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フィレンツェ料理学園東京オフィス( 以下当オフィスといい
ます) の留学手続き代行のお申し込みは、以下の条件で
お受けします。

■学校名・コース名：

当オフィスは入学希望者からの依頼を受け、研修及び学
校への入学手続き及び出発までに必要な諸手続を代行
します。
また、宿泊先の予約等の手続き、滞在許可取得手
続き指導を致します。留学手続き代行条件は下記による
他、各学校及び関連機関の規則・条件によります。

□有り

□無し

お申し込み
お申し込みの際には申込書の提出と、お申込金として
110,000円（税込）をお支払い頂きます(留学費用の一部
とします)。入学手続契約の成立は、当オフィスが入学願書
と申込金を受領した時点とします。

＊別紙の宿泊申込書にご記入下さい。

参加費用のお支払い
(1) 申込金を差し引いた留学代金、手続き諸費用は、3か
月以上のご留学の方は入校日の60日前、3か月未満のご
留学の方は入校日の30日前(以下、基準日と記載します)
までに全額銀行振込でお支払いいただきます。
(2) 基準日以降にお申し込みをされた場合は、
申込時点又
は入校日前の当オフィスが指定する期日までにお支払い
いただきます。
留学研修参加手続き代行料金
留学研修参加手続き代行料金は無料です。キャンセル・
変更の場合は、キャンセル・変更手続き料金を申し受けま
す。
＊お申し込みの方は別途、旅行会社より詳しい案内及びお申込書をご案内申し上げます。

特急入学手続き料金
ビザ申請が必要な方は、お申し込み日が出発する日の90
日〜51日までの場合は33,000円（税込）、50日〜40日まで
の場合は88,000円（税込）、39日前〜30日前までの場合は
132,000円（税込）を特急入学手続き料金として別途、申し
受けます。
（各学校の特急手続き料金を含む）
この料金は
、国際電話料金、国際FAX 料金、入学書類等取り寄せの為
の国際宅配料金、その他に充当します。当オフィスは特急
手続き料金の入金確認後、直ちに特急手配を始めます。
一旦、お支払いただいた特急入学手続き料金は、いかな
る事情があっても返金致しません。
お申し込み条件
(1) お申し込み時点で20歳未満の方は、保護者の同意の
署名・捺印が必要です。
(2) 法令または公序良俗に反する行為の恐れのある方、
および入学手続きの円滑な実施に、支障をきたす恐れの
ある方は、お申し込みをお断りする場合があります。
(3) 当オフィスは留学中に参加者が疾病、傷害、その他の
事由により、医療の診断または治療を必要と判断する場
合は、必要な措置をとることがあります。
これにかかる一
切の費用は参加者の負担となります。
(4) 当オフィスは、学校入学手続き代行及び宿泊手続き代
行のみを行うものであり、授業・レッスン・留学または宿
泊の主催を行うものではありません。
(5) 年齢の制限を設けていない場合でも、受け入れ先の
機関の判断により申込みをお断りする場合もあります。
(6) 慢性疾患、健康状態を損なっている方、妊娠している
方、医師などの指示により薬を常用されている方、障害を
お持ちの方、アレルギー等お持ちの方、又は現地で特別
な手配が必要な方は、事前にお申し出下さい。医師の診
断書を提出いただくことがあります。また、現地事情や受
入機関の要請により安全面を考慮させて頂いた上、お申
込をお断りさせて頂く場合もございますので予めご了承
ください。
手配の内容
当オフィスは以下のものを一括して手配します。
(1) 入学手続

留学手続き申込金110,000円は、

取り消し
電話による取り消し、変更はお受けできません。本人また
は本人の指定する代理人より、文書による通知を受け取
った日をもって、取り消し日とします。
当オフィスの取消手続き手数料は110,000円（税込）
です。
当オフィスの取消手続き料と別途、各学校のキャンセル
規約に沿ったキャンセル料金がかかります。お申込金は、
当オフィスの取消手続き手数料に充当します。

