
I request a SINGLE ROOM (sharing only kitchen, bathroom and living room).
( Single room extra charge : 1-week €200   2-week €240   4-week €300   8-week €600   12-week €900 )

 )                        /                        /                       ot                        /                        /                        morf( noitadommocca tseuqer I

APPLICATION FORM

Male
Female

(Start dates :      Apr.4, 2021        Sep.26, 2021      Jan.30, 2022       Apr.3, 2022)

Place of Birth (City, Country)

Last Name

Nationality

(Home address) Street and Number 

Zip Code

Home Telephone

Occupation

Cell phone

Country E-mail

City State/Province

Date of Birth (dd/mm/yyyy)

First Name

How did you find out about Florence Culinary Art School?

Not necessary

AgentBank Name: SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
Branch Name: AZABU BRANCH
Bank Address: 4-1-3 Nishiazabu Minato-ku Tokyo Japan 106-0031
Account Holder:  ACCADEMIA RIACI TOKYO OFFICE
Address: 5-15-20-702 Minamiazabu Minato-ku Tokyo Japan 106-0047
Phone Number: +82-3-5449-8200
Account number: 270-107029 
SWIFT Code/BIC:  SMBC JP JT

Copy of Passport (ID page)

Application Form Diploma or Certificate of the last education

Chef Training Course 2 months     1 month

1 weekSommelier Course

All courses above, except for Internship, include housing in a shared apartment (twin room) for the duration of the course. 

Please describe in detail and attach the doctor's note.

If you have any food allergies, medical conditions such as cardiac disease, diabetes, epilepsy, chronic diease or any other diseases that require special attention,

Please fill out this form completely.

1. Personal Information

2. Program and Course Selection

3. Housing

4. Enclosed documents

5. Payment Procedure  *Please confirm with the Accademia Riaci - Office of Admissions
INTERNATIONAL STUDENTS

I prefer to take the lessons in Italian with English Interpreter

Bank Name: POSTE ITALIANE SPA
Account Holder: ACCADEMIA RIACI

Phone Number: +39-055-289831
CODE IBAN: IT26 W076 0102 8000 0008 4496 884
CODE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 

ITALIAN STUDENTS

1 week         2 weeksBarista Course

2 weeks       4 weeks       6 weeks       8 weeks       12 weeksSummer Cooking Course

1 week         2 weeks       3 weeks       4 weeksChristmas Course

1 week         2 weeks       4 weeks       8 weeks       12 weeks       Other (                                          )Gelato Course

1 week         2 weeks       4 weeks       8 weeks       12 weeks       Other (                                          )Italian Home Cooking

Chef Training Course + Internship 6 months 12 months 18 months 24 months (Start dates :      Apr.4, 2021        Sep.26, 2021      Jan.30, 2022       Apr.3, 2022)

Italian Language + Internship 6 months 12 months 18 months 24 months (Start dates :      Apr.4, 2021        Sep.26, 2021      Jan.30, 2022       Apr.3, 2022)

Italian Language + Gelato Internship 6 months 12 months 18 months 24 months (Start dates :      May 3, 2021       Sep.6, 2021        Jan.10, 2022       May 2, 2022)

Italian Language + Barista Internship 6 months 12 months 18 months 24 months (Start dates :      May 3, 2021       Sep.6, 2021        Jan.10, 2022       May 2, 2022)

Address：VIA DE' CONTI 4, 50123 FIRENZE ITALY

Start date (dd/mm/yyyy)     1st Choice  (from                    /                    /                    )                    2nd Choice  (from                    /                    /                    )

Photo
(30 x 40 mm)



I hereby agree to the admission terms and general conditions and accomodation general conditions and apply for the course.

SignatureDate

GENERAL CONDITIONS

HOUSING RULES AND REGULATIONS

1. Housing check-in day is on Sunday, while checkout is on Saturday. Check-in and check-out 
on any other day are on additional charge. 

