株式会社 Gina & Partners
留学・インターンシップ約款
第１条（申込条件）
１ 海外語学研修、留学およびインターンシップを渡航目的とし、
株式会社 Gina & Partners (以後当社という)の留学プログラム
のお申込条件を十分に理解し、受け入れ国の法令及び規則を
遵守でき、心身共に健康な方を対象とする。
２ 20 歳未満の方は保護者の同意を必要とする。
３ 健康に不安がある方、もしくは特別な配慮を必要とする方は
申込時に必ず当社へ申告しなければならない。場合によっては
医師の診断書を提出して頂くことがある。状況に応じてはプロ
グラムへの参加を断る場合がある。
第２条（申し込みと契約の成立時期）
1 当約款における申し込みと成立は、申し込み希望者が当社に当約
款に基づく所定のプログラム申込書を作成・提出し、かつ申込金
としてプログラム費の一部金にあたる金 50、000 円を支払い、当
社においてその申込書の提出および申込金の受領を確認したとき
をいう。
但し、当社と申し込み希望者との間で、契約の成立時期につき別
途定めるときはこの限りではない。
２ 申込者がプログラムに加え、当社に対し航空券の手配・ビザ（査
証）取得手続きの代行を申し込む場合は、別途、航空運賃、ビサ
申請料及びビザ申請代行手数料を支払わなければならず、これら
の支払いがすべて完了したときに契約が成立する。
第３条（契約の成立）
本件プログラム契約は、前項の申込みを受けた後、申込金を受理した
時点で成立する。ただし、当社は、次に定める事由があると判断する
ときは、申込みを拒否することとする。
１ 申込者が未成年で、留学について親権者（両親など）の同意が
ないとき。
２ 申込者が希望する学校等のプログラムやコースに受け入れ可能
な余裕がない等、客観的に留学が認められる可能性がないとき。
３ 申込者が希望する学校等の申込み手続き期限や研修開始時期ま
でに必要な手続きを完了することが困難であると当社が判断し
たとき。
４ 申込者が受け入れ国の法令、公序良俗に反する行為をする恐れが
ある、または申込者に受け入れ校や研修先でのプログラムの円滑
な実施に支障をきたす恐れがあると当社が判断した場合。
５ 過去の既往症または現在心身の健康状態等に鑑み、申込者が留学
に不適切であると当社が判断した場合。
６ その他、当社が不適当と判断した場合。
第４条（プログラムの範囲）
当社が提供するプログラムは、申込条件に基づいて当社が申込者の
希望するプログラムの受け入れ先への入学申込手続きの代行、出発
までの情報提供やカウンセリングなどのサポートを行うものであり、
申込者が希望する留学先への合格や留学先での課程修了・資格取得
などを保証するものではない。
プログラムサービスは次の通りとする。
１ 学校選択
申込者の留学先学校およびコース選択を申込者とカウンセリン
グを行い選択する。
２ 入学手続きの代行
入学願書の取り寄せと作成、書類送付、プログラム費用の送金、
入学許可証（またはそれに相当するもの）の取り寄せを行う。
３ 宿泊手続きの代行
申込者の希望により、研修期間に合わせたホームステイや寮な
どの申込代行を行う。
４ 渡航手続きの案内
申込者のカウンセリング時に旅券取得・査証等の申請方法の
案内を行う。査証代行申請を申込者が希望する場合は所定の
料金を申し受け、別途契約として代行を行う。ただし、査証の
取得を保証するものではない。
５ 海外旅行または留学保険の加入手続き
ニュージーランドまたはオーストラリアに留学の場合は、法令
で海外留学保険の加入が義務付けられているため、海外留学

保険加入は必須とする。
第５条（諸費用）
１ 留学・インターンシップ費に含まれるもの
留学・インターンシップ費の見積書に明示したもの。
２ 留学・インターンシップ費に含まれないもの
前号に記載した以外のすべての費用。
【例示】
●海外留学・旅行保険料
●国際線航空券代
●ビザ申請料
●ビザ申請に伴う健康診断料
●ビザ申請代行手数料
●インターン中の生活費
●傷害・疾病に関する医療費
●ホームステイ(宿泊先)～語学学校又はインターンシップ先までの
交通費
●ホームステイ中の月～金までの昼食代
第６条（費用の支払い）
１ 申込者は、契約成立後、出発日の前日から起算して 60 日前まで
にプログラム費の全額を当社の指定する口座に振り込まなければ
ならない。費用は請求日の当社指定銀行によるレートを参考にした
当社基準にて日本円へ換算後、当社から申込者に請求する。
２ 申込者が前項の費用を支払わないときは、当社は申込者に対する
プログラムの提供を停止する場合がある。
３ 費用支払いについて必要となる振込手数料や当社が申込者に返
金する場合に必要となる振込手数料は、すべて申込者の負担とする。
第７条（申込み後の取消し・変更手数料）
１ 申込者は、下記規定日までは申込みを取消すことができる。
この場合、申込者は当社に対し書面にて通知しなければならず、
口頭での申込みは認められない。
インターンシップ 出発日の前日から起算して 45 日前
留学
出発日の前日から起算して 30 日前
２ 前項の場合、申込者は、当社に対し、取消手数料として申込金・
申込時支払った諸費用を支払わなければならない。
３ 第１項の場合、当社は、前項の取消手数料を控除した上で、支払
済みのプログラム費用を 14 日以内に申込者に返還する。
４ 第１項以降の取消しは、当社が承諾した場合、第２項の取消手数
料と以下の金額を控除した金額を 14 日以内に申込者に返還する。
●インターンシップ
(1) 出発日の前日から起算して 44 日～30 日前までの取消の場合
プログラム費用の 10％
(2)出発日の前日から起算して 29 日～14 日前までの取消の場合
プログラム費用の 30％
(３)出発日の前日から起算して 13 日～7 日前までの取消の場合
プログラム費用の 50％
(４)出発日の前日から起算して 6 日前～当日、出発後の取消の場合
費用全額
●留学
(1) 出発日の前日から起算して 29 日～14 日前までの取消の場合
プログラム費用の 20％
(2)出発日の前日から起算して 13 日～7 日前までの取消の場合
プログラム費用の 30％
(3)出発日の前日から起算して 6 日～3 日前までの取消の場合
プログラム費用の 50％
(４)出発日の前日から起算して 2 日前～当日、出発後の取消の場合
費用全額
５