コース内容の変更
現地受入学校・団体・宿泊機関の都合、
または、当オフィス
が管理できない事由により留学の日程、留学の内容、およ
び宿泊の内容が変更されることがあります。また、申込時
期により、受入先の料金の改定、又は外国為替レートの変
動により、
コース料金が変わることがあります。
コース料金
変更の場合は差額の申し受け又は払い戻しを致します。

< 入校日以後の取り消し>
入校日以後は取り消しをされても返金は一切ありません。
ただし現地受入校・宿泊期間が返金をする場合に限り、現
地受入校・宿泊期間からの返金金額より、取り消し手続き
料110,000 円（税込）
を差し引いた金額を返金致します。
費用払い戻しの為替換算レートは、取り消し日の三井住
友銀行TTB レートEUR-5円/US $-5円を用います。

申込みコースの変更
参加者の都合で、お申し込み後 入校日前までにコースを
変更される場合、同じ主催学校の他のコースに変更する
場合は、1 回につき33,000 円（税込）
、他の学校のコースへ
変更の場合は、1 回につき55,000 円（税込）の変更手続き
手数料を申し受けます。その際、変更前のコースに関わる
、取消の実費がかかる場合は、別途加算されます。変更取
消しの場合費用払い戻しの為替換算レートは変更取消日
の三井住友銀行TTB レートEUR-5 円/US $-5円を用います
。

< その他の取り消しにかかわる費用>
上記の取り消し料の他、返金されない学校への登録料、
入学金、授業料、滞在費をすでに送金済みの場合のその
料金、又特に緊急を要する場合で当オフィスが国際電話、
国際ファックスを使用したときなどは、上記の取消料のほ
か国際電話1 回5,000 円、国際ファックス1 回3,000 円をお
支払いいただきます。

申込みコース時期の変更
お申し込み後、参加者の都合で入校日前までにコース時
期を変更する場合、以下の通り、期間変更手続き手数料を
申し受けます。変更は、変更前の出発日から365日後まで
の出発とします。
申込みコース変更手続き手数料：お申し込みいただいた
コースの登録料及び授業料の合計金額の20%
お申し込み後、参加者の都合で入校日以降にコース専攻
または時期を変更する場合は、研修先機関学校等の規約
に準じます。
当オフィスの手続き料金は55,000円（税込）を申し受けま
す。
契約の解除
当オフィスは、入校日前、入校日後において、以下の事由
により契約を解除した場合、
所定の取消料を申し受けます。
(1) 入学希望者から、直接お申し出があったとき。
(2) 法令または公序良俗に反する方、精神障害または特定
の主義主張、信仰などの表現により他の方に迷惑をおよ
ぼした方、また手続き及び学校の運営に支障をきたす恐
れがある方。
(3) 留学中、
疾病、
傷害などの事由により、
医師の診断、
治療、
入院などを必要と判断した場合。
(4) 入学希望者の責任による事由で、留学に参加できなく
なったとき。

＊注意
学生がイタリアへの入国審査を受け、授業開始後、
コース
の変更またはキャンセルによる返金は一切ありません。
また、イタリアの学生ビザ申請のために入学許可書が学
生に発行された場合の返金はありません。

日本出国後のキャンセル
日本出国後のキャンセルにつきましては、返金等は一切
行われません。
免責事項
当オフィスは以下の場合は責任を負いません。
(1) 申し込んだコース又は宿泊施設が定員に達して、手続
ができない場合。
(2) 郵便事情及び学校の事情により入学許可証やその他
の書類が届かない場合。
(3) 本人の個人的な利用により、パスポート、ビザが取得
できなかったり、入国を拒否された場合。
その他
(1) 当オフィスは、いかなる場合も留学手続き代行の再実
行はしません。
(2) 当オフィスは、留学中に作成された、写真や研修感想
記録などの資料を、当オフィスの判断により機関紙、パン
フレット、その他の印刷物及びホームページ、Facebook、
ブログ等のインターネット媒体に掲載する権利を有しま
す。

