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このページに続く申請書に記入する前に、以下の説明と要件をお読みください。出願者が年内に登録しない場合、提出された情報は保持されません。

出願方法と締切
この申請書はGIA Tokyo School専用です。GIA Tokyo School以外への入学を希望される場 
合は、該当のスクールへ直接お問い合わせください。入学条件と出願手続きに関する詳
細情報は、GIA.eduのスクールセクションをご参照ください。
GIAは年間を通じてクラスを開講しています。出願の締め切りはありません。お申し込み
順で登録されます。クラスには定員がありますので、早めの出願をお勧めします。
クラスが定員に達している場合はキャンセル待ちリストに記載され、空席が発生した場 
合に通知されます。
記入済みの申請書、必要書類、支払いをGIAが受領し、確認の連絡が届くまでは、入学は 
確定されません。GIAより入学の可否を通知します。

非差別ポリシー
GIAは、人種、肌の色、国籍、民族、宗教、性別、年齢、障害、病気、妊娠、婚姻、信条、性
的嗜好、退役軍人、性同一性、カースト、労働組合所属、政治的関与、身体的特徴、HIV、
その他地域、州、連邦法保護対象の特徴を理由にGIA受講生または入学希望者に対して
差別行為、ハラスメントを行うことはありません。すべての受講生は、通常与えられるプ
ログラムや活動に参加する権利および特権を有しています。GIAはいかなる場合であって
も申請を拒否し、入学を取り消すことのできる権利を留保します。

入学要件 
GIAのコースおよびプログラムへの入学には、18歳以上で、高等学校卒業資格、もしくは同 
等の資格が求められます。
20歳未満の申請者は、アプリケーションフォーム（登録申請書）およびエンロールメント 

フォーム（入学同意書）の両方に保護者による署名が必要です。
入学手続きには以下の書類が必要です。

必要書類
 ❏ 記入済み登録申請書 （2～6ページ）
 ❏ 有効な政府発行の写真付き身分証明書またはパスポートのコピー

氏名が変更され、必要書類に以前の氏名が反映されている場合は、結婚証明書などの
氏名変更書類も提出してください。

留学生ビザ
GIA Tokyo Schoolに入学を希望する留学生は、自国の日本大使館または総領事館に問い 
合わせ、ビザ要件を確認してください。

登録申請書の提出

登録申請書の提出
登録申請書の提出先は以下のとおりです。
〒110-0016  
東京都台東区台東4-19-9 山口ビル7、7階 
GIA Tokyo 合同会社 
GIA Tokyo School 
Tel: 03 5812 0316 
Fax: 03 3837 7786 
Eメール： giaeducationjapan@gia.edu
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全ページ記入して提出してください

受講生情報

氏名（フルネーム）を漢字で記入 

フリガナ（ローマ字）*GIA資格情報に記載される正式な氏名

生年月日（西暦）                                                                      性別：   ❏ 男性   ❏ 女性

Eメールアドレス（携帯用メールアドレス不可）

電話番号（自宅）	 電話番号（携帯）

ファックス番号

住所（居住地）

郵便番号	 都道府県

市区町村

番地、アパート名、または私書箱

 
配送先住所（上記と異なる場合）                      種類：  ❏ 自宅   ❏ 会社等

会社等の名称（該当する場合）

郵便番号 都道府県

市区町村

番地、アパート名、または私書箱

国

日本語の読み書き、会話ができますか？  ❏ はい   ❏ いいえ

入学に当たり特別な対応を必要としていますか。   ❏ はい  ❏ いいえ

「はい」の場合、障害者等向けの合理的な支援サービスの対象となります。GIAは障害のあ 
る受講生に対して合理的な対応を講じています。各コースとも受講生は、そのコースに必 
要な身体的、精神的な能力を発揮することが求められています。受講生からの要請によ
り、GIAでは受講の可能性、入学の可否等について話し合いの場を設けています。特別な
対応を依頼する受講生は、その旨を書面にして、特別な対応が始まる30日以上前までに
GIAに提出してください。関係書類は、障害の確認や診断について専門家が記載したも
のである必要があります。キャンパスマネージャーとの面会を予約してください。

