








寮・教室⼀体型

■ 地下1階は食堂スペースになります。3食の食事をお取り頂け、
それ以外の時間では自習室としてお使い頂けます。また、軽食
やお飲み物、生活用品を購入できるショップがあります。

■1階には、グループレッスン、ミーティングルームがあります。
ソファーもありくつろげるスペースになっています。

■ ２〜4階は宿泊部屋になっております。主に1人部屋中心の
お部屋になっております。

■ 周辺施設として、近くに軍基地があるので、安全に基地内で
ウォーキング、ゴルフ打ちっぱなしなどができます。

■週2回、掃除・洗濯のサービスがついております。



真剣に英語を伸ばしたい人にこそ選んでほしい
ー３つの理由ー

① 完全担任制で、科目ごとの
プロフェッショナルが
マンツーマンで指導します

それぞれの科目ごと、
専門の講師が担当となります。

科目のプロフェッショナルとして、
知識⾯だけではなく、どうすれば最も
⼒を付けていただけるのか、最適な⽅法
で指導を⾏います︕

全科目マンツーマンレッスンにより、
レベルにあわせて効率的に学んでいただ
けます︕



真剣に英語を伸ばしたい人にこそ選んでほしい
ー３つの理由ー

2

② 個室割合90％以上で⽣活が寮の中で完結する寮滞在型なので、
語学に集中できる学習環境を提供します

全てのお部屋に・学習机・ホットシャ
ワー・トイレ・エアコン・クローゼットを
完備しております。各フロアには、ウォー
ターサーバー、冷蔵庫を設置しております
ので、ご自由にお使いいただくことが可能
です。また館内はWifiを完備しております
ので、快適に生活いただけます。

室内設備
１. 2017年10⽉に建てられた、新築の建物です︕
２. 寮・教室⼀体型の施設です。レッスンは、先生が部屋に来て⾏い

ますので移動時間も必要ありません︕
３.１人部屋メインの寮なので、自分の時間・空間に集中できます︕
４.１階の大広間はくつろぎ空間。生徒様同⼠の交流やちょっとひと息

ついていただけるスペースです︕
５. 地下の食堂は、食事以外の時間は自習室としてお使いいただけます︕
６. 住宅街に位置しており、治安も安全な場所でお過ごしいただけます︕
７．掃除、洗濯付きなので、余分な⼿間や時間もかかりません︕



真剣に英語を伸ばしたい人にこそ選んでほしい
ー３つの理由ー

③ NILSでも選りすぐりの講師陣が、高品質のレッスンを提供します

Swettzel Tocmo

TOEIC score

930
Nickname : Sweet

Paul Andrew Dy

TOEIC score

990
Nickname : Andrew

Paul Vincent Flores

TOEIC score

970
Nickname : Vinz

NILS100名の講師の中から選りすぐりの講師を配置しております。
モットーは「高品質のレッスン」はもちろんのこと、

「英語を楽しく学び続けてもらえるレッスン」です︕

英語を学ぶ楽しさを忘れずに、最後まで高いモチベーションを維持していただきなが
ら学習いただけます︕

最高⽔準の講師陣が思いやりと知識を持って、英語習得を効果的にサポートします。



NILS　基本料⾦表
2017年12⽉作成

※単位︓⽇本円
1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間 48週間

1人部屋 67,500 86,000 113,000 140,000 278,000 416,000 554,000 693,300 830,000 1,663,000
2人部屋 62,000 75,000 96,500 118,000 234,000 350,000 466,000 583,300 698,000 1,399,000
3人部屋 59,000 69,000 85,000 99,500 195,000 289,000 383,000 478,300 571,000 1,142,500
4人部屋 55,200 60,500 76,000 84,500 158,500 230,500 302,500 375,800 446,500 891,000
1人部屋 77,500 97,000 147,250 184,300 349,200 523,800 698,400 873,000 1,047,600 2,029,400
2人部屋 73,000 88,000 133,750 166,300 313,200 469,800 626,400 783,000 939,600 1,813,400
3人部屋 68,500 79,000 120,250 148,300 277,200 415,800 554,400 693,000 831,600 1,597,400
4人部屋 64,000 70,000 106,750 130,300 241,200 361,800 482,400 603,000 723,600 1,381,400
1人部屋 87,500 105,000 166,250 199,500 378,000 567,000 756,000 945,000 1,134,000 2,231,000
2人部屋 83,500 97,000 154,250 183,500 346,000 519,000 692,000 865,000 1,038,000 2,039,000
3人部屋 79,000 88,000 140,750 165,500 310,000 465,000 620,000 775,000 930,000 1,823,000
4人部屋 74,000 78,000 125,750 145,500 270,000 405,000 540,000 675,000 810,000 1,583,000
1人部屋 95,500 121,000 181,450 229,900 435,600 653,400 871,200 1,089,000 1,306,800 2,615,000
2人部屋 91,500 113,000 169,450 213,900 403,600 605,400 807,200 1,009,000 1,210,800 2,423,000
3人部屋 87,000 104,000 155,950 195,900 367,600 551,400 735,200 919,000 1,102,800 2,207,000
4人部屋 82,000 94,000 140,950 175,900 327,600 491,400 655,200 819,000 982,800 1,967,000