支店より振込みました。

＊申込金はお申し込みと同時にお振込みください。残金は料金書に従い、指定の期日までにお振込下さい。
＊留学手続き申込金110,000円は、
ご留学される学校の授業料・コース料金の一部と致します。残金のご請求時に、
授業料もしくはコース料金から110,000円を差し引いてご案内を致します。
＊各専攻が定員に達した際は、締切日前に申込み受け付けを締め切らせていただく場合があります。
＊現地受入機関等の都合で研修日程、研修内容及び宿泊内容は予告なく変更されることがあります。

■健康状態に
ついて

払い戻し
(1) 入校日前は、所定の取消料を差し引いたうえ、費用を
払い戻します。
(2) 入校日以後は、いかなる場合でも一切の費用の払い
戻しは行いません。

必要書類を学校又は受け入れ先機関に提出し、入学金お
よび授業料を送金し、入学許可証を取寄せます。
(2) 学生ビザの取得手続きの案内
必要書類を大使館または総領事館より取り寄せ、学生ビ
ザ取得の手続きの指導を致します。
(3) 宿泊手続き
希望の宿泊手続きを学校または受け入れ団体に依頼しま
す。出来るだけ、出発前に余裕を持って、滞在先の住所等
をお知らせするよう依頼します。通常の、滞在先の住所等
ご連絡は、
入学の1週間前です。
お申し込みの時期によって、
また学校や受け入れ団体の事情により、
ご連絡が直前に
なる場合または出発後となることもあります。また、滞在
先のご連絡の後に、滞在先機関の都合により、滞在先住所
が変更になることがあります。
(4) 海外旅行傷害保険( 留学生保険)
留学中の事故や病気に備えて、海外旅行傷害保険に加入
して戴きます。
(5) 渡航手続き
パスポート、外貨取得等、渡航に必要な諸手続のご案内を
します。

プログラムの趣旨
留学プログラムとは外国の学校教育機関で、世界各国からの
参加者と一緒に自分のレベルにあったクラスで授業を受け、
学力・技術力の向上を目指すとともに、学校スタッフ、
クラスメ
イトたちとのコミュニケーションを通して、
より実践的な学力・
技術力を見につけるプログラムです。学力・技術力の向上の
みならず、広い視野と国際人としての感覚を養うことも大きな
目的です。

参加資格
1）参加条件（各コースに記載）を満たしている人
2）
プログラムの趣旨を理解し、その目的のために参加しようと
する人
3）未成年の場合親権者にも充分な承諾を得ている人
4）心身ともに健康な人

受け入れ機関による契約解除
参加者が著しくプログラムの趣旨に反し、
プログラムの円
滑な運営を妨げると判断される場合は受け入れ機関など
が滞在をお断りすることがあります。また学校等の規律を
専らない場合や無断欠席をした場合も同様に以後の授業
への出席をお断りすることがあります。いずれの場合も滞
在費、授業料などの払い戻しはいたしません。それぞれの
受け入れ期間の規約を確認してください。
その他
受け入れ機関からの要請により参加者には任意保険への
加入が義務付けられておりますので、日本出発前に必ず
加入してください。
任意保険の加入のない方は、申し込みが出来ません。

喘息、
アレルギー、心臓病、糖尿病、高血圧、癲癇（てんかん）等の持病がある方、医師などの指示により薬を常用されている方、
妊娠中の方、又は現地で特別な手配が必要な方は詳細にご記入下さい。

私はフィレンツェ料理学園東京オフィス
「留学研修参加及び手続き代行条件」
を読み、説明を受けました。
フィレンツェ料理学園東京オフィス
「留学研修参加及び手続き代行条件」
を確認し、
同意し、
ここに申し込みます。

フィレンツェ料理学園東京オフィス Tel. 03-6228-1441

http://www.ﬂorenceculinaryschool.com

info@ﬂorenceculinaryschool.com
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フィレンツェ料理学園東京オフィス( 以下当オフィスといい
ます) の留学手続き代行のお申し込みは、以下の条件で
お受けします。