今までに裁判で罪を認めたこと、あるいは重罪の有罪判決を受けたことがありますか。  
❏ はい   ❏ いいえ

「はい」の場合、申請書とともに罪の内容がわかる関係書類を提出してください。この場合、 
申請書は入学委員会が審査します。詳細な要件については、ウェブサイトGIA.edu/JP/gem- 
education/off-campus-japanにあるGIA 教育カタログ最新版をご覧ください。

学歴
高等学校

卒業年月  __________________________________________________________________

学校名  ____________________________________________________________________

市区町村、都道府県/州/その他、国  ___________________________________________

最終学歴：

❏  高等学校  ❏ 高等学校卒業程度認定証

❏  職業訓練学校  ❏ 一部単科大学またはその他の中等後教育機関

❏   単科大学/総合大学 

取得した最高学位：

❏   準学士    ❏ 文学士   ❏ 理学士   ❏ 修士   ❏ 博士

居住
居住国**   _________________________________________________________________

日本国籍ですか。   ❏  はい    ❏  いいえ

「いいえ」の場合:

国籍のある国   _________________________________________________________

出生国   _______________________________________________________________

**   住居国とは、あなたが通常住んでいる国を意味します。GIAから要求があれば、その国に居住して 
いる証明書を提供してください。（例：公的機関発行の身分証明書、在留カード、公共料金、その他 
の証明書）

日付：（年月日） _____________________________________________________

記入欄はすべて 黒インクを用いてはっきりと記入してください。  

以前、GIA に入学したことがありますか？ ❏  は い ❏  いいえ   「はい」の場合、GIA学生番号を記入してください。      

以下に記入してください。



登録申請書 2019年
対象：GIA Tokyo School のみ  

3 / 6

T KO1018登録申請書 2019年 GIA Tokyo 合同会社 GIA Tokyo School 〒110-0016 東京都台東区台東4-19-9 山口ビル7、7階   T  03 5812 0316   E  giaeducationjapan@gia.edu

全ページ記入して提出してください

氏名      
姓    名    ローマ字

 GIA学生番号  

希望するコースを選択してください
開始日については、GIA.edu/JP/gem-education/off-campus-japan の2019クラス スケジ

ュールを参照してください。料金の有効期間は、2019年10月1日から2019年12月31日まで
です。料金および料金表は変更されることがあります。

ラボクラスおよび宝石学：通学コース  
クラスの選択 授業料 手数料 合計料金

❑ GEM 230L
ダイヤモンド グレーディング
ラボクラス
❑ 10/7（月）～11（金）
❑ 12/9（月）～13（金）

167,000円
17,000円（テキスト代金）  
3,000円（教材費）  
18,700円消費税（10％）

205,700円

❑ GEM 130A
ダイヤモンド エッセンシャル
(集中コース）
❑ 10/3（木）～4（金）
❑ 12/5（木）～6（金）

42,500円 7,500円（テキスト代） 
5,000円消費税（10％） 55,000円

eLearning コース
eLearning コースは毎月1日（土日祝日の場合は翌営業日）にスタートします。 

コースの選択と開始月を記入 
事前 
必修 
コース

受講料 テキスト
（別売オプション）

❑ GEM 110 –
ジュエリー エッセンシャル 
開始月: _______ 月

ー ❏ 33,000円
（税込36,300円）

❏ 7,500円
（税込8,250円）

❑ GEM 120 –
カラーストーン エッセンシャル 
開始月: _______ 月

ー ❏ 33,000円
（税込36,300円）

❏ 15,000円 
（税込16,500円）

❑ GEM 130 –
ダイヤモンド エッセンシャル 
開始月: _______ 月

ー ❏ 33,000円
（税込36,300円）

❏ 7,500円
（税込8,250円）

❑ GEM 230 –
ダイヤモンド ＆ 
ダイヤモンド グレーディング 
開始月: _______ 月

GEM130 ❏ 190,000
円（税込209,000円）

❏ 18,000円 
（税込19,800円）

*eLearningコースのテキストはPDF配信です。印刷版テキストは別売になります。 
印刷版テキストの購入を希望される場合は上記「テキスト（別売オプション）」 
の項目を選択してください。尚、テキスト（別売オプション）料金にはテキスト代、
郵送料、手数料が含まれます。 

