毎日エデュケーション台湾本科留学サポートサービス契約利用約款（お申込条件書）
第1条 適用
1、「毎日エデュケーション台湾本科留学サポート（以下、
留学サポート）」は、株式会社毎日エデュケーション（以下、
当社）が留学に関して行なうサービスのうち、台湾の大学
入学申請代行に該当する部分をパッケージ化したもので
す。申込者は、入学を希望する学校の種別、プログラム内
容などにより、申込金もしくは留学サポート料金を支払う
ことにより、当該サービスを利用することができます。
2、前項に述べる留学手続代行に該当する部分とは、学
校への入学申請手続、それに付帯する相談、情報提供、出
発前のオリエンテーションなどを指します。
第2条 提供するサービス
1、留学サポートの申込者（以下、お客様）に提供するサー
ビスは、以下の通りです。
１）留学カウンセリング
２）希望校の調査、情報収集
３）学部学科情報提供
４）申請に必要な書類等のご案内
５）学校入学申請代行
６）学校への必要事項随時連絡（合格まで。合格後はオプ
ションでお申込みください）
第3条 契約の成立
1、留学サポート契約は、サービスの提供を受けるご本人
を申込者とし、その署名が記された留学手続サポート申
込書と申込金を当社が受理したときに成立します。
第4条 お申込み条件
1、当社は以下の条件にあてはまる場合には当該サービ
スのお申込みをお断りすることがあります。
①お申込み時に心身の健康を害し、留学に支障をきたす
恐れがあると当社が判断した場合
②ご希望の留学をおこなうにあたって必要な条件を満た
していないと当社が判断した場合
③サービス提供に際し、当社の通常業務遂行やサービス
の提供に支障をきたす恐れのあるお客様からの過度な
要求や理不尽なサービスの強要などが想定される判断し
た場合
2、お申込みをお断りする場合についてはいかなる理由
においても当社はその理由をお客様に開示する義務を負
いません。
3、未成年の方のお申込みに際しては、留学サポート申込
書所定欄に申込みに同意する旨の親権者（法定代理人）
の署名捺印が必要です。もしくは後日親権者による同意
書の提出を求める場合がございます。
4、留学サポートをご利用いただくにあたって必要となる
書類は、留学先の学校により異なりますので、お申込み
時に当社よりご案内いたします。
5、必要書類は予めご指定申し上げる期日までに、郵送ま
たは持参、もしくはカウンセラーの指示により電子メール
等への添付などによりご提出ください。定められた期日
までに提出いただけない場合は、当社より留学サポート
の契約の継続を解消することがあります。
第5条 留学サポート料金
1、留学サポート料金は、以下に掲げる基本料金に加え、
プログラム形態や参加者条件、ご希望等によりオプション
追加料金が加算されたものとなります。なお、ご契約時
にお支払い頂く申込金は留学サポート料金の一部となり
ます。
2、プログラムや教育機関によっては予め追加料金が必
然的に生じるものがございます。その場合、予め基本料
金と合算して提示することがございます。
３、基本料金以外の各種オプション追加料金につきまして
は別紙料金表にてご確認ください。
＜留学サポート費用基本料金＞
◆台湾大学進学・入学申請基本サポートサービス
①１+３コース対象校
・入学申請代行料金（3学科まで） 1２１,000円(税込)
・併願追加料金（１学科） 3３,000円（税込）
②通常入学申請・全英語学科基本サポートサービス
・事前学科リサーチ 1１,000円（税込）
・入学申請代行料金（１学科） 4４,000円（税込）