■学校名・コース名：

当オフィスは入学希望者からの依頼を受け、研修及び学
校への入学手続き及び出発までに必要な諸手続を代行
します。
また、宿泊先の予約等の手続き、滞在許可取得手
続き指導を致します。留学手続き代行条件は下記による
他、各学校及び関連機関の規則・条件によります。

□有り

□無し

お申し込み
お申し込みの際には申込書の提出と、お申込金として
110,000円（税込）をお支払い頂きます(留学費用の一部
とします)。入学手続契約の成立は、当オフィスが入学願書
と申込金を受領した時点とします。

＊別紙の宿泊申込書にご記入下さい。

参加費用のお支払い
(1) 申込金を差し引いた留学代金、手続き諸費用は、3か
月以上のご留学の方は入校日の60日前、3か月未満のご
留学の方は入校日の30日前(以下、基準日と記載します)
までに全額銀行振込でお支払いいただきます。
(2) 基準日以降にお申し込みをされた場合は、
申込時点又
は入校日前の当オフィスが指定する期日までにお支払い
いただきます。
留学研修参加手続き代行料金
留学研修参加手続き代行料金は無料です。キャンセル・
変更の場合は、キャンセル・変更手続き料金を申し受けま
す。
＊お申し込みの方は別途、旅行会社より詳しい案内及びお申込書をご案内申し上げます。

特急入学手続き料金
ビザ申請が必要な方は、お申し込み日が出発する日の90
日〜51日までの場合は33,000円（税込）、50日〜40日まで
の場合は88,000円（税込）、39日前〜30日前までの場合は
132,000円（税込）を特急入学手続き料金として別途、申し
受けます。
（各学校の特急手続き料金を含む）
この料金は
、国際電話料金、国際FAX 料金、入学書類等取り寄せの為
の国際宅配料金、その他に充当します。当オフィスは特急
手続き料金の入金確認後、直ちに特急手配を始めます。
一旦、お支払いただいた特急入学手続き料金は、いかな
る事情があっても返金致しません。
お申し込み条件
(1) お申し込み時点で20歳未満の方は、保護者の同意の
署名・捺印が必要です。
(2) 法令または公序良俗に反する行為の恐れのある方、
および入学手続きの円滑な実施に、支障をきたす恐れの
ある方は、お申し込みをお断りする場合があります。
(3) 当オフィスは留学中に参加者が疾病、傷害、その他の
事由により、医療の診断または治療を必要と判断する場
合は、必要な措置をとることがあります。
これにかかる一
切の費用は参加者の負担となります。
(4) 当オフィスは、学校入学手続き代行及び宿泊手続き代
行のみを行うものであり、授業・レッスン・留学または宿
泊の主催を行うものではありません。
(5) 年齢の制限を設けていない場合でも、受け入れ先の
機関の判断により申込みをお断りする場合もあります。
(6) 慢性疾患、健康状態を損なっている方、妊娠している
方、医師などの指示により薬を常用されている方、障害を
お持ちの方、アレルギー等お持ちの方、又は現地で特別
な手配が必要な方は、事前にお申し出下さい。医師の診
断書を提出いただくことがあります。また、現地事情や受
入機関の要請により安全面を考慮させて頂いた上、お申
込をお断りさせて頂く場合もございますので予めご了承
ください。
手配の内容
当オフィスは以下のものを一括して手配します。
(1) 入学手続

留学手続き申込金110,000円は、

取り消し
電話による取り消し、変更はお受けできません。本人また
は本人の指定する代理人より、文書による通知を受け取
った日をもって、取り消し日とします。
当オフィスの取消手続き手数料は110,000円（税込）
です。
当オフィスの取消手続き料と別途、各学校のキャンセル
規約に沿ったキャンセル料金がかかります。お申込金は、
当オフィスの取消手続き手数料に充当します。

