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この度は、BRAND NEW WAYのご利用、誠にありがとうございます。弊社のサービスをご利用いただく際の注意事項と、規約内容を

記載しております。弊社でのサービスのご利用・お申込みの前に必ずお読みください。また、語学学校、滞在、渡航サポート、各

種サービス費用をお支払い/ご送金、またはお申込みいただいたと同時に、当規約にご同意いただいたものとしますので、予めご

了承ください。 

 

ご利用規約 

・弊社は、学校からの紹介料により運営しております。弊社での学校相談後、お申込みを希望される場合は、弊社担当スタッフに

お申し出ください。（弊社でお申込みの際に提示する学校の料金は、各語学学校/ カレッジ/ 専門学校が提示する金額であり、手

配料・手続き代行料を上乗せすることはありません。） 

・契約/相談時は、契約者本人、もしくは契約前に申し出のあった親族、ないし法的に認められた配偶者以外の方の立会いをお断り

しております。 

・弊社がご紹介する、学校/提携会社が提供するサービスは、学校/提携会社とご本人様との間での契約頂きます。契約にかかる権

利と履行責任はサービス提供者である学校/ 提携会社側にあり、契約内容変更・解除などについて、代理店である弊社はその直接

の権限を持ちませんのでご了承ください。 

・ 契約後・渡航後の相談は、カナダの現地オフィス（BRAND NEW WAY Inc.）が行います。契約後・渡航後の各種生活の相談、学校

の相談については、渡航サポート担当者、現地サポート担当者にお問い合わせください。 

キャンセルポリシー 
学校手続き/ 各種サービスのキャンセルに関わる弊社の料金は以下の通りです。 

   キャンセル料  補足 

 学校申込  $200  申込みの半分以上もしくは全部のキャンセルの場合 

 ※やむを得ない事情がある場合、弊社で手配可能な別の学校への転校を希望される

場合はお申し出ください 

 公立カレッジ・大学申込  $400  カレッジ/大学本科および附属語学学校 

 ※やむを得ない事情がある場合、弊社で手配可能な別の学校への転校を希望される

場合はお申し出ください 

 学校申込一部キャンセ

ル・変更 

 $100  申込みの半分未満の変更もしくはキャンセルの場合 

 ※やむを得ない事情がある場合、弊社で手配可能な別の学校への転校を希望される

場合はお申し出ください 

 ※バンクーバー、カルガリーの場合、学校申込内容の一部変更を全キャンセルとみ

なします 

 ホームステイ/ ルームレ

ント手配料 

 手配料金  手配料金のご返金はありません 

ホームステイ/ ルームレン

ト滞在費 

 -  ※入居予定日（カナダ時間）起算 

 入居予定日までの期間が 30日以上の場合は 100％返金 

 入居予定日までの期間が 30日未満の場合は 50％返金 

 入居日以降はご返金はありません 

 空港出迎/生活ガイド  全額  ご返金はありません 

 保険  -  保険会社の返金規定に準じます  

 航空券  -  旅行会社の返金規定に準じます 

 ※直接旅行会社へお申し出ください 

 その他提携サービス  -  各種サービス提供会社の規定に準じます 

 その他サービス  なし  上記に記載のないその他のサービスは各サービスの規定に準じてキャンセル料が発

生します。ご不明な点はお問い合わせください 

 BNW奨学金  -  申込み週数に応じてお渡ししている奨学金（割引）はご返金いただきます 
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 ※キャンセル料金より差し引きます 

 送金手数料（日本）  $150   ※日本から申込みの場合 

 ※カナダおよび日本の銀行が課す送金手数料、為替手数料などは弊社負担 

 送金手数料（カナダ国

内） 

 -  ※遠隔地の場合、小切手の郵送は無料。現地銀行への振り込みの場合は$50 

 ※現地オフィスにて小切手のお渡しの場合、手数料は免除 

 

