お申込み頂くお客様は、本旅行条件及びパンフレットに記載されている
各コースごとの内容を必ずご確認の上、お申込みください。

■
1.

（株）
国際交流センターご旅行条件（手配旅行の部 要旨）
本旅行条件書

第一条

当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この

約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項に
ついては、法令又は一般に確立された慣習によります。
２ 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で
書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その
特約が優先します。

3.

旅行のお申込みと契約の成立時期

（契約の申込み）
第五条

当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社

所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金
額の申込金とともに、
当社に提出しなければなりません。
２ 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定に
かかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容
を当社に通知しなければなりません。

2.

手配旅行契約

ISS
（株）
国際交流センター
（東京都新宿区高田馬場1-26-5 FIビル
6F 観光庁長官登録旅行業第1148号・以下当社といいます）
（用語の定義）
第二条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委
託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどに
より旅行者が運送、宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他
の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」といいます。）の
提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約
をいいます。
２ この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、
「海
外旅行」
とは国内旅行以外の旅行をいいます。
３ この約款で
「旅行代金」
とは、当社が旅行サービスを手配する
ために、運賃、
宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払
う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金（変更手続料金及
び取消手続料金を除きます）
をいいます。
４ この部で
「通信契約」
とは、
当社が提携するクレジットカード会社
（以下「提携会社」といいます）のカード会員との間で電話、郵
便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結す
る手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配
旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債
権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社の
カード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらか
じめ承認し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に
定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいい
ます。
５ この約款で
「カード利用日」
とは、旅行者又は当社が手配旅行
契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日
をいいます。
（手配債務の終了）
第三条

当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手

配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終
了します。したがって、満員、
休業、
条件不適当等の事由により、
運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を
締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたと
きは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金
（以下「取扱料金」
といいます）
を支払わなければなりません。通
信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運
送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締
結できなかった旨を旅行者に通知した日とします。
（手配代行者）
第四条

当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全

部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業
として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
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３ 第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当
社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
（契約締結の拒否）
第六条

当社は、次に揚げる場合において、手配旅行契約の締

結に応じないことがあります。
２ 当社の業務上の都合があるとき。
３ 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するク
レジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債
務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済
できないとき。

（情報通信の技術を利用する方法）
第十一条

当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契

約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行
サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事
項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の
技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項
（以下こ
の条において
「記載事項」
といいます）
を提供したときは、旅行者
の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録さ
れたことを確認します。
２ 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載
事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社
の使用する通信機器に備えられたファイル（専ら当該旅行者の
用に供するものに限ります）に記載事項を記録し、旅行者が記
載事項を閲覧したことを確認します。

4.

旅行契約の変更及び解除

（契約内容の変更）
第十二条

旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内

容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることがで
きます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求め

（契約の成立時期）
第七条

手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条

第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。

に応じます。
２ 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する
場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に

２ 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項

支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用

の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとしま

を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払

す。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、

わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更

当該通知が旅行者に達した時に成立するものとします。

によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属す
るものとします。

（契約成立の特則）
第八条

当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による

特約をもって、申込金の支払を受けることなく、契約の締結の承
諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
２ 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の
書面において明らかにします。

（旅行者による任意解除）
第十三条

旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を

解除することができます。
２ 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅
行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価とし
て、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、

（乗車券及び宿泊券等の特則）
第九条

当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかか

わらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする
手配旅行契約（企画手配旅行契約を除きます）
であって旅行代
金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した
書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付け
ることがあります。
２ 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結
を承諾した時に成立するものとします。
（契約書面）
第十条

当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、

旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の
責任に関する事項を記載した書面（以下「契約書面」といいま
す）
を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービ
スについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を
受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を
交付しないことがあります。
２ 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配
旅行契約により手配する業務を負う旅行サービスの範囲は、当
該契約書面に記載するところによります。

違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又は
これから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取
消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料を支払わなけ
ればなりません。

6.

団体・グループ手配

第十四条

当社は、次に揚げる場合において、手配旅行契約を

第十八条

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者が

申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適
用します。

３ 通信規約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジット

（契約責任者）
第十九条

当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその

カードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一

団体・グループを構成する旅行者（以下「構成者」といいます）

部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなく

の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているも

なったとき。

のとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引

４ 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅
行者は、
いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、
違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又は
これから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対
し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取
扱料金を支払わなければなりません。

及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で
行います。
２ 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社
に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
３ 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負
うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負う
ものではありません。

（当社の責に帰すべき事由による解除）
第十五条

旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サー

ビスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除する

４ 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅
行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者
を契約責任者とみなします。

ことができます。
２ 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当
社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価とし

（契約成立の特則）
第二十条

当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合

て、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払

において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払い

わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅

を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがありま

行者に払い戻します。

す。

３ 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨
げるものではありません。

5.