支払い  
全額をクラス開始日30日前までに支払う必要があります。全額が支払われるまで、お席
の確保はされません。尚、現金での支払いは受け付けておりません。
支払方法：
小切手：GIA Tokyo合同会社を受取人に指定してください。日本の銀行のみ使用可能です。
口座振込：電話（03 5812 0316）またはメール（giaeducationjapan@gia.edu）で詳細をお 
問い合わせください。電子振込にかかる手数料は申請者の負担となります。
キャンセルと返金に関するポリシーは、ウェブサイト
GIA.edu/JP/gem-education/off-campus-japanにあるGIATokyo教育カタログ最新版をご 
参照ください。

第三者機関支払者情報
申請者以外により、授業料や手数料の一部が支払われていますか？
❏ はい     ❏  いいえ

「はい」の場合は、支払者の氏名、居住国、有効な政府発行の写真付き身分証明書または 
パスポートのコピーを提出してください。

支払者の氏名

居住国 （2ページの脚注を参照）

今後、申請者以外の方が授業料や手数料の一部を支払う場合は、その支払者の氏名、居 
住国、有効な政府発行の写真付き身分証明書またはパスポートのコピーを支払い時に提 
出することが求められます。

申請者の署名 - 必須
私は、GIAの入学要件を読み、理解し、この申請書記載の情報が私の知り得る範囲で正確 
かつ完全であることをここに証明します。私は、居住地の教育機関が定める最低限の高
等教育（高等学校）を修了し、確認要請があれば高等教育（高等学校）修了の証拠を提
出できることをここに証明します。
この申請書および関連書類を偽造した場合、申請書の受理が拒否される、またはGIAか 
ら退学指示があることを理解しました。私は、入学合意書を読み、署名をしない限り、
登録手続は完了しないことを理解しました。私は、期限内に入学合意書規約に承諾し
ないと、登録申請は取り消され、申請書に基づいて支払った金額は返金されることを 
理解しました。
登録手続は、GIAが支払いを受領するまで完了しません。

申請者の氏名（ローマ字）

申請者の署名 日付（西暦）

申請者が20歳未満の場合、法律により法定代理人として親権者または後見人の署名が
必要です。親権者または後見人は、本申請書に署名することにより申請者の入学を承認
し、申請者による 義務不履行の場合はその責任を負うことに同意したことになります。 
20歳未満申請者の詳細は、カタログに記載されています。

保証人の氏名

申請者との関係

保証人の署名

保証人の住所 郵便番号 都道府県

市区町村 番地、アパート名、または私書箱
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ポリシーを読み、6ページに記入してください

受講生のプライバシーに関する通知
最終更新日：2018年 9月 1日
はじめに 
Gemological Institute of America, Inc.（｢GIA｣または｢我 ｣々）は、オンキャンパスおよび通 
信教育プログラムの申請者、受講生、同窓生（「あなた」）のプライバシーを重視してい
ます。この受講生のプライバシーに関する通知（｢本通知｣）は、あなたの個人データの
収集、使用、取り扱いに関するGIAのポリシーと慣行について説明し、あなたのプライバ
シーに関する権利しています。個人データは、識別されたまたは識別可能な個人に関連
する情報として定義されます。GIAはあなたのプライバシーを大切にする継続的な責任
を有すると認識しており、GIAは新たなプライバシーポリシーの採用や新たな個人データ
実務を行う際に、本通知を随時更新することがあります。
開示と更新の全容については、GIAのプライバシーに関する通
知（GIA.edu/privacy-notice）および受講生のプライバシーに関する通知

（GIA.edu/privacy-notice#student-privacy-notice）を参照してください。

プライバシー オフィス 
GIA本部はカリフォルニア州カールスバッドにあります。GIAの個人データに関する
ポリシーや慣行に関するご質問やご懸念点がありましたら、GIAプライバシーオフ
ィスまでお問い合わせください。

Privacy Office  （プライバシー オフィス） 
Gemological Institute of America, Inc.   
The Robert Mouawad Campus   
5345 Armada Drive   
Carlsbad, California 92008 USA   
privacy@gia.edu

