the purpose of VISA application, you cannot cancel the
reservation.

11. If you request a single room, you may use a separate room
with one bed, but still share kitchen and bathroom with the
others.
12. Each residents need to clean their rooms, kitchen, and
bathroom by themselves. Commodities such as soap,
detergent, toilet paper, etc. must be purchased by residents.
The kitchen is
equipped with utensils. There are no face-towels or
hand-towels. Bath-towels and bed sheets are replaced regularly
or sometimes need to do laundry by themselves.
13. Some apartment has Internet connection, but its availability
and the cost depends on the flat, and cannot be chosen by the
student. Telephone of the flat must not be used except for
emergency, or explicit agreement with the owner.
14. Air-conditioning for cooling is not common in Florence. If you
would like accommodation with air conditioning, please request
Residence.
15. As for the heating system in winter, according to the Italian
law on energy saving, heating system is available for 8
hours/day during November to March (at max.20°). Most
buildings have central heating system due to high heating. In
winter, therefore, we advice students to bring enough warm
clothes, too. If you modify the central control of the heating
system without permission, there may be legal consequence to
the guarantor. The landowner reserves right to debit such legal
fee to the credit card of the student.

16. Students are to keep the keys of the accommodation in
good care. If they lose the keys, it may be needed to change
the entire door of the building, and the school is not
responsible for such cost. The landowner reserves right to
debit such fee to the credit card of the student.
17. Individual bedrooms do not have keys or even if there is,
in most cases it closes only from inside. Please keep
important belongings inside locked suitcase.
18. Only students who reserved the rooms can be allowed
inside the apartment. It is not allowed to invite friends to eat
together, or hold parties. Such parties can be reported to the
police by neighbors, and the landlord may charged you for
damage or may refuse continued stay in the accommodation.
19. According to Italian anti-terrorism law, any landlord needs
to notify the local police all the people hosting in their
properties. Any failure to do that will be punished severely by
state law. Therefore, you are not allowed to invite friends or
family to stay in your flat overnight without permission of the
landlord in advance. Otherwise, the landlord may refuse your
continued stay in the room, and the school cannot help the
student.
20. It is prohibited by the law to make loud noise after
midnight. It may be reported by the neighbors and be fined.
Also the landlord may refuse continued stay in the
accommodation on such ground.
21. The students staying at shared flat must follow the rule of
usage of the flat. Those who chose a home stay option must
follow the family’s rule as one of the family. It is not permitted
to invite over friends. Any failure to follow accommodation
rules constitutes ground for being expelled from the
accommodation. The school is not responsible for
compensating for the paid rent in such a case.
22. Mediating any disagreement between roommates or flat
mates is not the school’s competency. Problems with the
landowner, however, are to be resolved via school office.

2019

以下の日本語訳は参照用のものであり、正式な文章は英文となります。

GENRAL CONDITIONS（アカデミア リアチ学校規約）
1. アカデミアリアチの登録料は登録時に支払い、授業料は
指定期日までに支払って下さい。コース開始日前に全ての
授業料と登録料を支払う必要があります。お支払いは、入
学管理局が指定した銀行口座への送金のみによって行うこ
とができます。アカデミアリアチは学生に支払確認書を発行
します。入学証明書は、入学管理局による電信送金の確認
を受けた後にのみ発行されます。アカデミアリアチは、上記
の期間内またはアカデミアリアチと合意した期間内に、授
業料を支払わなかった登録学生をコースや試験から除外す
ることができます。アカデミアリアチは、このような学生か
ら被った正当な出費を、学生当人に対して請求する権利を
有します。
2. アカデミアリアチに支払われた登録料および保証金は、
アカデミアリアチが学生に対して入学許可を出さなかった
場合を除き、返金いたしません。コース開始日の 90 日前ま
でにキャンセルを選択した場合、アカデミアリアチは授業
料の 100％を払い戻します（登録料・保証金を除く）。コー
ス開始日の 30 日前にキャンセルを選択した場合、授業料の
50％（入学金および預金を除く）を返金いたします。コース
開始日の 30 日を切ってからキャンセルが発生した場合、払
い戻しは行われません。ただし、EU パスポートを持ってい
ない学生で、入学許可証をアカデミアリアチから発行済み
の場合、又はシェンゲン加盟国に入国後の場合は、いかな
る理由があっても授業料の返金は一切ありません。
3. 授業料には、コース終了後に発行される卒業証書または
修了・通学証明書が含まれます。
4. アカデミアリアチは、学生のための基本的な設備の準備
は整えますが、個人の使用するテキスト・材料に関しては
学生の負担となります。
5. コース期間の詳細なスケジュール情報は、入学時に学生
に知らされます。選択したコース修了時に行われる試験は
受けなければなりません。該当するコースの終了後に試験
を受験することは許されません。この場合、アカデミアリ
アチは、修了証明書や卒業証書を学生に発行しないものと
します。
6. 授業への出席は義務づけられています。授業の出席率が
80％未満の場合、試験を受けることは許可しません。また、
試験で及第点に達しない場合も修了証明書は発行されませ
ん。学生が授業に出席しない場合でも、授業料は返金され
ません。