2. Housing request deadline is 30 days before the course starts. We suggest students apply 
for housing at the same time as the course application.

3. Once the student arrives in Italy, NO REFUND will be made for any reason whatsoever in 
the event of a student deciding to cancel change or vacate an assigned apartment.

4. The accommodation address will be indicated 7 days before the registered check-in date 
(the address of the accommodation may change. Please check the latest information).

5. To cancel a reservation, the applicant must notify the school at least 90 days before the 
registered check-in date. The amount of refund will be 70% of the paid fee (after deducting 
22% of the tax, as well as bank commissions). 

6. The shared apartments provided by the school are located in Florence, around 20-30min by 
bus/bicycle to the city center. Each apartment may consist of 2 or 3 bedrooms with a shared 
kitchen, and a shared bathroom. Students cannot choose where to be placed.

7. Students cannot choose their roommates or flatmates depending on their personal 
preferences, except for the cases that the school considers justified.

8. If a student requests a single room (available at an extra charge), he/she will be provided of 
a separate room with one bed, but still will share the kitchen and the bathroom with the 
other flatmates.

9. All residents need to clean rooms, kitchen, and bathroom. 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.

10. Only some apartment has a WIFI connection, but its availability and the cost depend on 
each apartment which cannot be chosen by the student. The apartment telephone must not 
be used except for emergency, or explicit agreement with the landlord.

11. Air conditioning (for cooling) is not common in Florence. If you would like accommoda-
tion with air conditioning, please inquire.

12. As for the heating in winter, according to the Italian law on energy saving, the heating 
system is available for 8 hours a day during November to March. Most buildings have a 
central heating system. If you modify the central control of the heating system without 
permission, there may be a legal consequence to the guarantor.

13. Students are to keep the accommodation keys in good care. If they lose the keys, it may 
be needed to change the entire door lock of the building, and the school is not responsible 
for such cost. The landlord reserves right to debit such fee to the student.

14. Some bedrooms do not have keys or even if there is, in most cases, it closes only from 
inside. Please keep important belongings inside a locked suitcase.

15. Only students who reserved the rooms can be allowed inside the apartment. It is not 
allowed to invite friends or relatives to eat together or hold parties. Such parties can be 
reported to the police by neighbors, and the landlord may charge those responsible for any 
damage.

16. 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, students are not allowed to invite friends or relatives without prior permission 
of the landlord.

17. 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.

18. The students staying in the shared apartments must follow the accommodation rules. 
Noncompliance with these rules may be grounds for being expelled from the accommodation. 
The school is not responsible for compensating for the paid rent in such a case.

19. Mediating any disagreement between roommates or flatmates is not the school's 
competency. Problems with the landlord, however, are to be resolved via school office.

© 2021 ABC de’ Conti

1. The Enrollment Fee of ABC de’ Conti is to be paid upon 
registration of ABC de’ Conti and the Tuition Fee of ABC 
de’ Conti is to be paid no less than 30 days before the start 
of the relevant course. Payments can be made only in 
cash, by bankwire transfer or international postal / money 
order to the account indicated by ABC de’ Conti. ABC de’ 
Conti will provide the student with a certificate of payment 
confirmation. In case of a wire transfer, the certificate will 
be issued only when the completion of the transfer has 
been confirmed by the school at its receiving bank 
account. ABC de’ Conti 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 ABC de’ Conti. ABC de’ Conti reserves the 
right to claim back from any such student any reasonable 
expenses incurred in reliance upon his/her registration on 
the course.

2. The Enrollment Fee paid to ABC de’ Conti is not 
refundable
unless ABC de’ Conti decides not to grant the student a 
place on the relevant course. Cancellation will only be 
accepted if made in writing to ABC de’ Conti. If cancella-
tion occurs not less than 180 days prior to the start of the 
relevant course, ABC de’ Conti shall refund 100% of the 
Tuition Fee, 50% of the Tuition Fee will be refunded if 
cancellation occurs not less 60 days prior to the start of 
the relevant course; 30% of the Tuition Fee will be 
refunded if cancellation occurs one day before the class 
starts and no refund shall be made if cancellation occurs 
after the start of the relevant course. For students who do 
not hold an EU passport, there will be no refund after 
certificate of admission has been issued.

