
ＩＡＹ日本語学科 

ＩＡＹ規約（一般コース） 

 

 

以下の規約はＩＡＹ一般日本語コースに適応されます。これらの規約を良くお読みに

なってご理解・ご納得の上、お申し込みください。 

  

１．申し込み 

Ａ) 申込書に必要事項を記入し、パスポートのコピーと顔写真(4.5cm×4.5cn)１枚と共

にお申し込みください。 

Ｂ) 申し込みは、国内在住者と海外在住者で表Ａグループに属する方は希望コース開始

日の 4 週間前、表Ｂグループに属する方は 2 ヶ月前を締め切りとします。ただし、

すでに日本に居住していて、期限切れでないビザをお持ちの場合、レベルが合えば

いつでも入学可能です。 

Ｃ) 一般コースは2週間単位で、長期編入コースは４週間単位でのお申込みとなります。

（長期編入コースは別紙カレンダーでの開始日から数えて４週間となります） 

Ｄ) 受講期間中に祝日や学校の休日があっても日割り計算による返金はできません。

（長期休暇を除く）  

  

Ａグループ Ｂグループ   

シンガポール 

韓国 

台湾 

アイスランド 

アイルランド 

アンドラ 

イタリア 

エストニア 

オーストリア 

オランダ 

ギリシャ 

クロアチア 

キプロス 

サンマリノ 

スイス 

スウェーデン 

スペイン 

スロベニア 

フィンランド 

フランス 

ベルギー 

ポーランド 

ポルトガル 

マケドニア 

マルタ 

モナコ 

ラトビア 

リトアニア 

スロバキア 

リヒテンシュタイ

ン 

ルクセンブルク 

英国 

Ａグループ以

外の国 

  

アメリカ 

カナダ 
  

アルゼンチン 

ウルグアイ 

エルサルバド

ル 

グアテマラ 

コスタリカ 

コロンビア 

スリナム 

チリ 

 



ドミニカ 

バハマ 

バルバドス 

ホンジュラス 

メキシコ 

チェコ 

デンマーク 

ドイツ 

ノルウェー 

ハンガリー 

オーストラリア 

ニュージーランド 
  

イスラエル 

トルコ 
  

チュニジア 

モーリシャス 

レソト 

  

  

２．参加年齢 

Ａ) 申込年齢は問いませんが、18歳未満の方は申し込み書に保護者の署名が必要です。 

  

３．受講料及びその他の費用とお支払い 

Ａ) ＩＡＹは必要事項が全て書かれた申込書と必要書類（顔写真 1 枚・パスポートコ

ピー）を受領後、予約確認と請求書をお送りいたします。 

Ｂ)  請求書に提示されている総額をＩＡＹの指定銀行口座に振り込んで下さい。振り

込み手数料は学生の負担とします。 

Ｃ)  海外居住者の場合、受講料及びその他の料金等は国際電信送金（銀行振込）での

支払いとなります。 

Ｄ) お支払いは遅くともコース開始日の 3週間前までにお支払いください。 

 

 

振込銀行名 北海道銀行 本店営業部 

銀行住所 

郵便番号 060-0042 

日本国 

北海道札幌市中央区大通西 4丁目 

口座名 ＩＡＹ留学センター 

口座名義人住所 

郵便番号 060-0061 

日本国 

北海道札幌市中央区南 1西 4日之出ビル 6F 

口座番号 101-2186675 

Swift code HKDBJPJT 

口座名義人 TEL. +81-11-281-5188 



口座名義人 FAX +81-11-222-4560 

  

 

４．ビザ 

Ａ) ビザが必要な場合は出発前に各自で取得してください。尚、ビザ取得に関して 

ＩＡＹは入学許可証以外のいかなる書類を出すことはできません。申し込む前に各

国の日本大使館、または、領事館へご確認ください。 

Ｂ) ビザ申請に関する費用は各自で負担ください。 

  

５．受講料及びその他の料金の変更 

Ａ) ＩＡＹが受講料及びその他の料金を変更した時は、その時点から新しい金額が適用

されます。 

  