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間 48週間
79,000 100,000 151,750 190,300 361,200 541,800 722,400 903,000 1,083,600 1,916,600
89,500 109,000 162,250 207,500 394,000 591,000 788,000 985,000 1,182,000 2,015,000
97,800 125,600 188,350 239,100 454,000 681,000 908,000 1,135,000 1,362,000 2,195,000

※6時間コースにつきましては2,500円／週の追加料⾦で⽉〜⾦はグループレッスン２コマの追加が可能です。

TOEIC／TOEFL／IELTS スペシャルコース（保証なし） その他にかかる費用
8週間8コマ 8週間10コマ  ⼊学⾦ 15,000円

424,000 484,000  就学許可証 7,000ペソ
380,000 440,000  光熱費 　1,200円/週

 食事費用 　3,500円/週
TOEIC／TOEFL／IELTS スパルタコース（保証付き）  ピックアップ費用 　3,000円

12週間 16週間  海外送⾦代⾏⼿数料 　2,000円
591,000 818,000  教科書代 　1,500ペソ
530,000 700,000 ビザ延⻑費用・外国人登録証費用

※記載の無い条件に関しての基本料⾦は、お問い合わせ下さい。
※料⾦は変更となる場合もあります。詳しくは、担当者までお問合せください。

4時間

6時間

8時間

10時間

クラシックキャンパス(AVC寮)

ニューキャンパス 　※1人部屋のみとなります

別紙参照
1人部屋
2人部屋

1人部屋
2人部屋

全コース 15,000円
有効期間6ヵ⽉

平⽇の朝晩のご提供
セブ到着⽇に空港までお迎え

4週間の目安

6時間
8時間
10時間



語学学校NILSビザ延長費用、外国人登録証費用について

就学許可証(SSP)を申請することで、観光ビザで合法的に当校で学習いただきます。
(SSPは、フィリピン政府の認可を受けた学校のみ申請をすることができます。)

観光ビザの延長費用は、現地のセブ島でお支払いいただきます。
延長の費用は、下記の表をご確認お願いいたします。
また、合わせて外国人登録証の費用も記載がございます。

（2015年11月改定）

表記は全てフィリピンペソ表記となります。
補足事項
フィリピンでは、入国時に30日間の観光ビザが発行されます。
そのため、1週間から4週間の留学期間の方は、ビザ延長費用が不要となります。
また、60日間以上留学される方(9週間以上留学される方)は、外国人登録証の取得が義務づけられています。
そのため、外国人登録証の費用が必要となります。

注意事項
留学期間中に、延長の申請をされた場合は、その延長のタイミングにより上記の金額より高くなることがございます。
これは、1ヶ月延長費用と、2ヶ月延長費用の差額のために発生いたします。

例)
12週間留学の方が、既にビザの延長手続きが終了した後で、4週間の延長の申請をされた場合

⇒ 計16週間留学となりますが、追加で3,000ペソが必要となり、
ビザの延長費用の合計として12,000ペソが必要となります。

※観光等で事前にフィリピンに滞在される方も、上記の表の金額と異なる可能性がございます。

また、半年以上フィリピンに滞在された方は、ECCという許可証が必要となります。
こちらは、出国前にイミグレーションに行っていただき、手続きをしていただきます。
代行ができない手続きとなっておりますので、ご了承お願いいたします。