3. The Tuition Fee includes tuition and diploma or 
certificate of attendance as specified for the course.

4. ABC de’ Conti will be responsible for preparing a 
laboratory and basic equipments for student use. 
However, expenses for any materials needed for each 
student’s course and projects shall be covered by the 
student.

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 examina-
tions after the end of the relevant course and ABC de’ 
Conti shall not, in this case, issue any final certificate of 
attendance or the official diploma to the student.

6. Attendance is compulsory. No student shall be allowed 
to take 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. In case students do not attend 
lessons, there will be no refund of the Tuition Fee.

7. By enrolling on any course offered by ABC de’ Conti, 
students agree to comply fully with the disciplinary rules 
of ABC de’ Conti as this represents a condition of the 
agreement between students and ABC de’ Conti. 
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 ABC de’ Conti. 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, ABC de’ Conti 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 appoint-
ed by ABC de’ Conti, 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 the examinations 
(hereon referred to as The Material) shall be deemed to 
be the property of ABC de’ Conti. Students hereby assign 
by way of future assignment all copyrights arising in the 
Material and in particular allow ABC de’ Conti to exhibit, 
reproduceand/or publish such Material.

10. If a student wishes to change the course after 
registering with ABC de’ Conti, the school will consult with 
the school management in order to make arrangements 
for changing the course with a separate course of the 
student’s choice, with a handling fee of 20% of the tuition.

11. ABC de’ Conti reserves the right to cancel the course 
prior to the beginning of the courses if less than a quorum 
to start a course is present. Students who are registered 
in a course that is canceled will be notified, and the 
Enrollment Fee and the Tuition Fee will be a full refund.

12. ABC de’ Conti doesn’t take any responsibilities for 
accidental loss of personal belongings and valuables in 
school or outside school.

13. Students must be responsible in case of any damage 
or vandalization of school property by the student.

14. ABC de’ Conti is closed on Italian national holidays 
and school holidays such as summer holidays, winter 
holidays and Easter holidays.

15. No variation to this agreement shall be valid unless 
agreed in writing between the parties.

16. For programs held in Florence campuses, the 
agreement between ABC de’ Conti 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.

[ Revised as of March 1, 2021 ]



GENERAL CONDITIONS（ABC DE’コンティ 学校規約）

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。

© 2021 ABC de’ Conti

HOUSING RULES AND REGULATIONS（宿泊規則）

1.  ABC DE’ コンティの登録料は ABC DE’ コンティへの登
録時に支払い、授業料は選択したコースの開始 30 日前ま
でに支払ってください。支払いは現金、郵便小切手もしく
は ABC DE’ コンティより指定された銀行口座への振込で
行ってください。ABC DE’ コンティは、コース登録をした
学生が上記で定められた支払い期限、または ABC DE’コン
ティと同意をしたその他の支払い期限以内に授業料の支
払いを行わなかった場合、コースや試験から除名する唯
一の決定権を有します。ABC DE’ コンティはこのようなコ
ースに登録した学生からかぶった正当な出費を、学生当
人に対して請求する権利を有します。

2.  ABC DE’ コンティへ支払われた登録料 100 ユーロは、
ABC DE’ コンティが学生に対して入学許可が下りなかっ
た場合を除き、返金いたしません。キャンセルは ABC DE’
コンティに対して書面による申請があった場合のみ受け
付けます。もし、キャンセルが選択したコース開始日の
180 日以前までに行われた場合、ABC DE’コンティは授業
料の全額を返却いたします。キャンセルが授業開始 60 日
以前までに行われた場合、ABC DE’コンティは 50％の授業
料を返却いたします。キャンセルが授業開始日の 1 日前
までに行われた場合は、30％の授業料を返却いたします。
授業開始後にキャンセルが行われた場合の授業料の返金
はありません。ただし、EU 圏外の国籍を持つ学生で、入学
許可証を ABC DE’コンティからすでに発行済みの場合、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.  授業料に含まれるものはレッスン費です。

