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上記の専門施設＆提携事業にて随時受付 

施設見学いつでもＯＫ。お気軽にどうぞ♪ 

 体験受講 500円（非会員） 
① 統括団体・施設・講座の説明 

② 会員登録（登録費なし・年会費なし） 

③ 初級コース・レッスンクラス  体験１時間 

  中級コース・経験者コース  体験２時間 

提携校にて各種体験会を受付中です。お問い合わせは下記の事務局まで。 

  ２回目以降 

① 開講時間内 随時受付 

② 受付で会員証を提示 

③ お好きな時間だけ受講 

④ 受講費のお支払い 

健全な麻雀文化を普及する非営利社団が統括する 

会員制のカルチャー教室です（登録会員4.9万人） 

健全な趣味としての麻雀を／清潔な禁煙施設で 

老若男女どなたでも （４歳-９０代・女性４割）  

経験やレベルを問わず（初級・中級・経験者） 

講師の指導のもと／覚えて楽しむ教室です 

形態により受講システムが異なります 

詳細はホームページにてご確認下さい 

生涯学習講座 
墨田 町田 湘南 茅ヶ崎 敬愛 沢渡 

横浜南 立川 菅生 野川 高田 多摩川 

南砂 立花 豊洲枝川 銀座築地 豊橋 

生活協同組合講座 
新横浜 北本 越谷 富士見 川越 浦和 

春日部 所沢 大宮 大久保 相生 

神戸北 姫路田寺 西神南 兵庫 

地区センター講座 
神大寺 東永谷 末吉 菅田 城里 野庭 

神之木 港南台 加西 永谷 磯子 港南 

子供教室 
川崎 蒲田 大井町 丸井溝口 大阪 

町田 南大沢 赤羽 船橋 聖蹟 錦糸町 

大型商業施設内 

専門施設 

ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大井町 

丸井ﾌｧﾐﾘｰ溝口 

ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ南大沢 

ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ赤羽 

ヨシヅヤ太平通 

 

カルチャー講座 
綾瀬  西新井 ひばりが丘  

亀有  南砂町 南大沢  

横浜  伊勢原 都築 

溝口  平塚  横浜別所 

辻堂  茅ヶ崎 南砂 

千葉  常盤平 稲毛海岸 

成田  蘇我  緑ヶ丘 

越谷  ﾚｲｸﾀｳﾝ 印西 

成増  川越    取手 

小山  古河  京急百貨店 

八尾  鳳   醍醐 

橿原   奈良   姫路 

明石  加古川  川西 

神戸  くずは  くにづか 

専門施設 

川崎 

蒲田 

町田 

船橋 

聖蹟桜ヶ丘 

錦糸町 

提携事業 

池袋 

横浜 

雪谷 

伊勢佐木 

京都円町 

【ニューロン麻雀】は一般社団法人ニューロンの登録商標です 
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６０分制 残り１０分の時点で予告します 

点数申告「役と点数」「リーチ、ピンフで２０００点です」 
 

２５０００点持ち／マイナスで終了（０点は続行） 

親のテンパイまたはアガリで連荘 
 

食いタンヤオ・あとづけ      あり 

一発･裏ドラ･カンドラ･カン裏ドラ  あり  

形式テンパイ・フリテンリーチ   あり 

役満の責任払い（大三元・大四喜） あり 

南４局のアガリやめ・テンパイやめ あり（１位の場合のみ） 
 

積み場３００点・２翻しばり    なし 

ダブルロン トリプルロン     なし（すべて頭ハネ） 

流し満貫 人和 食いかえ     なし 

途中流局（九種九牌・四風連打・四人リーチ・四カン）なし 

 