留学先・プログラム等条件を変更する場合は変更手数料を申し
受け、変更を行う。但し、手配状況により、申込み済みのプロ
グラムを取消し後、新規申込みとなる場合がある。

第８条（当社からの解約）
当社は、申込者に以下に定める事由が生じたと当社が判断した場合、
即座に本契約を取り消すことができる。この場合、申込者は、当社に
対し、２（３）の場合を除き、違約金・損害賠償等名目の如何を問わ
ずいかなる金銭の支払いも求めることができない。
１ 第６条に定める期日までに、プログラム費用を支払わないとき
２ ビザ申請代行手続きにつき、以下の事由が生じた場合

（１）所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき
（２）提出された渡航手続書類に不備があると認めたとき
（３）渡航国当局によりビザの取得が認められないとき（ニュージ
ーランドまたはオーストラリアのビザ取得に関しては、各国
の移民局がこれを決定するため、当該ビザを取得できなかっ
たことにつき当社は何ら責任も負わないものとする。この場
合、申込金・申込時に支払った諸費用を除き支払済のプログ
ラム費用は返還するものとする。
）
３ 申込者が所在不明、または１ヶ月以上に亘り連絡不能となったと
き。
４ 申込者が当社に届け出た申込者に関する情報の内容に、虚偽また
は重大な遺漏があることが判明したとき。
５ 申込者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者等の反社会
的勢力であると当社が認めたとき。
６ 申込者が、当社または取引先に対して、暴力的または不当な要求
行為を行ったとき。
７ その他、申込者との信頼関係を維持できない事情が生じたと当社
が判断したとき。
第９条（免責事項）
当社は、次に例示するような当社の責めによらない事由によりプログ
ラムが実施できなかった場合、一切の責任を負わないものとする。
１ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、
官公署の命令その他当社の関与しない事由により申込者が損害
を被ったとき
２ 渡航国のビザが取得できなかったとき（各国の移民局が決定する
ため）
３ 申込者の希望留学先や希望インターン先、または滞在施設が、当
社が事前許諾を得ていたにもかかわらず既に定員に達していた
ときまたは倒産したとき。
第１０条（申込者の責任）
１ 渡航後は、申込者個人の責任において行動するものとし、当社は
滞在中のいかなる事故・トラブルに対して一切の責任を負わない
ものとする。
２ 申込者の故意・過失により当社が損害を受けた場合には、申込者
は当社に対し損害賠償義務を負う。
３ 申込者がインターンシップ契約期間を満了できなかった場合、
申込者は当社に違約金(NZ$1、000)を支払うものとする。
第１１条（プログラム内容等の変更）
当社では、現地委託先及び留学先学校から送られてきた最新資料に
基づき当プログラムのサービスを提供するが、現地委託先及び留学
先学校等の予測できない事情によりプログラムのサービスを変更
することがある。この場合、当社は一切の責任を負わないものとす
る。
第１２条（個人情報について）
１ 当社は申込者が当社既定の申込書に記入した個人情報（氏名、
住所、電話番号、メールアドレス等）について、お客様との
間の連絡、申込をいただけるプログラムにおける運送・宿泊
機関・語学学校・研修施設等の手配や査証取得のための手続
きに必要な範囲内でのみ利用する。
２ 当社は個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理する。
個人情報の紛失、破損、改ざん、漏洩などを防止するため、
不正アクセス、コンピューターウイルス等に対する適正な
情報セキュリティ対策を講じ、合理的な範囲内で適切な安全
対策を講じる。
第１３条（裁判管轄）
当約款に関する訴訟については、福岡地方裁判所を専属的合意管轄裁
判所とする。
第１４条（約款の変更）
当約款は、事情により告知なしに変更することがある。
第１５条（準拠法）
当約款は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
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