7. アカデミアリアチのコースに登録することは、アカデミ
アリアチが定めた規則を学生が完全に遵守することに同意
したことになります。これは学生とアカデミアリアチとの
合意条件となります。レッスンスケジュールを尊重した高
い出席率や、アカデミアリアチの職員に対する責任ある態
度を順守する学生に対して、アカデミアリアチの設備の利
用を許可いたします。これらの規則を遵守しない場合、違
反している学生に対して規律上の措置をとる可能性があり
ます（疑いのないよう言い換えると、該当する学生をコー
スから排除することがあります）。イタリアの法律により許
可された最大限の範囲内で、アカデミアリアチは、学生に
より引き起こされたあらゆる損失に対して損害賠償を請求
する権利を有します。
8. アカデミアリアチおよび指定された教員が定めたスケ
ジュール、プログラムに従ってコースが編成されます。ア
カデミアリアチは、必要に応じてコースの内容を修正する
権利を有します。
9. 試験期間や授業中に学生が作成した論文および作品 ( 以下、
マテリアルと言及 ) は、アカデミアリアチに所有権があると
みなします。学生は、作成したすべてのマテリアルに生じ
る将来的なすべての著作権をアカデミアリアチに譲渡し、
特にそのようなマテリアルの展示、複製、出版することを
アカデミアリアチに許可することになります。
10. コース変更 ( 登録済みの専攻を別の専攻に変更する場合
および登録済みコース開始日・期間を変更する場合 ) につい
て、変更前コース開始の 1 年以内の場合は、以下の条件で
変更することが出来ます。
a）コース開始日の 90 日前から 30 日前まで：
アカデミックコース *：登録済コースの登録料
アカデミック以外のコース：登録済コースの登録料と授業
料の合計の 20％
パッケージコース：登録済コース料金の 20%

11. アカデミアリアチは、レッスン開催可能な人数に満たな
かった場合など、コースに登録している学生にコース開催
日前までにその旨を通知した上で、コースを取りやめる権
利を有します。その際、お支払済の登録料、授業料は学生
に全額返済されます。
12. アカデミアリアチ校内、校外での私物、貴重品などの損
害、紛失に関して、アカデミアリアチは一切責任を負いま
せん。
13. 学生がアカデミアリアチが所有する物品に損害を与えた
場合、学生はその修理や交換を行う責任があります。
14. 授業はイタリアの祝祭日および学校が定める春休み、夏
休み、秋休み、冬休みの期間は休校になります。
15. この同意に関する変更は当事者間の書面による同意なし
に変更できません。
16. アカデミアリアチで行われるプログラムでは、アカデミ
アリアチと学生との同意はイタリアの法律によるものであ
り、両者から生ずるあらゆる論争に関する唯一の司法権限
は、フィレンツェのイタリア裁判所が有していることに同
意するものです。アカデミアリアチが提供するコースのいず
れかの申込書を記入することにより、あなたは「アカデミッ
ク・ポリシー」を読み、理解し、同意したことになります。

* アカデミックコース：ベーシックコース、ワンイヤーコー
ス、セメスターコース、アトリエコース、マスターコース、
国立芸術アカデミー入学準備コース、通訳養成コース

b）コース開始日の 30 日前以後：
アカデミックコース：登録済コースの登録料と授業料の 50％
アカデミックコース以外のコース：登録済コースの登録料
と授業料の合計の 50%
パッケージコース：登録済コース料金の 50%
既に支払った手数料の払い戻しはありません。支払済の登
録料・授業料より変更料を差し引いた金額を、変更後のコー
ス料金支払に充当することが出来ます。

ACCOMMODATION GENERAL CONDITIONS（宿泊に関する規約）
1. チェックインは日曜日、
チェックアウトは土曜日です。
それ以外
のチェックインまたはチェックアウトは、別途料金がかかります
（
表面参照）。5日以上前のチェックインは、1週間の追加と見なしま
す。
コース開始の少なくとも1週間前のチェックインをお勧めしま
す。
2. 宿泊の予約は、入学申込願書の受付と同時に締め切ります（
。
チェックイン60日前）
3. 2ヶ月以上の宿泊予約は、1ヶ月の家賃相当のデポジットを予
約時に支払う必要があります。
このデポジットは返金されません
が、予約した最終月の家賃にはこのデポジットが充当されます。2
ヶ月以下の宿泊の際のデポジットは、別途お問合せ下さい。
4. 滞在先の証明書の発行には、3ヶ月の家賃相当のデポジットを
予約時にお支払い下さい。
5. 宿泊予約時に、保証デポジットとして、
クレジットカードの情報
が必要です。
クレジットカードへの課金は基本的にありませんが、家賃の不払
いや、宿泊者による宿泊施設への損害があった場合のみ、課金さ
れることがあります。
6. 宿泊フラットの住所は、少なくとも到着7日前までにお知らせし
ます。
フラットへの到着時刻は、前もってお知らせ下さい（
。予め知
らされた住所が変更になることがありますので、
ご了承下さい。）
7. 1ヶ月目の家賃は、到着と同時に学校の事務局にて現金でお支
払い下さい。
2ヶ月目以降の家賃は、前月の最終週までにお支払い下さい。最
終月の家賃は、予約時に支払ったデポジットから充当されます。
8. 宿泊の予約をキャンセルする場合は、
チェックイン60日前まで
に知らせて下さい。60日前以降のキャンセルは、家賃が発生しま
す。料金支払後の場合は、60日前までのキャンセルには、支払済
み額に対する国の税金21％と銀行手数料などを差し引いた金額
の、70％の返金が可能です。学生ビザを申請するのに有効な滞在
先証明書の発行以降は、宿泊のキャンセルは出来ません。