フィリピン政府(イミグレーション)の判断により、申請費用が変更になる場合がございます。
その際には、上記料金は変更となります。

25週間から28週間留学の方

29週間から32週間留学の方

21週間から24週間留学の方

1週間から4週間留学の方

5週間から8週間留学の方

9週間から12週間留学の方

13週間から16週間留学の方

17週間から20週間留学の方

0

9,000

10,300

総計

4,000+6,300+3,500+4,900+4,900+4,400

4,000+6,300+3,500+4,900+4,900+4,900

各更新時でのビザ延長費用

0

0

18,700

23,100

4,000 4,000

外国人登録証

23,600

28,000

13,300

13,800

18,200

対象生徒様

3,000

4,000+5,000

4,000+6,300

4,000+6,300+3,000

4,000+6,300+3,500

4,000+6,300+3,500+4,400

4,000+6,300+3,500+4,900

4,000+6,300+3,500+4,900+4,400

4,000+6,300+3,500+4,900+4,900

28,500

33週間から36週間留学の方

37週間から40週間留学の方

41週間から44週間留学の方

45週間から48週間留学の方



詳しくはこちらまで　 0120-69-7120 nilscebuTEL SkypeID

セブ島留学
透き通るような青い海、眩しいくらいに真っ白なビーチ、音楽をこよなく愛す

フィリピン人、セブ島の魅力はたくさんあり、その魅力に囚われること間違いなし！！

セブ島

ネグロス島 セブシティ

アルガオ
モアルボアル

サンタンダー

マクタン島

ボホール島

ナルスアン島

ソゴト

マヤ

ハグナヤ

マラバスクア島バンタヤン島
セブ北部
神秘的な自然と美しい海

セブ島北部は、未だ観光地化されていないた
め、美しい海と手付かずの自然を楽しむこと
が出来ます。最近では、欧米からこの神秘的
な魅力に惹きつけられたように観光客が増
えているようです。

セブ島北部、マラパスクア島。
青い海と豊かな自然が楽しめる。

マクタン島
日本とセブを繋ぐ始まりの場所

セブ空港があるのがこのマクタン島であり、
留学生が一番最初に訪れるセブです。数多
くのリゾートホテルが集中しており、現在は
都市化が進められている地域です。

セブ島と日本、世界をつなぐセブ空港がある
マクタン島！

セブ南部
世界中のダイバーのメッカ

セブ島南部には、数多くのダイビングスポッ
トが点在しており、世界中のダイバーのメッ
カとなっています。一番有名なのがモアルボ
アルでホテルやダイビングショップが多数
存在しています。 ジンベイザメと泳ぐことも出来ます！！

セブシティ
裏面へ

乗り継ぎ便

直行便
フィリピン航空 ●成田－セブ ： 2便/日　

フィリピン航空 ●成田－マニラ ： 1便/日
 ●名古屋－マニラ ： 1便/日
 ●大阪－マニラ ： 1便/日
 ●福岡－マニラ ： 5便/週
キャセイパシフィック航空 ●香港経由（同日乗り継ぎ）
大韓航空 ●ソウル経由（同日乗り継ぎ）
エバー航空 ●台湾経由（翌日乗り継ぎ）
チャイナエアライン ●台北経由（同日乗り継ぎ）
アシアナ航空 ●ソウル経由（同日乗り継ぎ） 