６．ホームステイ 

Ａ) ホームステイはホストファミリーの数に限りがありますので、時期や条件などに

より希望に添えない場合があります。 

Ｂ) ホームステイ規約に同意の上、お申込みください。 

Ｃ) ホームステイ規約に従わない場合、退去をお願いすることがあります。 

  

７．滞在方法の変更 

Ａ) コース開始後の滞在方法変更の際には、ＩＡＹに事前にお知らせください。 

Ｂ) 宿泊施設の申し込みをキャンセルする場合は、宿泊予定日の 1カ月以上前には連絡

してください。 

Ｃ) 変更、または、キャンセルの場合、それに係わる費用は各自が支払う義務があり、

請求する権利がＩＡＹにあります。 

ａ) ホームステイキャンセルの場合 

a-1) 入居前かつ支払い前・・・なし 

a-2) 入居前（支払い後）・・・50％のキャンセル料金を引いた残額を返金 

a-3) 入居後（支払い後）・・・75％のキャンセル料金を引いた残額を返金 

ｂ) 学生会館、ホテル、ユースホステル、ウィークリーマンション等のキャンセ

ルの場合 

b-1) 入居前であればそれぞれのルールに従う。 

b-2) 入居後は原則返金しません。 

  

８．申し込み内容の変更（申込み内容の変更はご希望に沿えない場合があります） 



Ａ) コース申込者が申込済コース内容（コースタイプ、開始日、終了日）を変更する場

合、申し込まれたコース開始日の１ヶ月以前であれば、一回目の変更に限り無料で

行います。二回目以降は変更手数料が一回につき 5,250円必要になります。 

Ｂ) 申し込まれたコース開始日の 1カ月以内に申込済みコース内容を変更する場合、変

更手数料が一回につき 5,250円必要になります。 

  

９．キャンセル 受講の取り消しとその通知 

Ａ) 申し込んだ講座を受講できない場合、次のような条件でキャンセルを申し受けます。 

ａ-1) 受講取り消しの通知は書面にて提出しなければなりません。書面にてその

解約の連絡が到着した時点で申し出は有効となります。 

ａ-2) コース開始日より 1 カ月以上前の受講取り消しの場合、授業料及びその他

の料金の全額より 10%を手数料・解約料として引いた残額を返金します。 

ａ-3) コース開始日より 1 カ月以内の受講取り消しの場合、授業料、及び、その

他の料金の全額より 20%の手数料・解約料を引いた残額を返金します。 

ａ-4) 学生が日本への入国を妨げられた場合、その旨を証明しＩＡＹが認めた場

合は授業料及びその他の料金の全額より 10%を手数料・解約料として引いた

残額を返金します。 

ａ-5) コース開始後 1 週間以内のコース取り消しの場合、授業料及びその他の料

金の全額より 50%の手数料・解約料を引いた残額を学生に返金します。 

ａ-6) コース開始日より 1 週間を経過した場合のコース取り消しは授業料及びそ

の他の料金の返金はいかなる理由があってもいたしません。 

Ｂ) 上記ａ-1)からａ-6の「授業料及びその他の料金」の「その他の料金」に、宿舎利

用料金は含まれません。宿舎のキャンセルにつきましては「滞在方法の変更」にあ

ります。上記キャンセル料金は、お支払い確定後に適用となります。 

Ｃ) 宿舎手配手数料、又は、文化講座受講料は支払い後、いかなる理由があっても返金

いたしません。 

Ｄ) キャンセルによるＩＡＹよりの学費等返金振込み手数料は学生が負担するものと

します。 

Ｅ) 通知を受け取ってから通知契約成立後 30日以内に返金いたします。 

  

１０．遅い来日、欠席 

Ａ) 申込者はコース開講日前に来日してください。 

Ｂ) コース開講日までに到着できない場合、必ずその旨をＩＡＹに連絡してください。 

Ｃ) 入校予定日より遅れての到着やコース期間中の欠席の場合、その期間の返金はい

たしません。 

Ｄ) 欠席の期間をコース延長として埋め合わせをすることは出来ません。 



  