学校の申込みについて 
【申込み】 

・弊社では学校手配も含めた留学手続費用に関して、各教育機関と連携し、できる限り正確に事前にご提示し、ご納得いただいた

上でのご契約・お支払いのご案内を心掛けております。ただし、年度（月次）替わりや諸変更により、学校からの請求書に記載の

料金と、お見積もりとしてご請求させていただく金額とに誤差が発生する場合がございます。差額が発生する場合はカナダ現地ま

たは事前にご精算させていただく事を予めご了承ください。請求書にご不明な点がありましたらお知らせください。 

・学校の手配、お申込みに関しては、お客様からの入金確認後に手続きを開始いたします。入金時点ではなく、手続き完了を以て

入学が確定します。 

・日本からお申込みの方については、入金確認後、5営業日以内に手続き完了のご案内と契約に関する書類のファイルを電子メー

ルにて送付いたします。ただし、学生ビザを希望される場合や、学校側の事由で手続きが遅延する場合がございます。予めご了承

ください。 

・語学学校とのご契約者は、弊社ではなく通学者ご本人（※未成年の場合、親権者）です。 

・学校のキャンセルポリシーは申込み時に必ずよく読んで、内容をご確認ください。申込みフォームのご提出を以って、同意いた

だいたものといたします。 

 

【キャンセルポリシー】 

・お申込み・手配が完了した後のキャンセルに関しては、各学校の返金規定に準じてご返金いたします。 

・弊社キャンセル料金や手数料の詳細に関しては別表をご参照ください。 

・ただし、学校の変更など、再度お申込みをされた場合で、キャンセル金額の授業料が、再度お申込みの授業料の半分以上となる

場合は、弊社のキャンセル料金を免除いたします。（※バンクーバー、カルガリーの場合を除く） 
【学校の延長やその他変更】  

・学校との契約に際し、弊社は代理人として登録されております。学校のお申込内容を変更される場合や学校を変更、延長される

場合は必ず弊社へご連絡ください。  

【学校とのトラブル】  

・校則違反による停学、退学などの場合、返金や復学交渉はいたしかねますので予めご了承ください。 

・学校のプログラムや入学後のご希望やご要望は学校の留学生担当者に直接お申し出ください。 

・契約内容の齟齬、手続き不備などについては、弊社にご相談ください。 

ホームステイ/ ルームレントの申込みについて 
【申込み】 

・お申込み時には、最初の滞在費のみの料金を頂戴いたします。（※滞在単位は、4週間・１か月・30日など都市/滞在方法により

多少異なります） 

・短期のご滞在で、4週間前後のお申込みになる場合は、お申込時に弊社にご相談ください。 
【キャンセルポリシー】 

・手配する法人・団体のキャンセルポリシーに準じます。ご不明の場合はお問合せください。 

 （例：弊社提携の現地留学エージェント・語学学校・カレッジ/大学機関・ホームステイサービス会社など） 

・弊社キャンセルポリシーや手数料の詳細に関しては別表をご参照ください。 

・延長後（※ホストファミリー/ 家主に直接お支払いされた後）のキャンセルは、ホストファミリー/ 家主に直接交渉ください。 

【延長やその他変更】  

・延長は任意（オプショナル）です。希望される場合はカナダ現地にてホストファミリー/ 家主と相談の上、滞在費は直接お支払

いください。 

・延長/退去の場合は延長契約日/ 退去日の 2週間前までにホストファミリー/ 家主へお申し出ください。 

【再手配、変更】  
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・ホームステイ/ ルームレント先の再手配・変更に関しては、別途手配料を申し受けます。  

【料金】  

・弊社で取り扱うホームステイの基本料金は、$800～$900、ルームレントの基本料金は$700です。別途インターネット料金を徴収

する家庭もありますので予めご了承ください。 

・料金変更により差額が生じる場合は払い戻し、または追加でご請求する場合があります。予めご了承ください。  

 

 