個人データの収集、使用および処理
GIAは適用されるデータ保護法に従い、合法的な目的であなたの個人データを収集、使
用します。これは、法律が個人データの収集および使用の法的根拠を必要とする場
合、GIAは合意、契約の履行、法的義務、重大な利益の保護、公益、GIAまたは第三者に
よって追求される正当な利益のいずれかの法的根拠のためにのみ、個人データを収集
し使用することを意味します。ただし、正当な利益があなたの利益またはあなたの基本
的権利と自由によって無効とされている場合を除きます。
GIAは、あなたのGIAでの経験を円滑にすること、ならびに教育コース、教育プログラム
および関連サービスの提供を含む、以下で詳細が説明されている目的のために個人デ 
 ータを使用します。GIAは、本通知に記載されている通り、あなたの個人データをGIA関
連会社(GIA.edu/affiliated-entities ）及び他者と共有することがあります。

カリフォルニア居住者の権利
米国カリフォルニア州在住者は、California Civil Code Section 1798.83（カリフォルニア民
法典第1798.83条）により、カリフォルニア居住者が確立されたビジネス関係を有する事
業体が第三者のダイレクトマーケティング目的のため、特定の分野の個人データを当該
第三者に開示している場合、前年度に個人データを開示した第三者の情報および共有し
た個人データの特定の分野の情報を当該事業体に請求する権利を有します。カリフォル
ニア民法典第1798.83条に従い、GIAが提供する情報開示のコピーを閲覧するには、本通
知に記載された方法のいずれかを用いてGIAまでお問い合わせください。
収集される個人データの種類
GIAは、以下のカテゴリーの個人データを収集することがありますが、これらに限定され 
ません。

• 連絡先情報 
敬称、氏名、自宅住所、郵送先住所、電話番号（携帯・自宅）、電子メールアドレス 
など

• ビジネス情報 
法人名、所在地、電話番号、電子メール アドレス、ウェブサイトなど

• 政府発行の身分証明書 
運転免許証、パスポート、政府発行の写真付き身分証明書、納税者番号、車両ナ
ンバー プレート番号（以上該当する場合）など

• 申請書情報 
生年月日、居住地および在留資格、人種および民族性（米国市民と米国永住者の
み）、犯罪歴（オンキャンパス プログラムとラボクラスで該当する場合）など

• 財務情報 
請求に関する情報、銀行口座番号、金融機関、支払いカード情報、第三者支払者情 
報、学生財政援助を受ける資格を決定するために必要な財務および退役軍人の情 
報など

• 教育／訓練 
専攻分野、入学日、学位、ディプロマ、授与されたサティフィケート、授与日、および
学業上の表彰や受賞などの入学に関する詳細など 

• 映像と音声記録 
通話記録、電子機器を用いた映像・音声による監視、フィルム、写真など

• その他の情報 
緊急連絡先、特別な配慮など

個人データの使用目的
GIAはあなたの個人データを以下の目的で使用することがありますが、これらに限定 
されません

• 登録申請書の検討と処理のため
• 教育コース、教育プログラムおよび関連サービスのあなたへの提供のため
• あなたが希望する製品およびサービスの提供のため
• 出版物と定期購読の配信のため
• 品質保証、訓練、問い合わせへの対応、顧客サービスの提供のため
• あなたのニーズと関心を理解するため
• GIAの製品やサービスがどのように使用されているかのよりよい理解のため
• GIAの製品、サービス、またはあなたに送信や表示するコンテンツの強化、改善のため
• ニュースやニュースレター、特別なオファーやプロモーションの送付、またはあなたが 

興味を示されるような製品や情報について連絡をするといったダイレクトマーケテ 
ィングのため

• 第三者機関のウェブサイトでGIAのサービスを宣伝する際の一助として
• あなたの個人データをGIAが第三者機関から入手した他の情報と組み合わせるため
• GIAがあなたに送る宣伝内容やGIAのウェブサイトに載せる宣伝内容、またどこに

GIAのサービスの広告を掲載するかを決定するための一助として
• GIA同窓会の情報、製品、サービスを提供するため
• コンプライアンスをGIAの既存の方針と手順で監視するため
• 公式または非公式の政府要請に対応するため
• 適用される法的義務を遵守するため
• 違法行為、詐欺の疑惑、個人の安全に対する潜在的な脅威を伴う状況、またはGIA