・入学申請代行３学科併願セット料金 1２１,000円（税
込）
・併願追加料金（１学科） 3３,000円（税込）
③合格後のサポート基本サービス
・留学スタートフルサポート 8８,000円（税込）
④その他手数料（オプション）
・学費送金サポート料＜１回につき＞ 8,８00円（税込）
第6条 渡航手続きに関する手数料
1、お客様のご要望により渡航に必要な査証申請手続の
代行を承ります。当該手数料は留学サポート料とは別途
依頼を受けてお申込み頂きます。お申込後サービス完了
後は返金は致しかねます。
・居留ビザ申請代行料2２,000円（税込）※申請実費別
第7条 プログラム費用について
1、留学サポート料以外の現地プログラム費用（入学金・授
業料・滞在費など）は明細を別途ご案内いたします。これ
らの費用については最新の資料に基づいて算出してご案
内しますが、受入機関やその他支払先の事情により、予
告なしに変更されることがあり現地もしくは渡航前に差
額をお支払い頂くことがございます。
2、現地の授業料や滞在費など通常外貨建ての費用につ
きましては、入学する大学への入学意思を確認できた日
（土日祝日等の銀行休業日の場合はその次の銀行営業
日）の三井住友銀行が発表するキャッシュセリングレート
で円貨に換算し、海外送金の場合は送金手数料を加えた
額をご請求します。
3.学校への出願料、学費のデポジットなどを当社が立替
えて事前送金した場合、その実費を別途申し受けます。そ
の際はお申し込みをいただいた日（土日祝日等の銀行休
業日の場合はその次の銀行営業日）の三井住友銀行のキ
ャッシュセリングレートにて換算して日本円にてご請求さ
せていただきます。
第8条 契約の変更
1、留学サポート契約締結後に、お客様の都合により申請
大学や学科等の変更を希望される場合、申込者ご本人
（申込者が未成年の場合は合せて親権者の方）の署名も
しくは捺印のある書面の提出、もしくは電子メールによる
契約変更のご連絡により、変更手数料を申し受けること
によって契約内容を変更致します。
2、変更手数料
１、申請先の学校の変更／契約のキャンセルとみなし留学
サポート料金全額を変更料とし、変更後新たに契約する
留学サポートサービス料金をご請求致します。
２、入学時期の変更／契約のキャンセルとみなし留学サ
ポート料金全額を変更料とし、変更後新たに契約する留
学サポートサービス料金をご請求致します。
３、お客様の配偶者または一親等以内の親族が死亡した
場合における変更において、当初の契約に限り変更手数
料なしに承ります。ただし、渡航先において契約成立後に
戦争やテロ、感染症などの予期しない脅威により渡航を
中止もしくは延期せざるを得ない事象が発生した場合に
おいては、状況により特例として変更手数料などを免除
する措置をとる場合があります。
４、契約の変更は当社が変更手数料の入金を確認できた
時点で成立し、それをもって、変更手続きを開始いたしま
す。
第9条 契約の取消および取消料
1、既に成立している留学サポート契約をお客様の都合に
より取消す場合、申込者ご本人（申込者が未成年の場合
は合せて親権者の方）の署名もしくは捺印と契約取消し
の旨を記載した書面の提出もしくは電子メールでの通知
をいただく必要があります。当該書面を当社が受け取っ
た時点で、お客様との契約は正式に取り消されます。
2、お客様は、取消料を当社に支払うことにより、いつで
も解約を解除することができます。
3、外貨送金手数料など既に発生している実費、取消し手
続きのために発生する実費については全額返金できませ
ん。
4、お客様が契約を解除された場合には、すでにお支払
い頂いた留学費用から、所定の取消料、ならびに留学先
機関が規定する取消料、及び学校との精算に要する外貨

送金手数料等を控除した残金をお客様指定の銀行口座
に振り込みお支払いいたします。なお、学校から返金が発
生する場合においては、その返金が当社に入金されてか
らの返金となります。
5、留学先機関等の取消規定ならびに取消料はそれぞれ
の教育機関および滞在手配機関の規定および判断に基
づきます。
6、教育機関等への取消料について当社はいかなる場合
でもお客様に代わり経済的な負担をすることはありませ
ん。
7、お客様がご負担する取消料は、お客様が当社に支払
い完了しているかいないかにかかわらず発生します。当
社より未請求またはお客様から未払いの段階での取消の
場合、差額をご請求することになります。また、返金にあ
たっては、当社が現地教育機関から当該返金額を受け取
った日の三井住友銀行が発表するTTBレートを適用し、
日本円換算したものから銀行の換算手数料、振込手数料
を差し引いて精算いたします。為替差による円貨額の増
減はお客様に帰属します。なお、現地教育機関でコース開
始後、無断や正当な理由がない欠席、通学取り止めや退
学をした場合、現地教育機関に支払い済みの授業料、滞
在費、その他の費用および当社にお支払いいただいた留
学サポート料金、各種手数料等の返金には応じられませ
ん。
＜取消料＞
１、入学申請基本サポートサービス料
（a）申込日より起算して8日目までに解除の場合：取消料
なし
（b）申込日より起算して9日目以降に解除の場合：留学
手続サポート料の半額
（c）入学申請開始後：留学基本サポートサービス料全額
２、合格後のサポート基本サービス
留学スタートフルサポート：8８,000円（税込）
３、その他オプションサポートについて
基本サポートサービス料以外のオプションサポートにつ
いては、サービス提供前の取消しは全額ご返金致しま
す。なお、サービス提供後については一切ご返金できま
せん。
第10条 当社からの解約
1、お客様に以下に定める事由が生じたとき、当社は催告
の上、留学手続サポート契約を解約できるものとします。
①書類提出の不履行／定められた期日までに必要書類
の提出がなく、契約に基づく手続きに支障をきたす恐れ
があるとき。
②費用、料金の支払いの不履行／定められた期日までに
必要な費用、料金の支払いがないとき。
③連絡の不能／お客様が所在不明となるか、1ヶ月以上
に渡り連絡不能になったとき。（この場合は、催告なく解
約といたします）
④当社に提出するお申込書ならびに学校提出書類など
に記すべき内容が事実と異なっていることが判明した場
合。また、そのことにより、留学手続きに支障が発生する
など、留学サポートサービス契約に誠意をもって履行で
きないと判断したとき。
⑤その他の事由により、当社がやむをえない事由がある
と判断したとき。
2、前項に述べる事由により当社が契約を解約した場合、
既にお支払済みの留学手続サポートサービス料金および
留学費用などは第7条に基づきご請求いたします。
第11条 当社の免責事項
①当社は、以下に例示するような当社の責によらない事
由によりプログラム内容が変更したり、参加ができなくな
った場合については一切の責任を負いません。尚、以下
の事由により留学を出発前に中止する場合もこの条件書
で規定している取消料を申し受けます。
（a）ご希望の受入機関の基準・事情・判断等により入学が
許可されなかった場合。
（b）現地受入機関の手続き上の問題や事情により入学書
類などの到着が遅れ、予定の期日に出発・入学できなか
った場合
（c）申込者がパスポートまたはビザを取得できなかった、