名古屋/大阪/福岡
からは、マニラ便の

※Skyscanner（スカイスキャナー）というサイトでは、格安の航空券を検索可能です。
　http://www.skyscanner.jp/

ソウル

香港 台湾

マニラ

1 セブ直行便
2 ソウル経由
3 マニラ経由
4 香港経由
5 台北経由セブ島

セブへの渡
航方法

セブ島だけじゃない！？ シキホールでもっとフィリピンを楽しもう！！ちょっと足を延ばして

スペイン植民地時代に
建設された教会 黒魔術！？ 白魔術！？

シキホールでは、スペイン統治以前から黒魔術
師と白魔術師がいます。現在でもボロボロと
いう呪医の施すヒーリングを経験することが出
来ます。

神秘的なホタルの木！！
シキホールでは、年中ホタルを見ることができ、
モラべの木に大量のホタルが集まって起こるホ
タルの光現象を見ることが出来るかも！？

シキホールには、スペイン植民地時代に建てら
れた歴史的な教会が多数あります。日本には
ない洋風の建物です。

セブ島セブ島

ドマゲティドマゲティ

タグビラランタグビララン

シキホール島シキホール島

ボホール島ボホール島
ネグロス島ネグロス島

リロアンリロアン

表面

セブパシフィック航空 ●成田－セブ ： 4便/週　
バニラエア航空 ●成田－セブ ： 1便/日　



詳しくはこちらまで　 0120-69-7120 nilscebuTEL SkypeID詳しくはこちらまで　 nilscebuTEL SkypeID

セブシティの観光スポットとNILS 周辺環境をご紹介

南フィリピン大学
USP

シェル
チン・パレス
中華料理

チン・パレス
中華料理

JCA
ピザ
JCA
ピザ

マクドナルドマクドナルド

AA
バーベキュー
AA
バーベキュー

ラ・テゴーラ
イタリア料理
ラ・テゴーラ
イタリア料理 ビート・

ボックス
ビート・
ボックス

クリスピー
クリーム
ドーナッツ

クリスピー
クリーム
ドーナッツ

スター
バックス
スター
バックス

KFC
ジョリビー
KFC
ジョリビー

BBQ
イナサル
BBQ
イナサル

コリアン
レストラン
コリアン
レストラン

NILS 寮
   （AVC）
NILS 寮
   （AVC）

ワイズ・チョイス
コンビニ

ワイズ・チョイス
コンビニ

薬局薬局

JY スクエア
ショッピングモール
JY スクエア
ショッピングモール

サリナス・ドライブ

ITパーク

NILS
（TGU TOWER）

NILS
（TGU TOWER）

セブシティの中心部である経済特区 IT パーク内 TGU 
TOWER の 7 階にあります。外資系企業の誘致として整備さ
れたエリアで、東南アジアの中でも特に安全といわれている。
セブ島の中で最も安全性が高いエリアです。

学 

校

学校から徒歩 10分
寮から学校までの送迎に、当校の専用送迎車を定期的に運行
しています。

寮

病院サポート病院サポート病院サポート
体調が悪くなった場合
はNILS専用ドクターが
寮まで伺い、診察させて
いただきます。
※キャッシュレスが適用される保険もございますので、渡航前に
ご加入をお願い致します。

日用品からファッション、携帯など
なんでも揃うSMモール！！
フィリピン最大のショッピングモールで生活用
品から洋服、携帯やPC関連グッズなどなんで
も購入することが出来ます。また、館内は無料
Wifi が飛んでいるので涼しい場所でゆっくり
したい人にはおススメです。

セブ島ならではの珍獣がいるかも！？
セブ動物園
IT パークからタクシーで 15 分ほどの場所に
あるセブ動物園！写真のように大蛇を首に巻い
たり、鷹に頭に泊まってもらったりできます。親
子や友達同士で行ってみると非常に楽しいで
しょう！

サン・ペドロ要塞
この要塞は1700年代のスペイン植民地時代
にイスラムの海賊などから街を守るために建て
られたものです。石造りで建てられた堅牢な要
塞は迫力があります。その後、アメリカ植民地
時代になると兵舎として使用され、第2次世界
大戦時には日本軍の捕虜収容所として使われ
た歴史があります。現在は、日本との友好の証
として記念碑、慰霊碑が建てられています。

セブで1番の夜景を見ることが
出来るトップス
セブ、マクタンエリアを一望できる展望台です。
山頂にあり、バイクタクシー等で行くことが出
来ます。セブっ子達のデートスポットにもなって
いる場所で、特に夕方以降は素晴らしい夜景が
楽しめます。

ザ・ウォークザ・ウォーク

NILS周辺
MAP

ザ・ウォーク内
マクドナルド
CDRキング（PC関連）
マーキュリードラッグ
両替所
カラオケ
シェイキーズピザ
セブンイレブン
Appleストア

体験談体験談

シェル島シェル島

サント・ニーニョ教会サント・ニーニョ教会
カルボン・マーケットカルボン・マーケット

クィーン・シティ
メモリアルガーデンズ
クィーン・シティ
メモリアルガーデンズ

セブ記念公園セブ記念公園

ドン・ボスコ
テクノロジカルセンター

ドン・ボスコ
テクノロジカルセンター

サン・カルロス博物館サン・カルロス博物館

セブ・ビジネス・
パーク

セブ・ビジネス・
パーク

アヤラセンターアヤラセンター

カサ・ゴロルド博物館カサ・ゴロルド博物館

マボロ教会マボロ教会

セブ大聖堂セブ大聖堂

イグレシア・ニ教会イグレシア・ニ教会

セブ港セブ港

州政府庁舎州政府庁舎

セ
ブ・ベ
テ
ラ
ン
道
路

セ
ブ・ベ
テ
ラ
ン
道
路

ガイサノ・
カントリー・モール

ガイサノ・
カントリー・モール

セブシティM
AP

トップス

サン・ペドロ要塞

セブ動物園

SMモール

裏面

その他

ショップ

ITパーク
NILS
ITパーク
NILS

NILS寮NILS寮

NILS周辺MAP

教会

博物館







サインまたは捺印

サインまたは捺印

備考

　親権者記入 年 月 日

申込受け入れ先記入欄

署名

住所

連絡先

貴社の留学参加条件書の内容に同意し、申込みに同意します。
(未成年の申込者の方は、親権者の署名が必要になります。)