コース内容の変更
現地受入学校・団体・宿泊機関の都合、
または、当オフィス
が管理できない事由により留学の日程、留学の内容、およ
び宿泊の内容が変更されることがあります。また、申込時
期により、受入先の料金の改定、又は外国為替レートの変
動により、
コース料金が変わることがあります。
コース料金
変更の場合は差額の申し受け又は払い戻しを致します。

< 入校日以後の取り消し>
入校日以後は取り消しをされても返金は一切ありません。
ただし現地受入校・宿泊期間が返金をする場合に限り、現
地受入校・宿泊期間からの返金金額より、取り消し手続き
料110,000 円（税込）
を差し引いた金額を返金致します。
費用払い戻しの為替換算レートは、取り消し日の三井住
友銀行TTB レートEUR-5円/US $-5円を用います。

申込みコースの変更
参加者の都合で、お申し込み後 入校日前までにコースを
変更される場合、同じ主催学校の他のコースに変更する
場合は、1 回につき33,000 円（税込）
、他の学校のコースへ
変更の場合は、1 回につき55,000 円（税込）の変更手続き
手数料を申し受けます。その際、変更前のコースに関わる
、取消の実費がかかる場合は、別途加算されます。変更取
消しの場合費用払い戻しの為替換算レートは変更取消日
の三井住友銀行TTB レートEUR-5 円/US $-5円を用います
。

< その他の取り消しにかかわる費用>
上記の取り消し料の他、返金されない学校への登録料、
入学金、授業料、滞在費をすでに送金済みの場合のその
料金、又特に緊急を要する場合で当オフィスが国際電話、
国際ファックスを使用したときなどは、上記の取消料のほ
か国際電話1 回5,000 円、国際ファックス1 回3,000 円をお
支払いいただきます。

申込みコース時期の変更
お申し込み後、参加者の都合で入校日前までにコース時
期を変更する場合、以下の通り、期間変更手続き手数料を
申し受けます。変更は、変更前の出発日から365日後まで
の出発とします。
申込みコース変更手続き手数料：お申し込みいただいた
コースの登録料及び授業料の合計金額の20%
お申し込み後、参加者の都合で入校日以降にコース専攻
または時期を変更する場合は、研修先機関学校等の規約
に準じます。
当オフィスの手続き料金は55,000円（税込）を申し受けま
す。
契約の解除
当オフィスは、入校日前、入校日後において、以下の事由
により契約を解除した場合、
所定の取消料を申し受けます。
(1) 入学希望者から、直接お申し出があったとき。
(2) 法令または公序良俗に反する方、精神障害または特定
の主義主張、信仰などの表現により他の方に迷惑をおよ
ぼした方、また手続き及び学校の運営に支障をきたす恐
れがある方。
(3) 留学中、
疾病、
傷害などの事由により、
医師の診断、
治療、
入院などを必要と判断した場合。
(4) 入学希望者の責任による事由で、留学に参加できなく
なったとき。

＊注意
学生がイタリアへの入国審査を受け、授業開始後、
コース
の変更またはキャンセルによる返金は一切ありません。
また、イタリアの学生ビザ申請のために入学許可書が学
生に発行された場合の返金はありません。

日本出国後のキャンセル
日本出国後のキャンセルにつきましては、返金等は一切
行われません。
免責事項
当オフィスは以下の場合は責任を負いません。
(1) 申し込んだコース又は宿泊施設が定員に達して、手続
ができない場合。
(2) 郵便事情及び学校の事情により入学許可証やその他
の書類が届かない場合。
(3) 本人の個人的な利用により、パスポート、ビザが取得
できなかったり、入国を拒否された場合。
その他
(1) 当オフィスは、いかなる場合も留学手続き代行の再実
行はしません。
(2) 当オフィスは、留学中に作成された、写真や研修感想
記録などの資料を、当オフィスの判断により機関紙、パン
フレット、その他の印刷物及びホームページ、Facebook、
ブログ等のインターネット媒体に掲載する権利を有しま
す。

