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申込書

送信先

最新版はこちら▶

Order Form (1/2)

criterion@etsjapan.jp

申込日 / Date of Order
Y Y Y Y M M

D

D

契約条件の同意 / Agreement 契約条件をご確認の上、
チェックを入れてください

■ アカウントは任意の開始日より12か月間有効です。
■ Criterionはインターネット上のサービスのため、
メンテナンス作業やトラブル等により
サービスが一定期間停止することがあります。
■ 購入された提出回数はアカウント利用終了と同時に無効となり、継続時に繰り越すこと
はできません。継続時は提出回数を新たに購入していただく必要があります。
■ 提出回数は途中の追加も可能です。申込み方法についてはお問い合わせください。
■ お申し込み後のキャンセルは承りかねます。予めご了承ください。

■ 登録するStudent、Instructorの数に制限はありません。
■ 料金は請求書到着後1ヶ月以内に請求書記載の口座までお振込み下さい。
■ ご入力いただいた個人情報はCriterionのサービスを提供するために利用いたします。
また、新企画やセミナーなどの情報を提供するために利用する場合があります。
■当協議会は「個人情報の保護に関する法律」及びその他の関連法令等を遵守いたしま
す。詳しくは当協議会の「個人情報の取扱いについて」
（プライバシーポリシー）
をお読
みください。https://www.toeﬂ-ibt.jp/privacy.html

契約条件に同意する
申込者情報 / Subscriber Information

団体名/Institution：

部署・学部/Department：

氏/Family Name：

名/Given Name：

役職/Title：

Email：

Phone：

住所/Address：

〒

継続・新規 / Type of Contract

お申込内容・料金 / Submissions and Fees

Renew existing school account

新規

継続B

継続A
利用中のアカウントを更新

新たなアカウントを申し込む

現在ご利用中の
アカウントが
1年延長されます
Your existing school account
will be extended another year

Create another school account

First time using Criterion

最短

アカウント基本料
提出回数

申込日から3営業日以内

円（税込）

10,100円（税込）

別紙料金表からお選びください

Submission Fee (See the price list)

ASAP (Within three business days)

開始日指定

10,100円（税込）*初年度のみ

Account Setup Fee for New User (10,100yen First year only)

円（税込）

Account Service Fee (10,100yen per year)

開始日の指定

回

*オプション

申込日から5日後以降

Set start date (Enter the date later than the date of application)
Y Y Y Y M M D D

請求書情報 Invoice Information

請求先/Name on Invoice：
（例：●●大学▲▲学部）

アカウント新規登録料

初めてCriterionを使用する

インポート代行

1名分200円（税込）

Import Fee (Optional, 200 yen per student)

人

合計

送付先住所/Mailing Address：

Email：

Phone：

特記事項/Special Instructions：

ご利用方法について Questionnaire on Usage of Criterion
対象人数：
導入目的（複数選択可）

ライティング指導の効率化のため
学習者により多くのライティング機会を与えるため
TOEFLテスト対策のため
自律学習教材の一つとして
学習者コーパス作成のため
英作文試験を実施するため
その他

人

ご協力ください

対象の学部・学年・授業・コースなど：
使用方法（複数選択可）

授業で使用（PC教室）
授業で使用（通常教室）
課題（宿題）
として使用
テストとして使用
論文提出前チェック
学習者の自主利用
その他

その他、予定されている活用法などありましたらご自由にお書きください。

（税込）

（税込）

〒

ご担当者/Person in Charge：

0円
0円

請求書の宛名・送付先等についてご指定がある場合のみご入力ください

部署/Deptartment：

円（税込）

利用予定のトピック
（複数選択可）
TOEFL
GRE
College
High School
Middle School
Elementary
Text Editor
Scored Instructor Topic

申込書 Order Form (2/2)

その他の利用者 Additional Recipients

申込者以外でCriterionに関するお知らせ（開始・更新・メンテナンス・終了など）をお送りする必要のある方の情報を入力してください

氏名

1

教員

2

教員

3

教員

4

教員

5

教員

6

教員

7

教員

8

教員

9

教員

10

教員

Name in Alphabet

Email Address

職員

職員

職員

職員

職員

職員

職員

職員

職員

職員

MEMO 上記以外の利用者がいらっしゃる場合はこちらにご入力下さい
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