
ハイブリッド形式のキャンセルポリシー 
キャンセルについて 
資料送付等の関係上、受講日の５営業日前以降のキャンセルはお受けできませんので、    

何卒ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

オンライン開催に変更になった場合 
オンライン開催に変更になった場合、現地での受講に申込まれていた方は、オンライン受講への

切り替え、あるいは後日現地で開催される同じコースに変更が可能です。 

請求書の発行について 
請求書はコース終了後（受講料確定後）に発行いたします。 

代理受講について 
申し込まれた方が当日やむを得ない理由により参加できない場合は、代理受講が可能です。  

代理受講にする場合(１営業日前まで変更可能)は、速やかに下記までご連絡ください。 

電話：095-800-2875 (平日９時～17時) 

E-mail：info@ noa.nagasaki.jp 

開催中止について 
台風などの自然災害や、弊会都合により講義を中止する場合は、講師の急病などやむを得ない場

合を除き、原則として講義開催の前日までにメールまたは電話で連絡いたします。 

お問い合わせ 
長崎海洋アカデミー 事務局（溝口） 

電話：095-800-2875 (平日９時～17時) 

E-mail：info@noa.nagasaki.jp 



Cancellation Policy for Hybrid Course 

Cancellation policy 
Since course materials are delivered in advance, please understand that cancellations by 

participants will not be accepted after 5 business days prior to the course date. 

When a hybrid course is changed to an online course 
In the event that a hybrid course is changed to an online course, those who have 

registered for the on-site course can switch to the online course or to an on-site course 

held at a later date. 

Issuance of invoice 
Invoice will be issued after the course is completed (after course fees are finalized). 

Substitution 
Substitutions are permitted if the person who has registered for the course is unable to 

attend due to unavoidable circumstances on the day of the course. If you wish to attend 

the course in place of the person who has registered (changes can be made up to one 

business day in advance), please contact us at the earliest possible time. 

Phone: 095-800-2875 (weekdays 9:00-17:00)  

E-mail: info@ noa.nagasaki.jp 

Cancellation of the course 
In the event that a course is cancelled due to a natural disaster such as a typhoon or for 

other reasons beyond Nagasaki Ocean Academy's control, we will notify you by e-mail or 

phone one day prior to the course at the latest, except a sudden illness of the lecturer or 

other unavoidable circumstances. 

Contact  
Nagasaki Ocean Academy (Mizoguchi) 

Phone: 095-800-2875 (weekdays 9:00-17:00)  

E-mail: info@noa.nagasaki.jp 



オンサイトプログラムのキャンセルポリシー 
キャンセルについて 
開催日の５営業日前以降のキャンセルはお受けできませんので、何卒ご理解いただきますよう 

よろしくお願い申し上げます。 

開催中止になった場合 
開催中止になった場合、後日開催されるオンサイトプログラムへの参加が可能です。     

空席状況によりますので、お問合せください。 

請求書の発行について 
請求書はオンサイトプログラム終了後（参加確定後）に発行いたします。 

代理参加について 
申し込まれた方が当日やむを得ない理由により参加できない場合は、代理参加が可能です。  

代理参加にする場合(１営業日前まで変更可能)は、速やかに下記までご連絡ください。 

電話：095-800-2875 (平日９時～17時) 

E-mail：info@ noa.nagasaki.jp 

開催中止について 
台風などによる自然災害や、弊会都合によりオンサイトプログラムを中止する場合は、原則とし

てプログラム開催の前日までにメールまたは電話で連絡いたします。 

お問い合わせ 
長崎海洋アカデミー 事務局（溝口） 

電話：095-800-2875 (平日９時～17時) 

E-mail：info@noa.nagasaki.jp 
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