
（出発前に住所変更の予定　□有　□無）

（←パスポートと同一）

都道
府県

毎日エデュケーション 台湾留学申込書
個人留学 毎日エデュケーション留学申込条件および利用約款に

同意し、本申込書の内容のとおり申し込みます。
ここにご記入いただく個人情報のお取り扱
いについては、次頁をご参照ください。

氏
　名

現
　住
　所

所
　属
　先

渡
航
中
の

日
本
連
絡
先

ローマ字

カタカナ

連絡可能なE-MAILアドレス
希望するおもな連絡方法 □E-MAIL　□電話（□携帯　□自宅）　□郵送　□その他（ ）

職業　□学生　□会社員　□（ ）
勤務先名

電話

旅券（パスポート） No
お申し込みのプログラムを選びチェック□して、
右の該当する番号の欄を記入してください。

なし→　　  月　　  日　申請予定発行年月日　　  年　　  月　　  日

氏名
フリガナ

□台湾語学留学（大学）
□台湾個人レッスン
□その他

住所

電話 － － 携帯電話 － －続柄（　　　　）

－ － FAX － －

最終学歴（または在籍学校名）

連絡　□可　□不可

大学 学部 学科
高校

年　　　　月卒業　（ 年生在学）

〒 -

漢　　字

婚姻　  □既婚　□未婚性別　 □男　□女

本籍地国籍
電話

（ 様方）
FAX
携帯電話

－ －
－ －
－ －

都・道・府・県

生年月日（西暦）　  　　　年　　　月　　　日 歳

〒 -

プ　ロ　グ　ラ　ム ご記入いただく欄

当
社
使
用
欄

年　　　月開講入 学 時 期2

□毎日エデュケーションで予約　　□他社で予約　　□未定航空券の予約6
□毎日エデュケーションが代行 　□自分で申請 　□不要　 □未定ビ ザ 申 請5
□東京　□大阪　□福岡　□名古屋　□（ ）4 出 発 地

留学先学校名
1

あなたの考える現在の中国語レベル

心身共に留学に耐えられる健康状態である

□入門 □初級 □準中級 □中級 □準上級 □上級

□

中国語学習歴　□独学　□学校・講師
（　　　　　）カ月・年　週あたり（ ）時間

通信欄（ご要望などご自由にお書きください）

▼お申込者が20歳未満の場合は必ずご記入ください。

私は、毎日エデュケーション留学申込条件および利用約款を
確認した上で、上記内容で申込みすることを承認します。

年　　　月　　　　日～　　　年　　　月　　　　日
年　　　月　　　　日～　　　年　　　月　　　　日

受 講 期 間
滞 在 期 間

3

□到着サポート　□学費事前送金代行

□生活フルサポート（ □１ヶ月 □３ヶ月 □6ヶ月 □１年） □不要 □未定
オプション
≪サポート≫

7

□申込む ※以下「予約期間・滞在先」もご記入ください。
□不動産サポートを利用する　　□手配不要（自己手配）滞在先手配

予 約 期 間

8

コード 申込金

（                  ）
INPUT 資料送付 担当 手配 所属長

返送締切 ビザ締切

FAX 東京 03-3215-8293／大阪 06-4797-7808

20　　　年　　　月　　　日

（親権者署名）

滞 在 先
※希望するも
のに□を入
れてください

□台北国際学舎 ※第三希望まで記号（P.9参照）をご記入ください
・部屋タイプ　①〔　　　〕②〔　　　〕③〔　　　〕
・国際学舎の空港出迎え　□希望する　□不要

□明日之星　　□長春商務会館

□大学の宿舎　※手配可能な場合のみ

□ホームステイ

□その他（ ）

年　　　月　　　　日～　　　年　　　月　　　　日

記入日



約款（12ページ）をお読みいただき、当社所定の申込書（13ページ）にご
記入ください。
※申込書は当社ウェブサイトからダウンロードも可能です。

※P.10をご参照ください。

申込書に記入する1

申込書の送り先

ＦＡＸ番号

宛
て
先

ご持参いただく場合

FAXの場合

ご郵送の場合

メールの場合

毎日エデュケーション海外留学サポートセンターまで事前にご連
絡の上、ご持参ください。その際、申込金は直接ご持参ください。
（電話：フリーダイヤル  東京 0120-655153  大阪 0120-952295）
※クレジットカードによるお支払いは受け付けておりません。

ダウンロードまたはスキャンした申込書を添付して送信してください。
　  ctk@myedu.jp

東京 03-3215-8293
大阪 06-4797-7808

〒100-0003
東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル9F
株式会社  毎日エデュケーション　宛て