4.  ABC DE’コンティは、学生のためのラボラトリー、基本
的な備品の準備は行いますが、個人の使用するテキスト・
教材・材料に関しては、学生の負担になります。

5.  コース期間等、詳細なスケジュール等の情報は、入学時
に学生に伝えられます。

6.  授業への出席は義務づけられています。学生が授業の
出席率 80％以下の場合、学生が試験を受けることを許可
しません。学生がコース終了時までに要求される出席率
を維持せず、要求される試験の及第点を達成しない場合、
修了証明書を発行しません。また、授業に出席しない場合
でも、授業料は返金されません。

7.  ABC DE’ コンティのいかなるコースに登録することは
、ABC DE’コンティが定めた規律上の規則に対し、学生が
完全に受諾することになります。これは、学生と ABC DE’
コンティとの同意条件となります。高い出席率や授業の
日程を厳格に尊重し、ABC DE’コンティの職員に大しての
責任ある行動を順守する学生に対して、ABC DE’コンティ
の設備の利用を許可します。これらの規則を順守しない
場合、そのような怠慢な学生に対して規律上の措置をと
る結果となる可能性があります（選択したコースから学
生を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、ABC DE’コンティは学生によ
り引き起こされたあらゆる損失に関する損害賠償を請求
する権利を有します。

8.  各コースは ABC DE’コンティおよび指定された教師に
より決められたスケジュール、日付、そしてプログラムに
よって構成されています。ABC DE’コンティはいかなると
きでも必要に応じてコースの一部を修正する権利を有し
ます。

9.  在学期間に学生が製作する材料を含む論文および制
作品（以下、マテリアルという）は、ABC DE’コンティに所
有権があるとみなします。学生は本契約上、マテリアルか
ら生じる将来的な全ての著作権を譲渡し、特にそのよう
なマテリアルを展示、複製、出版することを ABC DE’コン
ティに許可することになります。

10.  登録後、コースの変更を希望する学生は事務局と相
談の上、他のコースへ変更できます。その際の手数料は、
既に申し込んだコースの授業料の 20％分です。

11.  ABC DE’コンティは、各コースがレッスン開催可能な
人数に学生が満たなかった場合には、すでにコースに登
録している学生にコース開催日前までにその旨通告した
上でコースを取りやめる権利を有します。その際、すでに
払込済の登録料、授業料は、学生に全額返済されます。

12.  ABC DE’コンティ校内、校外での私物、貴重品等の紛
失に関して、ABC DE’コンティは一切責任を負いません。

13.  学生自ら ABC DE’ コンティの所有するあらゆる物品
に損害を与えた場合、学生はその責任を負わなくてはな
りません。

14.  授業はイタリアの祝祭日、および学校が定める休み、
夏休み、冬休み、復活祭の休み期間には休校になります。

15.  この同意に関する変更は当事者間の書面による同意
無しに変更できません。

16.  ABC DE’ コンティで行われるプログラムでは、ABC 
DE’コンティと学生との同意は、イタリアの法律によるも
のであり、両者はこの同意から生するあらゆる論争に関
する唯一の司法権減をフィレンツェのイタリア裁判所が
有していることを同意するものです。

[ 2021/03/01 改訂 ]