１０００点罰符  場に１０００点を預ける／それ以降の制約なし 

   ポン・チー・カン・リーチの誤発声 
 

アガリ放棄 アガる権利なし／テンパイ料もらえず／チー･ポン･カン不可 

   多牌 少牌 ロンツモの誤発声（手牌を開く前に取り消した場合） 
 

チョンボ ２０００点オール払い／局をやり直し（リーチ棒は戻る） 

      誤ロン 誤ツモ（手牌を開いた場合）ノーテンリーチ（流局時） 

ルールの確認や点数計算、トラブルの裁定など 

お困りの際は気軽にスタッフをお呼びください 

受講者への基本的なサービスです（別料金なし） 

★印のイベントは別途、受講費が生じます 

スタンプ  ３０個毎に割引券や麻雀グッズ 

偉大写真  役満などの達成記録の記念写真 

学級新聞  NEWS・戦術・川柳・各校舎記録 

成績管理  専用アプリで個人データを閲覧 

ランキング 入賞者に選抜大会出場権など 
 

月例祭★  気軽に楽しむ定例大会／年１２回  

選抜大会★ 満貫全席・天下一予選／年 ５回 

全国大会  天下一武道会    ／年 １回 
 

体験受講  各コース随時受付／対象は非会員 

友人紹介  サービス券を進呈／対象は非会員 

    成績一例 

「32000点の2位」 

持ち点 ＋7000点 

順位点 ＋5000点 

合計  ＋12000点 

ニューロン公式テキスト １０００円 
 

フルカラー６０Ｐ・オリジナル点数表 

前半は基本ルール・後半は戦術や作法 

    順位点 

１位  ＋10000点 

２位   ＋5000点 

３位   ▲5000点 

４位  ▲10000点 
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他人同士が卓を囲む場。お互いに気分よく 

楽しい時間を過ごせるように配慮ください 

一緒に楽しむ相手に敬意を 
対局内容や勝負にこだわる前に対局相手への敬意と礼儀作法を大切に。 

すべては挨拶から「よろしくお願いします」「ありがとうございました」 

公衆マナーを大切に（身だしなみ・手指は清潔に・臭いのケア・大声や大騒ぎはＮＧ） 

経験の浅い方、不慣れな方、身体的ハンデがある方には親切に。 
 

ゲーム進行はスムーズに 
対局時間は「みんなの共有時間」自己中心的な使い方をしない。 

「頻繁に長考」「すみやかに点棒を払わない」「動作に無駄が多い」 

正しい手順でテンポ良く【ツモる ⇒ 捨てる ⇒ ツモった牌を手牌の中へ 】 
 

発声は正確にハッキリと 
麻雀は様々な行為を発声で判定するゲーム。無発声はルール違反。 

余計なセリフを加えない。「そのチーマン、ポン」「通らばリーチ」 
 

点数申告と点棒のやりとり 
点数のやりとりで困っていたら、お互いにわかる範囲で助け合いましょう。 

点数計算があいまいな方は役と翻数を申告「リーチとピンフで２飜です。何点ですか？」 

点棒のやりとりは少ない本数で済むように工夫しましょう。 

 ＜例＞ 3900点 → 5000点棒で支払う → おつりは1000点棒と100点棒 
 

対局内容に関する発言は控える 
本人には他意がなくとも、結果的にトラブルの原因に。 

「失敗した」「ダメだ」「諦めた」とつぶやいた後にアガる。相手はどう思う？ 
 

卓内でのハラスメント 
麻雀は自分の意思で自由に楽しむゲーム。上から目線の批判はマナー違反。 

威圧的な言動をしない「牌を叩く」「点棒を放る」「やたらと急かす・煽る」 

自分の価値観を押し付けない「そのあがりは意味がない」「リーチすべきじゃない」 
 

負けた時こそ品位ある行動を 
麻雀は勝者の選択や幸運を称え、点棒でお祝いするゲーム。 

愚痴らない。ふて腐れない。勝った相手に嫌味を言って責めない。 

あがれなかった手牌を開いて解説（言い訳）をしない。 
 

緊急のトイレや電話の際は、我慢せずスタッフへお声がけください。 

チョンボ等のトラブル裁定は独断で行わず、必ずスタッフを呼んでください。 

相手の言動が気になる時、その場で直接伝えるのは避けて、スタッフへご相談ください。 
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ニューロン麻雀スクール会員規約   