旅行代金

２ 前項の規定に基づき申込金の支払を受けることなく手配旅行
契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載
した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書
面を交付した時に成立するものとします。

（旅行代金）
第十六条

旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、

当社に対し、
旅行代金を支払わなければなりません。
２ 通信契約を締結したきは、当社は、提携会社のカードにより所
定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受け
ます。この場合において、
カード利用日は、当社が確定した旅行

料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の
変動が生じた場合は、
当該旅行代金を変更することがあります。
４ 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者
に帰属するものとします。
５ 当社は、
旅行者と通信契約を締結した場合であって、
３若しくは
４の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当
社は、
提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名な

責任

（当社の責任）
第二十三条

当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又

故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を
賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して
二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
２ 旅行者が天災地変、戦乱、暴動による運送・宿泊機関等の
旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当
社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき
は、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負う
ものではありません。
３ 当社は、手荷物について生じた前項の損害については、前項
の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行
にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に
当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき
十五万円を限度（当社に故意又は重大な過失がある場合を除
きます）
として賠償します。
（旅行者の責任）
第二十四条

旅行者の故意又は過失により当社が損害を被った

ときは、
当該旅行者は、
損害を賠償しなければなりません。
２ 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提
供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行
契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
３ 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行
サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行
サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やか
にその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提
供者に申し出なければなりません。

（構成者の変更）
第二十一条

当社は、契約責任者から構成者の変更の申出が

あったときは、可能な限りこれに応じます。
２ 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当
該変更に要する費用は、
構成者に帰属するものとします。

サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
３ 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・

7.

は、当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させたものが

解除することがあります。
２ 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。

対し、
所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。

（団体・グループ手配）
その責任ある代表者（以下「契約責任者」といいます）
を定めて

（旅行者の責に帰すべき事由による解除）

４ 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に

（添乗サービス）
第二十二条 当社は、
契約責任者からの求めにより、
団体・グルー
プに添乗員を同行させ、
添乗サービスを提供することがあります。
２ 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、
あらかじめ定
められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な
業務とします。
３ 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時
から二十時までとします。

8.

弁済業務保証金

（弁済業務保証金）
第二十五条

当社は、社団法人日本旅行業協会（東京都千代

田区霞が関三丁目３番地３号）
の保証社員となっております。
２ 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その
取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業
協会が供託している弁済業務保証金から7,000万円に達する
まで弁済を受けることができます。
３ 当社は、旅行業法第二十二条の第一項の規定に基づき、社
団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付して
おりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託し
ておりません。

くして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、
カー
ド利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が
旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日としま
す。ただし、第十四条第一項第二号の規定により当社が手配
旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日まで
に、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき
費用等を支払わなければなりません。
（旅行代金の精算）
第十七条

当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・

宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰するべ
きもの及び取扱料金（以下「精算旅行代金」
といいます）
と旅行
代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅
行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行
代金の精算をします。
２ 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えると
きは、
旅行者は、
当社に対し、
その差額を支払わなければなりませ
ん。
３ 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たな
いときは、当社は、
旅行者にその差額を払い戻します。
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語学研修参加条件 ●お申込み前にお読みください。
このパンフレットでご紹介する研修へのお申込みは以下の条件でお受けします。

プログラムの範囲

申込みコースの変更

⑴ このプログラムはここに記載する申込み条件
に基づき、株式会社国際交流センター（観光庁
長官登録旅行業第 1148 号、以下「当社」といいま
す）が申込者の希望する受入機関への入学申込手
続きの代行、出発にあたっての情報提供などを
行うものであり、課程修了・資格取得などを保
証するものではありません。受入機関での研修
内容は各教育機関が独自に企画・運営・提供す
るもので、当社が自ら研修に関するサービスの
提供を行うものではありません。
⑵ この研修は参加者の要望をお伺いし、それに
沿ったサービスの手配を引き受ける「手配旅行」で
す。あらかじめ旅行内容等が決められている「募
集型企画旅行」
ではありません。
⑶ このプログラムで当社が提供するサービスは
以下の通りです。

参加者の都合でお申込後に同じ主催学校の他コー
スに変更をされる場合、またはコース開始日を変
更する場合は下記の変更料を申し受けます。その
際、変更前のコースに関わる取消の実費が学校か
ら請求される場合は、別途加算されます。
同一校での変更日

変更料

お申込み後から 8日以内
但し申込が渡航日の 30日前
無料
（ピーク時は 40日前）以降の
場合は除く
お申込み 9 日目以降
1 回につき 3,000 円
受入日の 31 日前まで
受入れ日の 30 日前
1 回につき 10,000 円
以降 15 日前まで
原則として取消しと同じ
受入日の 14 日前以降
扱い