9. 学校の宿泊施設は、基本的に共同フラットで、通常市内にあり
ますが、郊外であることも珍しくありません。各フラットには、
いく
つかの部屋があり、
１〜３つのベッドがある寝室と、共同のバス・ト
イレ、
キッチン、居間などがあります。
10. 同居人は、性別のみにより決定され、学校が正当と認める特
別の事情を除き、
それ以外の個人的理由によって同居人を選ぶこ
とは出来ません。
11. シングルルームを希望の場合は、
１部屋を１人で占有し、
バス
・トイレ、
キッチンは共有します。
12. 部屋と共同スペースの清掃は、居住者それぞれが行う必要が
あります。石けん、洗剤、
トイレットペーパーなどの消耗品は、
それ
ぞれご用意下さい。
キッチンには、調理用具・食器があります。
フェ
イスタオル・ハンドタオルは用意されていません。
バスタオル・ベッ
ドシーツは、定期的に交換されるか、
もしくは各自洗濯する必要が
あります。
13. フィレンツェでは、
クーラーの付いていない家庭が一般的なた
め、
フラットには、普通クーラーは付いていません。
14. 暖房は、
イタリアの法律により、利用できる期間と時間、温度
が決まっています（
。11月〜3月までの間、1日8時間まで、最高20
度）殆どの建物は、
中央制御となり、部屋ごとの温度調節が出来な
いことがありますので、暖かい服を用意することを勧めます。万一、
フラット内の暖房機器のタイマーなどを勝手に操作した場合は、
大家から国際弁護士を等通し、多額の違約金が保証人あてに請
求されます。大家は、契約時の入居保証金より、違約金をク
レジットカードから引き落とす権利を有します。
15. インターネットの利用の可否は、滞在先により異なり、選択す
ることは出来ません。宿泊先でのインターネットの利用には、別途
料金がかかることがあります。宿泊先の設置電話は、緊急の場合
以外使用することはできません。

17. 各寝室には鍵は通常ついていません。
あっても埋め込まれて
いたり、
中からのみかかるものが大半です。貴重品はご自身のトラ
ンクに入れ、鍵をかけて保管ください。
18. 部屋は予約している本人のみが使用することができます。
フラ
ットシェアをする方が友達を家に呼ぶことはできません。
フラット
では、他人を呼んでの飲食を含み、
パーティーは禁止されています
。
パーティーは近隣住民より大家に通報され、大家より、違約金を
請求されます。
19. イタリアでは家を貸す場合、家主は警察に、居住人名簿を届
け出なくてはならないとテロ防止法で定められています。警察に届
けることなく家を貸した場合、家主は法の下に非常に厳しく罰せ
られます。
このため、家主に無断で家族や友人を泊める事は絶対
に出来ません。必ず事前に家主に申し出て下さい。約束が守られ
ない時は、家主から退去を強いられます。
この場合、学校は学生を
助けることができません。
20. ２４時以降の騒音は、騒音防止法で、禁止されており、近隣住
民から警察に通報されます。警察より厳しい注意をうけ、罰金を請
求されます。
21. 宿泊者は、宿泊先の利用規則に従う必要があります。
ホーム
ステイは、
それぞれの家庭の規則に従う必要があります。規則に
従わない場合は、宿泊を拒否される場合があります。規則違反に
より、宿泊拒否された場合、学校はそれに伴う家賃のいかなる補
償にも関与しません。
22. 居住者同士の問題は、居住者間で解決し、学校が関与するこ
とはありません。
居住者と大家間の問題は、必ず学校の秘書室を通す必要があり
ます。

16. 宿泊フラットの鍵は、厳重に管理して下さい。万一紛失した場
合、建物の扉そのものの交換の可能性があります。学校は、
その修
繕費に対していかなる責任も負いません。大家は、契約時の入居
保証金より、修繕費をクレジットカードから引き落とす権利を有し
ます。
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