一般社団法人ニューロン発⾏ 

2019年04月01⽇更新 

■会員登録 

1. 当校は会員制のカルチャースクールです。受講には会員登録が必要です。 

2. 会員登録の⼿続きは各校舎にて承ります。会員登録書へ「⽒名・電話・⽣年⽉⽇・住所」をご記⼊ください。 

3. 17歳以下の方(高校生は3年⽣の年度末まで)は保護者の同意が必要です。 

4. 本⼈確認や年齢確認のため、公的証明書や学⽣証をご提⽰いただく場合がございます。 

5. 会員登録費および年会費は無料です。登録に有効期限は設けておらず、更新費⽤等はかかりません。 

■会員登録をお断りする場合 

1. 当校の定める受講のルールやマナーに賛同、順守くださらない方。公衆道徳に反する言動をなされる方。 

2. 現在または過去に反社会的勢⼒に所属した⽅。会員登録後に判明した場合は直ちに退会処分とします。 

■会員証 

1. 会員登録時に発⾏します。紛失した場合は再発⾏します。 

2. 受講毎に各校舎の受付にてご提示ください。 

3. 他人に貸与または譲渡することはできません。 

4. 住所や電話番号などの登録情報に変更が⽣じた際は、本部または各校舎へお知らせください。 

■受講 

1. 事前のお申し込みは不要です。但し、定員越えが予想されるイベントや⼀部コースは予約制（予約優先）です。 

2. 受講費は受講後にお支払い頂きます。レッスンクラスでは指定教材として公式教本をご購入いただきます。 

3. 予約を取り消す場合は連絡ください。無連絡での予約不履⾏を複数回なされた場合、以降の予約は受付けません。 

4. 講座開始の約10分前より入室可能です。受講後はすみやかに退室ください。 

■休講 

1. 自然災害や講師の病欠、交通機関のストライキなどのため、やむを得ず休講することがあります。 

2. 上記以外の理由でも、講座内容や開講時刻を変更することがあります。 

3. いかなる事由でも、施設までの交通費などの損害は補償いたしません。 

■受講上の注意とお願い 

1. 他の会員への迷惑⾏為など、当校の⽅針にそぐわない⾔動が⾒受けられた場合、退会いただく場合がございます。 

2. 施設内の機材を故障や破損させた場合、弁償していただきます。 

3. 施設内での私物の盗難、破損、紛失については損害賠償の責任は負いません。 

4. 施設内での録⾳、撮影、物品販売、勧誘、営業⾏為は固くお断りします。 

5. 伝染病罹患もしくはその恐れがある場合は受講をご遠慮ください。他の会員への感染予防にご協⼒ください。 

6. 受講中に発⽣した急病、傷害についての責任は負いません。 

■個人情報保護 

1. 会員登録時に記⼊いただいた「⽒名・電話・⽣年⽉⽇・住所」は、当校からの連絡や内部資料として使⽤します。 

2. 個人情報を本人に無断で第三者に提供しません。ただし会員の生命に関わる緊急事態ではこの限りではありません。 
 

※本規約の内容は予告せずに変更することがあります。ご了承ください。 

※本規約の成⽴、効⼒、履⾏および解釈に関しては⽇本法が適⽤されるものとします。 

非営利型一般社団法人ニューロン事務局 

050-1037-5264 神奈川県川崎市川崎区砂⼦2-11-29-3F 
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設立1997年 提携143校 講師341名 

会員49200名 うち子供会員1590名 一般社団法人ニューロン 

ニューロン麻雀スクール専門施設 受講生の皆様へ 
 

  新型コロナ感染対策 ご協力のお願い 

弊社統括の会員制カルチャー麻雀教室では、下記の対策を徹底することで感染リスクを 

大幅に低減できると考えています。受講生の皆様とスタッフが認識を共有し、常に意識 

して取り組むことが大切です。みんなの麻雀教室を守るためにご協力をお願いします。 

 

入場制限 「発熱や喉の痛みなど、風邪の諸症状がある方、体調不良の方」および 

      「基礎疾病など、重症化が懸念される方」は入場をお断りします 
 

非接触型体温計 入室時に検温。37度以上で入室ＮＧ。 

手指消毒 受講の前後および休憩後に「手洗い」「消毒液での除菌」 

不織布マスク（推奨）正しく使用することで感染予防に効果。 

会話  おしゃべりは控えめに。大声は避けてください。 

飲み物 局の合間にマスクをずらしてお飲み下さい。 

 

常時換気（外気取入）一部施設で【除菌空気清浄機】を設置。 

麻雀卓シールド 飛沫抑止。隣接する座席の合間も遮断します。 

用具除菌 麻雀牌、麻雀卓、点棒、椅子、テーブル、ドアノブなど 

手指が接触する箇所を中心に、除菌清掃を定期的に行います。 

一部施設で【施設まるごと抗菌・抗ウイルス加工】を施しています。 

 

感染者が生じた場合 受講生およびスタッフが感染または濃厚接触者と判定された 

場合、一定期間の入場を不可とする等、厚生労働省のガイドラインに従って対処します。 

弊社麻雀教室は会員制であり、すべての受講歴を管理しております。もしも濃厚接触者の 

特定を要する事態に至った場合、「施設内に居合わせた人」「一緒に卓を囲んだ人」等の 

受講歴を活用し、受講生およびスタッフの安全を守るべく最大限の対応に努めます。 

 

 ニューロン麻雀スクールでは2020年6月より講座を順次再開 

 上記の感染対策のもと、再開後32ヶ月間で約35.4万人が受講 

 2022年末の時点で 教室内での感染報告はありません 