■入学申込み手続き代行：入学願書の取寄せ、入
お申込み後の取消し
学願書の作成、入学希望校への書類の送付および
【お客様による取消し】
研修費用の送金、入学許可証（またはそれに代わ
⑴ 参加者は以下に定める取消し料を支払ってい
るもの）
の取り寄せを行います。
つでも留学を取消すことができます。
■宿泊手続きの代行：研修期間に合わせたホーム
⑵ 取消料は、現地の受入日を基準として算定致
ステイ・学生宿舎・ゲストハウス・ホテル等の
します。
申込み手続きを行います。ただし受入学校が宿
⑶ お申込みから 8 日以内はクーリングオフ期間
泊施設を持たない場合、または宿泊施設紹介を
とみなし、取消料はかかりません。但し渡航日
行わない場合は、原則として宿泊手続きは行い
の 30 日前（ピーク時＊にあっては 40 日前）以降
ません。
の日は除きます。
滞在先の決定は、できるだけ出発前に余裕をもっ
＊ピーク時：4 月 27 日〜5 月 6 日、7 月 20 日〜8 月
てお知らせするように受入校に依頼しますが、お
31 日、12 月 20 日〜1 月 7 日までをいいます。
申込の時期によって、また受入校の事情により、 ⑷ お申込み後に研修校の変更をされる場合は原
直前になる場合もあります。
則として申込みをお取り消しいただき、新たに
■渡航手続きの案内：旅券・査証等の申請方法を
お申込み頂く形を取ります。その場合は以下の
案内します。旅券の取得はご本人で行っていた
取消料が適用されます。
だきます。
【取消しの方法】
■交通機関等の旅行手配：受入校到着までの日本
電話のみによる取消し、変更はお受けできません。
からの航空便、列車等の交通機関の手配を希望
当社営業時間内に、書面にてお知らせください。
に応じ、別途契約として申し受けます。
《留学費用についての取消料》

お申込み条件

取消日

取消料

お申込み後から 8日以内

⑴ 留学を渡航の目的とし、当プログラム申込条
但し申込が渡航日の 30日前
無料
件をよく理解し、受入国の法令および規則を遵
（ピーク時は 40日前）以降の
守できる心身共に健全な人。
場合は除く
⑵ 20 才未満の方は保護者の同意が必要です。
お申込み 9 日目以降
申込金
⑶ 慢性疾患をお持ちの方、妊産婦の方、現在健
受入日 31 日前
康を損なうか、身体の不自由な方で特別な配慮
受入日の 30 日前以降
申込金＋
授業料・滞在費の20％
15 日前まで
を必要とする方はその旨を事前にお申し出くだ
さい。可能かつ合理的範囲内でこれに応じます。
受入日の 14 日前以降
申込金＋
7 日前まで
授業料・滞在費の50％
尚、この場合医師の診断書を提出していただく
受入日の 6 日前以降
申込金＋
ことがあります。状況に応じて介護者や同伴者
1 日前まで
授業料・滞在費の75％
の同行を条件とさせていただくか、または場合
受入日当日以降及び
申込金＋
によってはお断りする場合があります。
無連絡不参加
授業料・滞在費の100％
⑷ 当社は下記の事由によりお申込みをお断りす
＊
ピーク時：4/27〜5/6、7/20〜8/31、
12/20〜1/7
る場合があります。
■申込者が未成年で、親権者の同意がない場合。
【返金の手続き】
■希望する受入機関への申込み期限あるいは留学
研修開始前の取消しにより、当社から返金がある
時期までに留学手続きが完了できる見通しがつ
場合は、上記の取消し料を差し引き、返金を行い
かない場合。
ます。現地通貨による金額は、お申込み時に適用
したレートにより円換算の上、返金を行います。
■申込者が受入国の法令、公序良俗に反する行為
をする恐れがある、または受入校の研修の円滑
研修開始後、留学先で研修期間の短縮・延長を希望
な実施に支障をきたす恐れがあると当社が判断
される場合は、現地にて研修機関の同意を得た上で
した時。
行ってください。日本出発後、又は研修開始後のプ
■希望校から入学が許可されなかった場合。
ログラムの短縮又は途中退校の場合、費用の払い戻
■その他、当社の業務上の都合があるとき。
しは原則としてありません。ただし受入校が例外的
に研修費用の一部返金をみとめた場合は、その金額
お申込み
を申込者に代わって当社が代理で受領し、申込者に
返還します。その際の換算レートは、振込む日付け
お申込みの際には申込書の提出と、入学手続代行
の TTB レート（三井住友銀行の外貨→円貨建てへの
料をお支払い頂きます。お申込みの成立は当社が
現金為替レート）
を適用します。
お申込書と申込金を受領した時点とします。