　参加申込者記入 年 月 日

カナ

TEL 携帯

署名

身体状態
既往症、現在治療中の疾患、その他
特記すべき健康状態があればご記入ください。

[　　　　  　　   　　　 　　              　　　      　　　　　　　　　　　　　]

緊急時連絡先

氏名

続柄カナ

プラン 寮滞在プラン　　　・ 　 　　提携ホテル滞在プラン　　　・ 　 　　通学プラン

参加申込者(ご本人もしくは親権者がご記入ください。)

氏名

性別 生年月日

男　・　女 　　　　　　年 　　　月 　  　日

パスポート有効期限
※留学期間+半年以上必要です。

　　　　　　年 　　　月 　 　日

カナ

ローマ字(パスポート表記)

留学申込書

語学学校NILS 宛

留学基本情報
記入日          　    年     　　月  　 　 日

留学コース 渡航日 帰国日 留学期間 部屋タイプ(寮)

1日　　　　　時間コース 　　       　年　      月　   　日 　　　　  　年　　  　月　 　  日 　　　　週間 　　　　人部屋

カナ

TEL 携帯 E-mail

住所

連絡先



留学プログラム参加条件書 

（お申し込みの前に必ずご一読ください。） 
 
 
 
 
第 1 条（プログラムの範囲） 
1.当プログラムは、出発に際しての情報提供、教育機関・宿泊機関(以下「受入機関」)への申込手続

き、渡航先での生活サポートなどをおこなうものであり、課程終了・資格取得を保証するもので

はありません。また、受入機関にて提供する研修内容やサービスは各機関が独自に企画・運営し、

提供するものであり、当社自らがサービスの提供をおこなうものではありません。 
2.受入の条件については受入機関により異なります。契約の内容、条件はお申込時にお渡しする各受

入機関の書面および本条件書によります。 
3.当社がおこなう受入機関への手配については、あらかじめ旅行内容が決められている「募集型企画

旅行」ではありません。従いまして「旅行業法」で定める「特別保証」は適応いたしません。ま

た、「旅程保証」「旅程管理」もいたしません。 
 
第 2 条（お申込と契約の成立） 
1.当社が契約締結の承諾をし、申込書と留学費用を受領したときに成立するものとします。 
2.お申込に際しては、当社所定の「留学申込書」に必要事項を記入し、銀行振込にてお申込いただき

ます。 
3.お申込はご出発予定日の 6 カ月前から受付をいたします。 
4.ご出発予定日までに渡航に必要な手続きが完了できる見通しのない場合のお申込につきましては、

お受けできませんのでお早めに当社スタッフまで手続きに必要な日数などをご確認ください。 
 
第 3 条（お申込の条件） 
1.当社および受入機関の留学条件を理解し、法令・規則等遵守できる方ならどなたでもお申込いただ

けます。 
2.20 歳未満の方は、当社および受入機関の定める規約に対しての保護者の同意が必要です。 
3.心身の状態や既往症、その他の事由で留学にあたって特別な配慮を必要とされる方は必ずその旨を

お申出ください。受入先機関との協議のうえ、可能な限り対応します。なお、この場合医師の診

断書や渡航同意書をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
4.当社もしくは受入機関が不適当であると判断したとき、または当社の業務上の都合があるときは他

の機関をご案内するか、申込をお断りする場合があります。 
5. 事前に心身の状態や既往症等のお申出がなかった場合で、これに起因する問題が生じた場合は当

社および受入機関はその責を負いません。 
6. 事前に心身の状態や既往症等のお申出があった場合でも、これに起因する問題が生じた場合は可

能な限り対応いたしますが、当社および受入機関はその責を負いません。 
 
第 4 条（費用のお支払) 
当社が受入機関より支払いの申請を受取り次第、請求させていただきます。請求書をお受取り後、

当社指定口座まで指定期日以内に全額お支払いください。また、費用のお支払は、2 ヵ月前が原則と

なります。渡航まで 2 ヵ月をきるお支払いの場合には、担当者への連絡が必要になります。 
 
第 5 条（留学基本料金、基本プラン） 
留学基本料金、基本プランには以下のものが含まれます。 
授業料・宿泊費（寮）・寮での食事（AVC 寮は平日の朝晩、BTELA キャンパスは平日の朝昼晩、土