記入が済んだ申込書をご郵送かメール、FAX、または持参いただき、
毎日エデュケーションにご提出ください。

2 申込書を毎日エデュケーションに提出する

お申し込み方法

三菱東京UFJ銀行  神田支店  普通口座 1230382
（株）毎日エデュケーション

3
申込金はお申し込みいただくプログラムにより、金額が異なります。
詳細は担当カウンセラーよりご案内いたします。

振込時のお願い

申込金を振り込む

申込書と申込金を弊社で確認いたしましたら、
手続きに必要な書類等のご案内をいたします。

留学情報サイト http://ryugaku.myedu.jp　会社案内サイト http://www.myedu.co.jp
東京都知事登録旅行業第 3－6134号／一般社団法人日本旅行業協会　正会員／留学・語学研修等協議会（CIEL）正会員／一般社団法人 海外留学協議会（JAOS）正会員

http://ryugaku.myedu.jp

振
込
先

●振込人は申込者本人の氏名にしてください。
●振込手数料はお客様のご負担となります。

お申し込みに関するご案内（台湾）

パスポート（旅券）・ビザ（査証）について
パスポートをお持ちでない方、またその有効期限が切れている方は、いますぐ
に有効なパスポートをご用意ください。台湾への入国にはビザが必要となりま
すが、日本国籍の場合、滞在が90日までであれば、ビザは不要です。ただし、
その場合でも、パスポートの残存有効期間は、台湾は滞在予定日数以上（いず
れも入国時）が必要です。ビザ取得の場合の残存有効期間についてはお問い合
わせください。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国
管理事務所にご自身でご確認ください。

海外危険情報・衛生情報について
渡航先の国または地域によっては、外務省の海外危険情報など、安全に関する情
報が出されている場合があります。最新の情報については、外務省海外安全ホー
ムページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）・外務省海外安全相談センター
（TEL03-5501-8162/外務省の閉庁日を除く9:00～17:00）などでご確認くだ
さい。
渡航先の衛生情報については、厚生労働省検疫所による海外渡航者のための感
染症情報ホームページ（http://www.forth.go.jp）などでご確認ください。

【1】　株式会社毎日エデュケーション（以下「当社」といいます）は、留学・旅行申込みの際に提
出された申込書に記載された個人情報（過去に取得したものを含みます）について、お客様と
の間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただきました留学・旅行
において入学手続き及び運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス
の受領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、当社では下記内
容で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。

①当社発行の留学パンフレットならびに学校パンフレットの送付。
②当社の関連する留学プログラム・旅行商品の各種キャンペーン、セミナー、
イベントのご案内。
③留学・旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。
④アンケートのお願い。
⑤特典・サービスの提供。
⑥統計資料の作成。

【2】　お客様は、個人情報を提供しないこともできますが、その場合当社から留学旅行に必要
なサービスを提供できないことがあります。

【3】　当社は当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号または
メールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについ
て、当社が扱う留学プログラム・旅行商品ならびに催し物内容などの案内のために、これ
を利用させていただくことがあります。
【4】　外部委託について
当社は旅行業及び留学支援事業に関わる円滑なサービスを提供するため、また、円滑か
つ効率的な事業活動を遂行するため、個人情報保護体制について一定の水準を満たして
いると認める委託先に個人情報を預託することがあります。また、当該委託先における
管理については必要かつ適切な監督を行います。
【5】　個人情報の変更および訂正について
お申込み時に提供された情報の変更・訂正・削除のお申し出は、ご本人からの要請である
ことを確認し、遅滞なく行います。
【6】　個人情報に関する相談、苦情、開示請求
　下記までお問い合わせください。
　株式会社毎日エデュケーション
　個人情報保護管理者：海外サポートセンター・マネージャー　E-mail：overseas@myedu.co.jp

個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

お申込みの条件・資格
●�留学先受入校や各種プログラムには、年齢条件や最終学歴条件などが個々
に設定されています。場合により、お申込みを承れないことがございます。
詳しくは当社カウンセラーなどにお問い合わせ下さい。

●�20歳未満の方がお申込みになる場合、お申込書に親権者の署名が必要です。
●�60歳以上の方のお申込みは弊社指定の健康誓約書にご署名いただきます。
また、70歳以上の方の長期留学（3ヶ月以上）へのお申込みは学校が受け入れ
を許可した場合に限りお受けし、申込み時に医師による健康証明書とご家族
の留学同意書のご提出、海外旅行保険へのご加入をお願いしております。
●�心身に障害のある方や健康を害している方のお申込みについては、その旨お申
し出ください。場合により医師の診断書の提出をお願いすることがございます。
●�留学手続のお申込みに際し、円滑な手続きや他の留学生や受入校において
迷惑を及ぼしたり、ご本人の留学に支障をきたす恐れがあると弊社が判断
するときは、お申込みをお断りすることがございます。

●�その他詳しいお申込み条件につきましては、本パンフレット12ページの弊
社約款をお読みください。

申込締切日について
◆�大学・プログラムごとに締切日を設定しています。各学校・プログラムの
紹介ページをご覧下さい。

◆�すべてのプログラムの締切日は、弊社にお申込みいただく期限です。各学
校の入学申請受付締切日とは異なります。弊社にお申込みいただく時点で
は、入学手続きやビザ申請に必要な書類のご準備は不要です。

◆�それぞれの申込締切日を過ぎてからでも、手続きが可能な場合は、お申込
みを受け付けます。その際、緊急手配料として手続代行料と別途10,000円
（税別）を申し受けます。

海外旅行保険加入のお勧め
海外留学をなさる場合は、万一の事態に備え海外留学（旅行）保険への加入を
お勧めいたします。弊社へお申込みいただいたお客様には海外旅行保険案内
書をお渡ししますので、内容をよくご覧いただき、所定の申込書にご記入の
上、お申込みください。
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