1. 宿泊施設へのチェックイン日は日曜日、チェックアウト日は
土曜日です。その他の曜日のチェックインとチェックアウト
は追加料金がかかります。

2. 入居希望の締め切りは、コース開始の 30 日前です。コース
申し込みと同時に住居申請をすることをお勧めします。

3. 学生がイタリアに到着した後で、割り当てられたアパートを
解約、変更または退去すると決定した場合、いかなる理由でも
返金は行われません。

4. 宿泊先住所は、チェックイン登録日の 7 日前に提示されま
す（宿泊施設の住所は変更になる場合があります。最新情報を
ご確認ください）。

5. 予約をキャンセルするには、申請者は登録されたチェックイ
ン日の少なくとも 90 日前に学校に通知する必要があります。
返金金額は、支払った手数料の 70％になります（22％の税金と
銀行手数料を差し引いた後の金額）。

6. 学校が提供する共同アパートはフィレンツェにあり、市中心
部までバス / 自転車で約 20～30 分の場所になります。各アパ
ートメントは、共有キッチンと共有バスルーム付きの 2 つま
たは 3 つのベッドルームなどで構成されています。学生はど
の部屋を割り当てられるか選択できません。

7. 学校が正当であると考える場合を除いて、学生は個人的な好
みに応じてルームメイトまたはフラットメイトを選ぶことは
できません。

8. 学生がシングルルーム（追加料金で利用可能）をリクエスト
した場合、1つのベッドを備えた個別の部屋が提供されますが
、その場合でも他のフラットメイトとキッチンとバスルーム
を共有します。

9. すべての居住者は、部屋、キッチン、バスルームを掃除しな
ければなりません。石鹸、洗剤、トイレットペーパーなどの日
用品は、居住者が購入する必要があります。キッチンには調理
器具が付いています。フェイスタオルやハンドタオルはあり
ません。ベッドシーツは定期的に交換されます。

10. 一部のアパートのみが WIFI 接続を備えていますが、利用
が可能かどうかとその費用については各アパートによって異
なり、学生がアパートを選択することはできません。緊急時、
または家主との明確な合意がある場合を除いて、アパートの
電話を使用してはなりません。

11. エアコン（冷却用）はフィレンツェでは一般的ではありま
せん。エアコン付きの宿泊施設をご希望の場合は、お問い合わ
せください。

12. 冬季の暖房については、イタリアの省エネ法により、11 月
から 3 月まで 1 日 8 時間の暖房が可能です。ほとんどの建物
にはセントラルヒーティングシステムがあります。暖房シス
テムの中央制御を許可なく変更した場合、保証人に法的な影
響が及ぶ可能性があります。

13. 学生は、宿泊施設の鍵を大切に保管する必要があります。
鍵を紛失した場合は、建物のドアロック全体を交換する必要
があり、学校はその費用を負担しません。家主はその費用を学
生の支払い義務とする権利を留保します。

14. 寝室の中には鍵がないものや、鍵があったとしても、ほと
んどの場合、内側からしか閉まりません。大切な持ち物は鍵の
かかったスーツケースに入れて保管してください。

15. 部屋を予約した学生のみがアパートに入ることができま
す。友人や親戚を招待して一緒に食事をしたり、パーティーを
開いたりすることは許可されていません。違反した場合は、隣
人は警察に通報することができ、家主は発生した損害につい
て当事者である責任者に請求することができます。

16. イタリアのテロ対策法によると、家主は自分の所有地で集
まりのホスト役となる人すべてを地元の警察に通知する必要
があります。それを怠った場合、州法により厳しく罰せられま
す。したがって、家主の事前の許可なしに、学生が友人や親戚
を招待することは許可されていません。

17. 深夜以降に大きな音を立てることは法律で禁止されてい
ます。隣人から報告され、罰金が科せられる場合があります。
また、家主はそのことを理由に宿泊施設への滞在継続を拒否
することがあります。

18. 共有アパートに滞在する学生は、宿泊規則に従わなければ
なりません。これらの規則に違反すると、宿泊施設から追放さ
れる理由となる場合があります。そのような場合、学校はすで
に支払った家賃を補償する責任を負いません。

19. ルームメイトまたはフラットメイト間の不一致、意見の相
違を仲裁することは、学校の責任ではありません。ただし、家
主との間に発生した問題は学校の事務所で解決する必要があ
ります。