研修費用のお支払い
入学の許可がおりた時点で、現地留学費用、およ
び航空券代金等の旅行手続き諸費用の合計の請求
書を発行します。指定された期日までにお支払い
ください。
当社は出発日の 90 日前までは、申込者に授業料等
（制度上期日が定められているビザの発行等に係わ
る場合を除く）
のお支払いを請求しておりません。
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【当社からの解約】
申込者に下記の事由が生じた場合、当社は申込者
に通告の上、この条件に基づく契約を解約するこ
とができるものとします。
⑴ 申込者が虚偽の申告をしたとき。
⑵ 病気その他の事由により申込者がプログラム
を続行できないと判断したとき。
⑶ 申込者又はその関係者が、他の申込者に迷惑を
及ぼし、若しくはプログラムの円滑な運営を妨げ

たとき又はその可能性が極めて高いとき。
天災地変、戦乱又は暴動、運輸機関等の事故
又は争議行為、官公署の命令その他事業者の責
に帰さない事由により、プログラムの実施が不
可能になり、又は不可能になる可能性が極めて
高いと判断したとき。
⑸ 申込者が定められた期日までにプログラムへ
の参加に必要な書類を送付しなかったとき。
⑹ 申込者が長期にわたり連絡不能又は所在不明
となったとき。
⑺ 申込者が定められた期日までに対価を支払わ
なかったとき。
前項に基づき解約された場合、既に支払われた費
用については一切返金いたしません。また、解約
により発生した申込み学校に対するキャンセル料
や損失は、申込者が負担するものとし、別途請求
致します。
⑷

免責事項
当社は次に例示するような当社の責によらない事
由により、申込者が現地学校のプログラムに参加
できなかった場合および出発時期が変更になった
場合には、責任を負いません。
⑴ 申込者がパスポートまたはビザを取得できず、
日本出国もしくは渡航先国に入国拒否された場
合。
⑵ ビザ取得に時間がかかり、出発時期が変更に
なった場合。
⑶ 郵便事情及び学校の事情等、当社が管理しえ
ない事由により入学許可やその他の書類が届か
ずビザ申請手続きが遅延した場合。
⑷ 申込んだコース又は宿泊施設が定員に達して、
手続できない場合。
⑸ 天災、地変、戦乱、暴動、ストライキ等にお
ける不慮の災難、その他の不可抗力による場合。
⑹ 渡航後はご本人の責任において行動していた
だきます。ご本人の故意、過失、受入国の法令・
公序良俗もしくは受入校・滞在先の公序良俗な
どに違反する等の行為によって生じた責任・損
害等は全て申込者個人の責任となります。よっ
て現地での学校生活、及びその滞在中の事故な
どについて当社は一切の責任を負いません。ま
た、それらの行動により当社が損害を受けた場
合は、当社は申込者ご本人からの損害賠償を申
し受けます。
⑺ 現地の祝日、学校が定める休校日の授業は行
われません。この場合、授業料に関する払い戻
しもありません。休校日の予定は変更・追加さ
れる場合があります。
⑻ 当社は受入機関から送られてくる最新情報に
基づき、留学プログラムのご紹介・手続きを行
いますが、各受入機関の事情により、受入条件・
研修内容・滞在先・費用・その他プログラムに
関して予告無しに変更される場合や実施されな
くなる場合があります。その際、当社は変更に
関する情報を当社が入手次第、ご本人に連絡い
たしますが、留学プログラムに関する変更や中
止については責任を負いません。
現地における法令、公序良俗に反する行為のため
に生じた損害の責任は個人に帰します。入学後、学
校の規則に反した場合は、申込者の責任となり、当
社は責任を負えません。

その他
⑴

お客様と当社の契約は出発前に当社が事前に
手配を行った研修期間および滞在期間の終了日
までとなります。
⑵ 当社はいかなる場合も研修の再実行はしません。
⑶ 契約はこの参加条件と当社手配旅行契約約款
によります。

個人情報について
当社は研修申込みの際に提出された個人情報（氏名、
住所、電話番号、メールアドレスなど）については、
参加者との連絡に利用させていただく他、申込みいた
だいた研修における現地受入機関・運送・宿泊等のサー
ビス手配のための手続きに必要な範囲内で利用させて
いただきます。この他では研修参加後のご意見や感想
の提供のお願い、アンケートのお願い、統計資料の作
成などに、お客様の個人情報を利用させていただくこ
とがあります。