日の朝）。 
その他、入学金・SSP（特別就学許可証）・光熱費・海外送金手数料の料金が必要です。 
現地では、テキスト代がかかり、期間によりビザの延長費用がかかる場合があります。 
 
第 6 条（留学基本料金基本プランに含まれないもの） 
第 5 条で明記したもの以外は留学基本料に含まれていません。 
以下、含まれないものの一例です。 
渡航費・ビザ延長申請代・通学の際の交通費・エイリアンカード・光熱費・教材費など。 
 
第 7 条（契約の解除） 
申込者は次に定める取消料を支払って契約を解除することができます。 
契約を解除する場合はお申込の当社営業時間内にご連絡をお願いいたします。当社が連絡を受けた

時点で取消しのお申出を受理したことになります。また、下記に定める条件の取消料を申受けます。 
1.渡航前の取消しの場合 
 

取消のお申出時期 取消料

出発予定日29日前まで キャンセル料無し

出発予定日15日前から28日前まで 留学基本料の50％

出発予定日4日前から14日前まで 留学基本料の80％

出発予定日当日から3日前まで 留学費用全額
 

 
※振込手数料は、お客様のご負担となります。 
※入学金・登録料(15,000 円)については、返金対象外となりますが、次回のご留学時の入学金を免

除させていただきます。 
 
2.渡航後（日本出発後）の取消しの場合 
入学後のキャンセルおよび留学期間短縮等による費用の返金はお受けいたしかねます。 
 
3.航空券の取り消しの場合 
申込時に航空券の手配をお受けいたしますが、キャンセルされた場合には、取消料として 
1,000 円をお支払いいただきます。また、代金のお支払い後は、弊社依頼先の取消規定に従い、キャ

ンセル料をお支払いいただきます。 
 
第 8 条（契約の変更） 
１.渡航前の変更の場合 
受講コースを変更する場合は、担当者にその旨をご連絡ください。返金が発生する場合には、その

お申出期間により、第 7 条で明記した取消料相当をお支払いいただく場合があります。例として、

期間の短縮の場合、その短縮期間に応じた留学基本料金のパーセンテージとして、取消料をお支払

いいただき、契約の変更を申受けいたします。契約の変更に伴い、追加料金が発生する場合には、

当社もしくは受入機関より請求書をお届けいたしますので、速やかにお支払いいただき、契約の変

更を申受けいたします。 
 
 
 

 
 
 
 
2.渡航後(日本出発後)の変更について 
受講コースを変更する場合は、担当者にその旨をご連絡ください。いかなる場合でも差額による返

金はいたしません。また、追加料金が発生する場合には、当社もしくは受入機関より請求書をお届

けいたしますので、速やかにお支払いいただき、契約の変更を申受けいたします。 
 
3.インターンシップ留学における途中退学について 
渡航後に定められた期間を満たさずに途中退学をされた場合、渡航期間に応じて下記取消料を申受

けます（渡航後留学コースに変更された場合を除く） 
 

違約金金額 取消料

12週間未満 150,000円 

24週間未満 100,000円 
 

 
※振込手数料は、お客様のご負担となります。 
 
第 9 条 (旅行保険契約の義務) 
申込者は現地での病気、障害等に備え海外旅行保険に必ず加入していただきます。 
 
第 10 条 (当社および受入機関の責任範囲・免責事項) 
1.当社は第 5 条に示したサービスを取りまとめて情報の提供、紹介、手配代行をするものであり、自

ら教育機関、宿泊施設、交通機関等を運営するものではありません。したがって当社にことわる

ことなく、各機関の都合によって内容や条件が変更されたり、実施できない場合、当社はできる

だけ原状に復する努力はしますが、その変更や中止に伴う損害について、その責を負いません。 
2.お客様が当社への連絡なしにご自身で教育機関、宿泊機関と契約した場合、当社ではこの契約のも

とで生じる諸問題に関して一切の関与はいたしません。 
3.申込者のパスポートおよび必要査証(ビザ)が日本国・渡航先国の判断により入手できない場合、ま

たは現地での入国を拒否された場合、当社および受入機関はその責を負いません。したがいまし

て、第 7 条の規定により取消扱いとして、それまでの取消料を申受けます。 
4.各種交通機関のスケジュールの変更、運休、その他の事由に起因して申込者が損害を被った場合に