取得に時間がかかった、あるいは入国を拒否された場
合。
（d）天災地変、戦乱、暴動、テロ行為、感染症、運輸・宿泊
機関のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない
サービスの提供、日本または外国の官公署の命令、運輸・
宿泊機関や現地受入機関の争議行為、不慮の事故や災
難、申込者の生命または身体の安全確保のため必要な措
置、その他不可抗力による場合。
（e）当社のご案内した教育ローンが、ローン会社の審査
により成立せず留学プログラムの継続が不可能となった
場合。
（f）申込者が本約款に違反した場合。
②当社は、渡航後に以下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何らかの損害を被った場合に
ついては一切の責任を負いません。またその場合、留学
費用その他当社にお支払い済みの費用は返金されませ
ん。
（a）受入機関等の事情により、授業内容や日時、滞在先の
種類や条件、コース参加の条件、費用、などが変更された
場合。
（b）申込者の故意、過失、法令・公序良俗や留学先等の規
則、当社約款の規定に違反した行為があった場合の損
害。それらの行為により当社が損害を被った場合、当社
は申込者に損害賠償を請求します。
（c）その他、当社の責によらない事由により留学中に申
込者が何らかの損害を被られた場合。

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。
7、個人情報に関するお問い合わせに関して
利用者の個人情報については、第三者から問い合わせを
頂いても一切お答えできません。但し、警察・税関等の公
共機関より、正式な書面をもって情報開示の請求があ
り、その理由が一般常識に照らして正当と判断される場
合はこの限りではありません。
8、個人情報の変更および訂正について
登録時に提供された個人情報に関する権利（開示、利用
目的の通知、
訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び提供の拒否
権）は、ご本人からの要請であることを確認し、遅滞なく
おこないます。
9、サーバーの不正アクセス対応について
当社は、個人情報を管理するサーバーへの外部からの不
正アクセスを防御するために最善の処置を施しておりま
す。
10、個人情報に関する相談、苦情、開示請求については
下記までお問い合わせください。

第12条 特約の追加
1、当社は必要に応じ、約款を変更することなく、特約規
定を設ける場合があります。特約は約款に優先するもの
とし、特約に定めのない事項については当約款に従うも
のとします。

第14条 約款の変更
1、当約款は当社の事情または法令に従うために変更す
ることがあります。

第13条 個人情報の取扱い
1、個人情報の取り扱い
弊社における個人情報の取り扱いは個人情報保護方針
に基づいて行われます。
2、個人情報の管理について
当社は個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛
失、破壊、改竄、漏洩などの危険に対して、技術面及び組
織面において必要な安全対策を継続的に講じるよう努め
ています。また、弊社は個人情報の保護に関する法令、業
界規範・慣習、公序良俗を遵守します。
5、個人情報の第三者への提供
利用者の個人情報について、利用者本人の同意を得ずに
第三者へ提供することは原則いたしません。ただし以下
の場合は、関係法令に反しない範囲で、利用者の同意な
く利用者の個人情報を開示することがあります。
①利用者が第三者に不利益を及ぼすと弊社が判断した
場合。
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
②公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため
に特に必要がある場合であって、利用者本人の同意を得
ることが困難である場合
③国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受け
た者が法令の定める事務を遂行することに対して協力す
る必要がある場合であって、利用者本人の同意を得るこ
とにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場
合
④裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センターまた
はこれらに準ずる権限を有する機関から、個人情報につ
いての開示を求められた場合
⑤利用者本人から明示的に第三者への開示または提供
を求められた場合
⑥法令により開示または提供が許容されている場合
⑦その他利用者本人へサービスを提供するために必要で
あると弊社が合理的に判断した場合。また、以下の場合
に個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないこ
ととします。
a.当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人
情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合
b.当社の合併その他の事由による事業の承継に伴って
個人情報が提供される場合。
6、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

株式会社毎日エデュケーション
個人情報管理者
電話03-6267-4188
E-mail：overseas@myedu.co.jp

第15条 約款の発効
1、当約款は 2021 年４月１日をもって発効します。
第 16 条 裁判管轄
1、当約款に関する訴訟については東京地方裁判所のみ
を専属管轄裁判所とします。