支店より振込みました。

＊申込金はお申し込みと同時にお振込みください。残金は料金書に従い、指定の期日までにお振込下さい。
＊留学手続き申込金110,000円は、
ご留学される学校の授業料・コース料金の一部と致します。残金のご請求時に、
授業料もしくはコース料金から110,000円を差し引いてご案内を致します。
＊各専攻が定員に達した際は、締切日前に申込み受け付けを締め切らせていただく場合があります。
＊現地受入機関等の都合で研修日程、研修内容及び宿泊内容は予告なく変更されることがあります。

■健康状態に
ついて

払い戻し
(1) 入校日前は、所定の取消料を差し引いたうえ、費用を
払い戻します。
(2) 入校日以後は、いかなる場合でも一切の費用の払い
戻しは行いません。

必要書類を学校又は受け入れ先機関に提出し、入学金お
よび授業料を送金し、入学許可証を取寄せます。
(2) 学生ビザの取得手続きの案内
必要書類を大使館または総領事館より取り寄せ、学生ビ
ザ取得の手続きの指導を致します。
(3) 宿泊手続き
希望の宿泊手続きを学校または受け入れ団体に依頼しま
す。出来るだけ、出発前に余裕を持って、滞在先の住所等
をお知らせするよう依頼します。通常の、滞在先の住所等
ご連絡は、
入学の1週間前です。
お申し込みの時期によって、
また学校や受け入れ団体の事情により、
ご連絡が直前に
なる場合または出発後となることもあります。また、滞在
先のご連絡の後に、滞在先機関の都合により、滞在先住所
が変更になることがあります。
(4) 海外旅行傷害保険( 留学生保険)
留学中の事故や病気に備えて、海外旅行傷害保険に加入
して戴きます。
(5) 渡航手続き
パスポート、外貨取得等、渡航に必要な諸手続のご案内を
します。

プログラムの趣旨
留学プログラムとは外国の学校教育機関で、世界各国からの
参加者と一緒に自分のレベルにあったクラスで授業を受け、
学力・技術力の向上を目指すとともに、学校スタッフ、
クラスメ
イトたちとのコミュニケーションを通して、
より実践的な学力・
技術力を見につけるプログラムです。学力・技術力の向上の
みならず、広い視野と国際人としての感覚を養うことも大きな
目的です。

参加資格
1）参加条件（各コースに記載）を満たしている人
2）
プログラムの趣旨を理解し、その目的のために参加しようと
する人
3）未成年の場合親権者にも充分な承諾を得ている人
4）心身ともに健康な人

受け入れ機関による契約解除
参加者が著しくプログラムの趣旨に反し、
プログラムの円
滑な運営を妨げると判断される場合は受け入れ機関など
が滞在をお断りすることがあります。また学校等の規律を
専らない場合や無断欠席をした場合も同様に以後の授業
への出席をお断りすることがあります。いずれの場合も滞
在費、授業料などの払い戻しはいたしません。それぞれの
受け入れ期間の規約を確認してください。
その他
受け入れ機関からの要請により参加者には任意保険への
加入が義務付けられておりますので、日本出発前に必ず
加入してください。
任意保険の加入のない方は、申し込みが出来ません。

喘息、
アレルギー、心臓病、糖尿病、高血圧、癲癇（てんかん）等の持病がある方、医師などの指示により薬を常用されている方、
妊娠中の方、又は現地で特別な手配が必要な方は詳細にご記入下さい。

私はフィレンツェ料理学園東京オフィス
「留学研修参加及び手続き代行条件」
を読み、説明を受けました。
フィレンツェ料理学園東京オフィス
「留学研修参加及び手続き代行条件」
を確認し、
同意し、
ここに申し込みます。

フィレンツェ料理学園東京オフィス Tel. 03-6228-1441

http://www.ﬂorenceculinaryschool.com

info@ﬂorenceculinaryschool.com

フィレンツェ料理学園東京オフィス

03-6228-1441