【トラブル】  

・犯罪行為・威嚇行為・騒音など、ご契約者の責による滞在先からの退去依頼があった場合、返金や退去取り消し交渉はいたしか

ねますので予めご了承ください。 

・入居後の環境や食事について（※食事付きの場合）のご希望やご要望はホストファミリー/ 家主宛に直接お申し出ください。 

・契約内容の齟齬、手続き不備については、弊社にご相談ください。 

その他サービス/弊社提携企業のサービスのご利用について  
【申込み】 

・医療保険、航空券、旅行、携帯電話契約など留学に付随する手続きやサービスに関しては、代行または手配会社へお取次ぎいた

します。ご紹介の商品やサービスのお申込は必須ではありません。 

【キャンセルポリシー】 

・各提携会社の規定に従ってご返金いたします。 

・ここに定める以外のサービスについては、各サービスの規定に準じてキャンセル料が発生します。ご不明な点はお問い合わせく

ださい。 

ビザに関するご案内・手続きについて  
・渡航に際し、弊社より入国やビザについてのご案内を行うことがあります。弊社では、移民局の案内に基づいた一般的なアドバ

イスを行いますが、最終的な判断はカナダ移民局または空港・国境の入国審査官が行うため、入国やビザの受給を確約するもので

はありません。 

・個別の案件に関するご相談やアドバイスは、ビザサポートサービス（有料）をお申込み頂いた方に限り、提携の移民コンサルタ

ントの指導の下にご提供致します。 

・発給されるビザの期間の判断はカナダ移民局または空港・国境の入国審査官が行います。ビザ延長を希望される場合はビザ期限

にご注意ください。ビザサポートのご利用を希望される場合は、ビザ期限の 30日前までに必ずお申し出ください。 

 

BRAND NEW WAY Inc. 提供サービスについて  

【サービス内容】 

弊社のサービスは生活サポートから進学、ビザのご相談まで多岐に渡ります。詳しくは弊社ウェブサイト、各種資料をご覧くださ

い。サービスの料金や内容に関しては、事前の予告なく終了または変更することもございますので予めご了承ください。 

【費用の徴収】 

BRAND NEW WAYでは、MTFX  USA Inc.、MTFX Inc.、MTFX Global Inc. (総称して”MTFX Group”) の運営するポータルサイト

Paymytuitionを利用した送金サービス/クレジットカード利用サービスを提供しております。MTFX Groupは、マネーロンダリング

対策(反マネーロンダリング) 、OFAC (米財務省外国資産管理局) ポリシー、犯罪収益(マネーロンダリング) 、テロ資金法 

(PCMLTFA) と KYC （顧客熟知規則）手続きの厳格な条項に完全準拠し送金処理をしています。 

 

 

お客様にお支払いいただく学費は、 MTFX Groupより BRAND NEW WAY宛に速やかに送金されます。 

規制登録番号: 米国  FinCEN 登録番号:  31000097429526 カナダ FINTRAC 登録番号: M08042065 

 

【渡航前、渡航後のトラブル】  

・カナダへの入国拒否、ビザが発給されない場合の日程変更、渡航中止については弊社はその補償はいたしかねます。 
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・カナダ滞在中に発生した、弊社の責によらない全ての損害（病気・怪我・盗難・自然災害・ストライキ・伝染病など）に関して

一切の責任を負いかねます。 

・弊社施設内および弊社イベントでの、事故、盗難、紛失に関して、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。 

・その他のご相談やトラブルについて、弊社でお手伝いできる範囲でサポートいたしますのでご相談ください。  

【プライバシーポリシー】 

弊社では、お客様から頂いた個人情報の保護に細心の注意を払っております。弊社への電子メールや直接面談によって得た個人情

報は、他へ漏洩しない事をお約束いたします。また個人情報が掲載される場合、必ずご本人様の許諾をいただいております。ご承

諾いただいた情報または個人情報を含まない情報に関しては、弊社サイトで一般情報として使用させていただきます。また著作権

に関しても弊社が保有いたします。  

【メールでのご連絡】 

弊社からメールをお送りすることがございます。弊社メールアドレスを迷惑メールの設定から外していただきますよう、お願いい

たします。登録された住所や電話番号、メールアドレスが変わる場合は、弊社までご連絡ください。        

2021.６.1改訂 

 