の利用規約（GIA.edu/terms-of-use）もしくは本通知に違GIAが必要と判断した
場合に、調査、防止、または措置を講じるため

GIAの施設および手続きの完全性と安全性を確保するため
GIAは以下の例のように、あなたの個人データを使用および共有することがあります。

入学審査部門（Admissions）
目的：募集と入学審査。
入学部門が収集する個人データは、学術評価、計画、学資援助の処理と学費の請求、奨 
学金の授与、ビザの処理、登録報告／確認の目的でGIAの各オフィスや教育部門と共有 
することがあります。

学部長オフィス（Office of the Dean）
目的：GIAの現在および過去の学生の学術活動および記録のサポートの提供。
学部長オフィスが収集する個人データは、関連するGIAの部署（教育部門、指導部門、入 
学審査部門、学資援助部門など）や、法律や規則に応じて、他の第三者と共有されるこ 
とがあります。

学資支援サービス（Student Financial Services）
目的：学資援助とあなたのアカウントの管理の提供。
学資支援サービスが収集する個人データは、以下の部門と共有することがあります。

• 入学審査部門（奨学金の管理、および入学基準を満たすため）
• 同窓会関連部門（奨学金の管理、および同窓生と寄付者との関係の促進のため）
• 米国教育省（連邦学資援助プログラムの付与および受給資格の決定についてのモ 

ニタリングのため）
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ポリシーを読み、6ページに記入してください

受講生のプライバシーに関する通知
キャリア サービス 
目的：受講生や同窓生にオンラインでの雇用者、求人情報、イベント、リソースへのアクセ 
スを提供し、有効な採用やイベント登録などを確保する。また、連邦および州の報告要件 
の遵守。

GIA同窓会（GIA Alumni Association）
目的：あなたが希望するGIA同窓会の製品とサービスの提供。
あなたがGIAのオンキャンパスのプログラムまたはGIA通信教育コースを無事修了す
ると、自動的にGIA同窓会メンバーとなります。GIA同窓会ディレクトリのリストに名前
を載せることの他、同窓生を対象にした情報や電子出版物などを受け取ることがで
き、さらに地元のGIA同窓会の支部へつながることが可能です。GIAはあなたの許可
を得て、あなたの個人データを独自のプライバシーポリシーをもっている第三者が運
営する同窓会支部と共有します。
セキュリティ
目的：GIA施設の完全性と安全性、従業員、顧客、受講生、訪問者および他者の安全の
確保、ならびに緊急事態が発生した場合のセキュリティのため。
映像と音声によるモニタリング

目的：GIAの施設と手続きにおける完全性と安全性の確保。
GIAは公共の場所および職場で電子機器を用いて映像と音声による監視を行っいます。
映像と音声による監視が行われている場所では、その旨を記した表示があります。GIA
は、特定のGIA従業員との間で送受信されるすべての通話の着信および発信を記録しま
す。通話においては、録音通知または音声通知により通話が録音されていることを発信
者に知らせます。通話を続けることで、発信者は録音に同意したものとみなされます。

第三者へのリンク（Third Party Links）
オリジナルコンテンツを制作することに加え、GIAは他者が作成したニュースフィードを
GIAのウェブサイト上でリンクにより提供する場合があります。つまり、GIAのウェブサイト

であなたが関連するコンテンツを見つけることのある他の組織のウェブサイトへの関連
リンクが提供されている、プレスリリースや関連記事を目にすることがあるかもしれませ
ん。この場合、あなたはGIAのウェブサイトから離れることになります。GIAは、これらの
第三者のウェブサイトによって提供されたコンテンツ、または収集している可能性のあ
る個人データについて責任を負いません。