当社および受入機関はその責を負いません。 
5.天災、地震、戦争、暴動等の事由に起因して当プログラムの運営が不可能になった場合に当社およ

び受入機関はその責を負いません。 
6.当社および受入機関で紹介した住居等および食事で何らかのトラブル・病気に遭った場合、当社お

よび受入機関に故意または重大な過失がある場合を除き、当社および受入機関はその責を負いま

せん。また、食事等でアレルギーが有る申込者に対して、受入機関が特別に食事を提供するよう

なことはありません。自己責任内での受入機関での食事もしくは、自己負担でお食事をとってい

ただくことになります。 
7.受入機関のルールに反する行為、反社会的な行為や暴力的行為、他の参加者の迷惑に及ぶような行

為があり、学校を退学となった場合、その理由の如何にかかわらず費用の返金はありません。ま

た、その時点で当社が提供するサービスを中止させていただきます。 
8.条件書および受入機関への提出書類について虚偽の申告があった場合、もしくは重要事項について

の申告がなされなかった場合、それにより生じた契約の中止、変更および損害賠償等の一切につ

いて、申込者がその責を負うものとします。 
9.大学・専門学校・その他教育機関などの団体での申込みの場合、その団体独自で定めた規則・規約

を適用するものとするが、当社および受入機関はその責を負いません。また、各団体で定められて

いない事項については、受け入れ機関の規則・規約を適用するものとしますが、当社および受入機

関に故意または重大な過失がある場合を除き、当社および受入機関はその責を負いません。 
10．戦争、テロ、その他変乱でのトラブルは、当社および受入機関はその責を負いません。 
 
第 11 条 (管轄の裁判所) 
当社および受入機関に関する訴訟については、当社および受入機関が本社所在地を管轄する地方裁

判所を第一審の管轄裁判所とする事に合意する。 
 
第 12 条 (個人情報について) 
当社はお申込の際に申込書にご記入いただいた申込者の個人情報(氏名、住所、電話番号、メールア

ドレス、その他の属性、)について、次の場合にのみ必要な範囲内で使用いたします。 
(1)サービス提供業務の実施 
(2)査証取得やお申込いただいた受入機関への手続き等手続き代行の実施 
(3)上記の他留学運営、手続き代行上のサービス提供会社への手続き 
 
ビザ延長代行、SSP 取得を目的にお預かりしたパスポート情報等の情報に関しても、 
上記同様とする。 
 
 
海外危険情報・保険衛生について 
渡航先によっては外務省の海外危険事情等、安全確保に関する情報が出されている場合があります。

お申込の際に下記ホームページにてご確認ください。 
 
●外務省海外安全ホームページ 
http://www.pubanzen.mofa.go.jp/ 
●厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報」 
http://www.forth.go.jp/ 
 

[現地法人] 
NILS(Newtype International Language School) 
 
[NILS 代理店] 
JICC(Japan Intertrade Call Center Corporation) 
 
 
 

 

署名 条件書を確認したうえで、上記内容でプログラムを申込みます。必ずご本人が条件書を確認したうえでご署名下さい。 
 

      年    月    日   (署名)                                   印 
 



WAIVER QUITCLAIM & RELEASE 
 
 
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS: 
 
WE/I, Mr./Ms.___________________________ & Mr./Ms.__________________________, of 
legal age, Japanese, residing at ____________________________ are the parents and legal 
guardians of the minor Mr./Ms.________________________________. 
 
WE expressly give our consent to have our child/ward study in the Newtype International 
Language School (NILS) located in Cebu City, Philippines. 
 
WE are sponsoring the studies of our child/ward in the Philippines and guarantee that we shall 
provide financial support to pay for the food, accommodation, travel, tuition, schooling and other 
expenses of the said child/ward. 
 
WE likewise guarantee that the said minor child/ward shall not be in any way or manner 
whatsoever a burden to the school and that the said minor child/ward shall follow and obey all the 
rules and regulations of the school with regard to school hours, decorum and safety as well as the 
general laws and ordinances of the Philippines. 
 
IN this regard we warrant that we have given adequate and sufficient instruction and guidance to 

general laws and ordinaces. 
 