１１．学校の休日・祝日 

Ａ) 国民の祝日は休講となります。 

Ｂ) その他にゴールデンウィーク・お盆・年末年始など学校が休講となる休日があり

ます。 

Ｃ) 学校が指定する休日は変更がある場合があります。 

Ｄ) 月曜日が休日または国民の祝日にあたる場合、コースの開始日は火曜日になりま

す。 

  

１２．健康証明 

Ａ) アレルギーや健康上の問題は事前にお知らせください。 

Ｂ) 参加される方の心身の状態がプログラムにふさわしくないとＩＡＹが判断した場

合、退学していただく場合があります。 

  

１３．費用に含まれないもの 

Ａ) 交通費、旅行費、医療費等は費用に含まれません。 

  

１４．授業時間 

Ａ) 一般コース：1 レッスン 45～50分、1日 3レッスン、1週間に 5日行います。 

長期編入コース：1レッスン 45分、1日 4レッスン、1週間に 5日行います。 

  

１５．定員 

Ａ) 一般コース：1 クラス 3名～8名の少人数制です。３名以上で開講となります。 

長期編入コース：1クラス 15名～20名。レベルが合い、クラスに空きがあった場

合にご入学できます。 

  

１６．クラス分け 

Ａ) 申し込み書に受講者本人が記入した日本語学習歴、レベルアンケート、事前のク

ラス分けテスト（プリテスト）の結果から暫定的な受講レベルが決められます。 

Ｂ) 最終的なクラス分けは入校日にクラス分けのテストを受けてご自分のレベルにあ

ったクラスが決まります。 

Ｃ) 申し込みの際のレベルと、開講初日のテスト結果が大きく異なる場合、可能な限

りで受講者に適切なレベルに分けられます。 

Ｄ) 到着後、レベルが合わず、クラスに入ることができない場合、プライベートレッ

スン又はその他のクラスを受講いただくことがあります。 

Ｅ) 事情により、１クラスの受講者が３名未満になった場合、３名未満になった日か



ら最大２週間まではクラスに残留いただけますが、２週間を超えるとその他のク

ラスの受講をお願いすることがあります。 

  

１７．規則 

Ａ) ＩＡＹ日本語学科一般コースに参加される学生は本校の規則に従うものとします。 

  

１８．コース修了書 

Ａ) 出席率を 90%満たし、コースを終了した方にはコース修了証が発行されます。 

  

１９．変更 

Ａ) ＩＡＹは何らかの理由によりコースの開始日、カリキュラム、コース内容、料金

設定等が予告なしに変更する権利を有します。 

  

２０．免責事項 

Ａ) 一般日本語コースに参加される方は万一に備え、海外旅行傷害保険に必ずご加入

下さい。ＩＡＹは滞在中の事故、病気に関し責任を負いません。 

  

２１．受講者の義務 

Ａ) 受講者は日本入国、及び、滞在に関する法律・規定に従わなければなりません。 

Ｂ) ＩＡＹは受講者が合法的な入国及び滞在の許可を得るものとの前提で申し込みを

受け付けます。 

Ｃ) 受講者は各自の責任において任意に必要な傷害保険・火災保険・家財保険等に加

入してください。ＩＡＹは一切の保険責任を負いません。 

Ｄ) 受講者は学内・教室・及び宿泊先でそれぞれに定められた諸規定を厳守する義務

があります。 

Ｅ) 法律・諸規定を犯した場合の退学による学費等の返金はいかなる理由があって 

いたしません。 

  

２２．ＩＡＹの責任 

Ａ)  ＩＡＹは天災・テロなどの不可抗力、または責任の範囲外の要因によって生じた

損害に対してはその責任を負いません。 

Ｂ)  受講者本人の個人的理由から授業の全部あるいは一部に参加できなくなった場

合、受講者には授業料の支払い戻しや、受講期間の変更を請求する権利はあり

ません。 

  

２３．適用される法律と裁判籍 



Ａ)  これらの契約に関する一切には日本国の法律が適用されます。 

Ｂ） 裁判が行われる場合は札幌が裁判地として指定されます。 