GIAウェブサイト
他のほとんどのウェブサイトと同様に、GIAのウェブサイトは特定の情報を自動的に収集
し、ログファイルに保存します。この情報には、インターネットプロトコール（「IP」）アド
レス、あなたのコンピューターまたはデバイスがインターネットにアクセスしている地域
または場所、ブラウザの種類、オペレーティングシステムなどが含まれます。また、GIA
のウェブサイトで閲覧したページの履歴やその他の利用情報も含まれます。GIAは、この
情報を、ユーザーのニーズに合わせてウェブサイトを構築する一助として利用していま
す。また、あなたのIPアドレスを使用して、GIAのサーバーの問題の診断、ウェブサイトの
管理、傾向の分析、訪問者の動きの追跡や好みの特定などに役立つ幅広い人口統計情
報の収集をすることがあります。

Cookieの使用に関する情報
GIAのウェブサイトはCookieを使用して、あなたを他のユーザーと区別します。これは、あ
なたがGIAのウェブサイトを閲覧する際に有益な経験を提供し、またGIAのウェブサイト
の改善にも役立ちます。我々のCookieポリシー（GIA.edu/cookie-policy）は、GIAが使用
するCookieおよび類似のテクノロジーに関する明確で包括的な情報、ならびに我々がこ
れらを使用する目的を提供します。

Cookieに類似したテクノロジーの使用に関する情報
ウェブビーコン（web beacon）、ピクセルタグ（pixel tag）、Cookieに似たその他の
テクノロジー：クリアGIFは、固有の識別子を持つ小さなグラフィックで、Cookieの機
能と似ています。クリアGIFは、ウェブページに不可視に埋め込まれた小さなコード

で、Cookieと組み合わせて使用されることがよくあります。あなたのハードドライブに
保存されることはありません。GIAはGIAウェブサイト内におけるユーザーの動向を調
査したり、コンテンツの管理やウェブサイト利用に関する利用状況の統計の集計など
にクリアGIFを使用する場合があります。GIAおよび第三者サービスプロバイダーは、あ
なたへのHTML電子メールでウェブビーコンを使用し、電子メールの返答率の追跡、マ

ーケティングキャンペーンの成功率の測定、電子メールの閲覧時期の確認、電子メール
の転送の追跡などに役立てます。

分析：
GIAは、ウェブサイトの分析を行っている第三者機関のサービス  プロバイダー（Google 
AnalyticsとFlurryを含む）と協力して、GIAウェブサイトの閲覧者の利用状況の追跡と理解
に努めています。Flurryへの参加を希望されない場合は、www.flurry.comの指示に従
ってオプトアウトしてください。Google Analyticsによるあなたのデータの使用を停止する
には、tools.google.com/dlpage/gaoptout でGoogle Analyticsのオプトアウト ブラウザの
アドオンをダウンロードしてください。

トラッキング拒否：
現在のところ、GIAのシステムはブラウザの「トラッキング拒否（do-not-track）」リクエス
トには対応していません。ただし、Cookieポリシー（GIA.edu/cookie-policy）で説明されて 
いるように、特定のトラッキングを無効にすることができます。

ユーザー作成コンテンツ：
GIAのウェブサイトの特定の部分では、ブログやフォーラムなどのユーザー作成コンテン
ツが許可される場合があります。一般向けのブログやフォーラムにあなたが投稿した
情報は、他のウェブサイト閲覧者が見ることができます。スチューデント／エデュケーシ
ョンブログを通じてあなたが投稿した情報は、少なくともこれらのサービスの他の登
録ユーザーが利用できます。GIAは、あなたがGIAウェブサイトに投稿することを選択し
た情報のプライバシー、またはそれらの投稿に含まれる情報の正確性について責任を
負いません。あなたが開示する情報はすべて公開情報になります。

マーケティング メールのオプトイン（受信許可）およびオプトアウト（受信拒否） 
場合によっては、GIAのさまざまな製品、サービス、ニュースレターまたは一般的な
更新に関する電子通信を含む、GIAからのマーケティングコミュニケーションの受
信を選択するようリクエストする場合があります。これらのコミュニケーションから
オプトアウトするには、「登録解除」をクリックするか、GIA.edu/subscribeからGIAに
連絡してください。GIAからのマーケティングコミュニケーションを受信拒否した場
合でも、継続中の案件や、顧客サービス関連の目的においては引き続き連絡が継
続される点に留意してください。

個人データの保持
通常、GIAは法的義務のため、法的請求からの防御のためを除き、個人データを必要と 
される期間またはその収集目的にふさわしい期間を超えて保持することはなく、常に適 
用法に従います。