BY reason of such guarantee, we hereby release and discharge Newtype International Language 
School (NILS) and/or any and all of its officers, directors and stockholders and hold them 
blameless for any and all liability arising out of or incidental to any violation by the said minor 
child/ward of any of its rules and regulations pertaining, among others, to school hours, decorum 
and safety as well as the general laws and ordinances of the Philippines. 
 
WE hereby further waive whatever claim and/or cause of action we may have against Newtype 
International Language School (NILS) as a result of such violation by the said minor child/ward as 
well as any claim and/or cause of action relating to any injury or harm which may befall the said 
minor child/ward while he/she is studying in Newtype International Language School (NILS). 
 
WE are executing this Waiver, Quitclaim and Release in order to attest to the truth of the 
foregoing and with full knowledge of its contents, implications and consequences. 
 
We/I have hereunto affixed our signatures this ___________________  
at _______________________. 
 
 
_______________________ _________________________ 

(Japanese & English Names & Signatures of Parents) 
 
 
 
 
ATTESTION OF THE MINOR CHILD/WARD: 
 
 
 
I, Mr./Ms._______________________________, with the assistance of my parents and legal 
guardians hereby attest that I have been given sufficient and adequate instructions and guidance 
by my parents and legal guardians regarding obedience of school rules and regulations and the 
general laws and ordinances of the Philippines and that I guarantee that I will obey and follow 
such school rules and regulations and general laws and ordinances at all times. 
 
 
___________________________________________ 
(Japanese & English Names & Signature of Child) 



⼭⽥ 太郎と⼭⽥ 花⼦は、法定年齢に達しており⽇本の東京に在住の⽇本⼈であり、 

未成年者⼭⽥ ⼀郎の親権者である。 

 
私達は、フィリピン・セブにある NILS  での児童/⻘少年の就学に関して同意する。 

 
私たちは、前述の児童/⻘少年がフィリピン・セブでの就学における、⾷事・宿泊・通学・

授業・スクーリング、その他の経済的負担をすることを保証する。 

 

同じく、前述の児童/⻘少年が学校に負担になるような⾏動をしないこと、また、フィリ

ピンの⼀般的な法律・条例に従う事はもちろん、就学時間は、いかなる場合においても 

就学時間・礼節・安全⾯に関して全ての学校の規則に従うことを保証する。 

 
これに関して、前述の児童/⻘少年に対し学校の規則を守り、また国の法令・条例を尊重する

よう充分に指導したことを保証する。 

 
これらを保証することで、前述の児童/⻘少年がフィリピンの法令・条例また、就学時間・       

礼節・安全⾯に関して違反をした場合において、NILS また、そこの管理者・スタッフ・ 

株主に対し、責任を追わせることをしない。 

 
前述の児童/⻘少年が NILS に就学している間に違反した場合、NILS に対し損害賠償等を 

要求することはしない。 

 
前記また、それに関連する事項に関して、確かに証明する為に、ここに契約を締結する。   

上記内容は 2016 年 11 ⽉ 14 ⽇に⽇本の東京にて確認されたことを証明する。 

これを証明するにあたり、⼭⽥ 太郎+サインと⼭⽥ 花⼦+サインは署名を提出するものと
する。 

 
⼭⽥ ⼀郎は両親・また保護者の援助をうけ、フィリピンの法令・条例、また学校の規則に

従うことに関する指⽰をしっかりと受け、いかなるときも、これに従うことを約束します。

⼭⽥ ⼀郎+サイン 

 
 注)⽇本語訳は意訳であり、法的効⼒はありません。 

※裏⾯に記⼊例があります。 



親権者の⽒名をご記⼊下さい。
例）Yamada Taro   Yamada Hanako

⽒名のご記⼊は親権者1名でも構いません。
例）Yamada Taro    

お住いの地域を
ご記⼊下さい。
例）Tokyo in Japan

お⼦様の⽒名を
ご記⼊下さい。
例）Yamada Ichiro

gokigごo

記⼊⽇をご記⼊下さい。
例）14/11/2016

（⽇/⽉/年）

おお
お住いの地域を
ご記⼊下さい。
例）Tokyo in Japan

親権者の⽒名をご記⼊し、サインを
お願いします。
例）Yamada Taro   ⼭⽥太郎（サイン）おお

お⼦様の⽒名を
ご記⼊下さい。
例）Yamada Ichiro

おこ
お⼦様の⽒名をご記⼊し、サインを
お願いします。
例）Yamada Ichiro ⼭⽥⼀郎（サイン）

※裏⾯に⽇本語訳があります。
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