個人データのセキュリティ
GIAは、不正または違法な使用、改変、不正なアクセスまたは開示、偶発的または不正な
破壊、および紛失を防止するために設計された技術的、物理的および組織的措置を使
用して、個人データを保護するための合理的な措置を講じます。
GIAは、あなたの個人データへのアクセスを、本通知に記載されている目的のいずれか
のためにアクセスする必要のある者に制限するための措置を講じています。

個人データの開示、移転、保管
GIAは、個人データを他のGIA関連会社およびGIAに製品およびサービスを提供する非
関連会社であるベンダーおよびサプライヤー（例えば、支払い処理、マーケティング電
子メールの送信、ウェブホスティング、宅配会社、あなたの代理人）と共有します。GIAは、
買収、合併、事業単位または事業資産の売却、破産手続、またはその他の同様な業務譲
渡に関連して、その交渉中も含めて、個人データを別の事業体に開示することがありま
す。GIAは、違法行為、詐欺の疑惑、個人の安全に対する潜在的な脅威を伴う状況、また
は本通知の違反について調査、防止、または措置を講じる必要があるとGIAが考える場
合には、個人データを開示する場合があります。GIAは、法的機関や規制当局、法執行
機関などが要求した場合、および/またはGIAが適切と判断した場合には、個人データを
開示する場合があります。GIAの関連会社および関連会社ではない第三者（あなたの個
人データが収集された国以外に所在する可能性があり、その国と同じ程度の保護が保
証されないことがある）へ個人データを移転する場合、GIAはあなたのデータの受取人
と法的に必要な契約を締結しています。
このセクションに記載されている開示事項は、Family Educational Rights and 
Privacy Act「FERPA」、家庭教育の権利とプライバシーに関する法律）によ
りさらに制限される場合があります。詳細については、Family Educational 
Rights and Privacy Act（FERPA）に基づくNotifications of Rights「権利の通知」

（GIA.edu/privacy-notice#ferpa-notice）を参照してください。
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全ページ記入して提出してください

受講生のプライバシーに関する通知
18歳未満の方
GIAは、18歳未満の方から故意に個人情報を収集・要請したり、GIAウェブサイトへの登
録を許可することはありません。18歳未満の場合は、GIAに自分自身に関する情報の登
録または送信を試みないでください。18歳未満の方は、いずれのGIAウェブサイトにも個
人データを提供または掲載することはできません。GIAは保護者の同意を得ずに18歳未
満のお子様から個人データを誤って収集した場合、速やかにその情報を削除します。

受講生の権利
2018年5月、EU一般データ保護規則（または「GDPR」）として知られる新しいデータプラ
イバシー法が施行されました。GDPRがあなたに適用され、適用法に定められた条件に
従う限り、あなたはGIAの個人データ処理に関する以下の権利を有します。

• •あなたの個人データにアクセス、修正、削除する権利：
• GIAは、個人データを正確な内容に保つために合理的な措置を講じます。また、個

人データが最新であることを保証するために、あなたは個人状況の変更（住所や
銀行口座の変更など）をGIAに通知する責任があります。

• あなたは、GIAが保有するあなたの個人データへのアクセスを要求する権利と、あ
なたに関する不正確な個人データの修正を要求する権利を有します。さらに、GIA
が保有するあなたの個人データの削除を要求する権利があります。

• •同意を撤回する権利：
• 個人データがあなたの同意に基づいて処理される場合、撤回以前の同意に基づ

く処理の合法性に影響を与えることなく、あなたは要求を記載した電子メールを
privacy@gia.eduに送信することにより、いつでも同意を撤回する権利があります。

• •データポータビリティ権：
• GIAが委託契約に基づき個人データを使用し、なおかつそのデータ処理を自動化

している場合、GIAに提供された個人データはすべて、機械で読み取り可能かつ構
造化し、一般的に使用されている合理的な形式で取得でき、技術的に可能な場合
にはGIAにその情報を別の情報管理者に移転させることができます。

• •個人データの利用制限の権利：
• あなたは、（i）個人データの正確性に異議を申し立てた場合、（ii）個人データ

の使用は非合法だが、あなたが個人データを消去することを希望しない場
合、（iii）GIAは個人データをそれ以上必要としないが、法的請求の確立、行使、ま
たは防御のためにあなたがそれを要求する場合、または（iv）GIAがかかる個人
データの使用を継続することにやむにやまれぬ利益があるかどうかについて検
証が保留中である場合においてGIAの正当な利益に基づくGIAの個人データの
使用にあなたが異議を唱えた場合に、GIAがあなたの個人データを使用する
ことを制限する権利があります。

• •不服の申し立て：
• 個人データの収集と使用が本通知または適用される法律を侵害する

とあなたが考える場合は、監督当局（特に居住国の監督当局）に苦
情を申し立てる権利があります。

• さらに、GIAはFamily Educational Rights and Privacy Act（家庭教育の権利とプ
ライバシーに関する法律。以下「FERPA」）を遵守しています。FERPAは受講生に
自分の教育記録に関する一定の権利を与えています。詳細については、Family 
Educational Rights and Privacy Act（FERPA）に基づくNotifications of Rights「権
利の通知」（GIA.edu/privacy-notice#ferpa-notice）を参照してください。

The U.S. Family Educational Rights and Privacy Act (「FERPA」、家庭教育の権利とプ
ライバシーに関する法律)
The U.S. Family Educational Rights and Privacy Act (「FERPA」) は、教育記録に関する 
 一定の権利を適格の学生（「受講生」または「あなた」）に与えています。（FERPAの 

「適格の学生」とは、18歳以上の学生、または任意の年齢で大学などの中等後教育に在
籍している生徒を意味します）。

受講生の権利には以下が含まれます。
1. Gemological Institute of America, Inc.（「GIA」、または「Institute」）が要請を受領

した日から45日以内に、あなたの教育記録を調査・検証する権利があります。
2. 教育記録が不正確、誤解を招く、あるいはその他のFERPAに基づくプライバシー

権を侵害するとあなたが考える場合、その訂正を求める権利があります。
3. FERPAが同意なしでの開示を認める場合を除き、GIAがあなたの教育記録から個

人識別情報（「PII」）を開示する前に、書面により同意する権利があります。
4. GIAがFERPAの要件の遵守を怠ったと考えられる場合、米国教育省に苦情を申し

立てる権利があります。FERPAの管理オフィスの名称と所在地は次の通りです。
Family Policy Compliance Office   
U.S. Department of Education   
400 Maryland Avenue, SW   
Washington, DC 20202

学生の同意なしにGIAが行うことができる開示：
FERPAは、開示がFERPA規則の99.31条にある特定の条件を満たす場合、あなたの同
意なしに教育記録からPIIの開示を許可します。学校関係者への開示、一定の司法命令
または適法に発行される召喚状に関連する開示、ディレクトリー情報の開示、および
あなたへの開示を除き、FERPA規則の99.32条は、GIAに開示を記録することを要求しま
す。あなたは開示の記録を検査し、検証する権利があります。詳細については、Family 
Educational Rights and Privacy Act（FERPA）に基づくNotifications of Rights「権利の
通知」（GIA.edu/privacy-notice#ferpa-notice）を参照してください。

プライバシーに関する質問および苦情
特定の個人データは、適用されるデータ保護法と規制に従って、上記の要求が適用さ
れない場合があることに留意してください。また、特定の権利は適用法に基づいて特定
の法域でのみ行使することができます。また、あなたの地元の法域において、GIAがあ
なたの個人データを処理することが規制に違反するとあなたが考える場合は、監督当
局に苦情を申し立てる権利を有する場合もあります。
申請者の同意
本通知書に署名することにより、私は受講生のプライバシーに関する通知を受領・理解
したことを認め、本プライバシーポリシーに記載されている通り、GIAの私に関する情報
の収集、使用、保持、移転、保管、開示、個人データへのアクセスに同意します。
また、本通知に記載されているように、母国外への私自身に関す
る情報の移転に特に同意します。
事後的に同意を撤回すると、GIAが提供する特定の製品やサービスが受けられなくなる
可能性があることを理解しています。

署名

氏名（ローマ字）

日付（西暦）


