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お支払いについて
IIE では米ドルの現金、小切手（アメリカの銀行）、国際マネーオ
下記の条件を満たしている方が IIE へご入校頂けます。
ーダー、海外送金、トラベラーズチェック（本人による直接の支
1) 17 歳以上であること（プライベートレッスン、お子様用コース、
特別コースは除く）。2) 申込書の提出、入学金の支払いが可能な方。 払のみ）、及びクレジットカードでのお支払いを受け付けており
ます。クレジットカードのお支払いに関しては 3％の事務手数料
3) 英文残高証明書の提出、授業料の一部が支払い可能な方（学生ビ
が加算、海外送金の場合は送金手数料として$25
を加算してくだ
ザ取得者のみ）。また、参加条件として一定の英語力を必要とする
さい。送金口座情報に関しては IIE の経理にお問い合わせくださ
コースがございますのでご了承ください。
い。
生徒の学習環境を配慮し、同一国籍の生徒が午前中の大人のコース
＊仲介業者を通して申込みをする生徒は、その仲介業者の規定に
全体の 50％以下になるように努めるため国籍制限を行っております。
従って手続きを行ってください。
（プライベートレッスンは国籍制限の対象外）国籍制限によりお申
＊IIE 日本事務局を通して申込みをする生徒は、別紙「IIE Hawaii
込が受付できない場合がございますのでご了承下さい。尚、国籍制
にお申込みされる留学生の皆様へ」に従って代金をお支払い下さ
限はクラス単位ではございません。
い。
入学手続について: 学生ビザを取得しない生徒
週 20 レッスン以下のプログラムの場合：
健康保険について
下記をＥメール、ファックス、郵送、又は直接ご提出願います。
米国の医療費は高額です。渡米前に健康保険（旅行保険）に加入
• Adult Application Form（IIE 申込書）
しておくことを強くお勧めいたします。
•パスポートのコピー
プログラム & ポリシーの変更
予約を確約するために必要なお支払いの請求書をお送り致します。
IIE は予告なくプログラムやポリシーの変更を行う権利を有します。
最初のお支払い金額
出席＆方針について
• 入学金 (返金不可)
• 滞在先手配を依頼する場合の滞在先手配料（返金不可）
全ての生徒が継続して学力の向上に努め、予定された授業に毎日
上記確認後、お申込コースの情報と予約確認書、また初日のオリエ
出席することが IIE の方針です。F-1 ビザ保持者は各学期において
ンテーションについてのご案内をお送りいたします。
80％以上の出席率を維持することが義務付けらています。すべて
残金のお支払いは入学日の 6 週間前までにお済ませ下さい。
の生徒において 80％以上の出席率を継続して維持できなかった場
合、もしくは 10 日間連続して欠席した場合は退学処分となり、対
入学手続について: 学生ビザを取得する生徒
象者は即刻 F-1 ビザが無効となります。
IIE で週 25 レッスン以上のプログラムに参加する場合は事前に学生
休学許可について
ビザの取得が必要となります。学生ビザ申請に必要となる I-20（入
個人的理由もしくは家族の緊急事態に関しては、休学が認められ
学許可証）を発行するため、IIE への入学手続きを最初に行って下さ
ることがあります。特に医療上の理由がある場合を除き（医療上
い。
の理由がある場合は証明書が必要）、生徒は休学開始後 15 日以内
下記をＥメール、ファックス、郵送、又は直接ご提出願います。
に米国を離れなければいけません。休学許可は年に２回まで認め
• Adult Application Form （IIE 申込書）
られ、休学期間は合計で最大 60 日もしくは全体の参加予定期間の
•パスポートのコピー
合計 25％までとなります。万が一生徒が約束された日までに米国
• 英文残高証明書（授業参加期間 4 週間あたり$1800 以上が目安）
に戻らなかった場合は IIE の取消規定が適用になります。
予約を確約するために必要なお支払いの請求書をお送り致します。
休暇（バケーション）
最初のお支払い金額
学生ビザを取得している生徒は 4 学期（16 週間）授業に参加後に
• 入学金（返金不可）
2 週間の休暇を取ることができます。9 ヶ月以上の期間学んでいる
• 授業料の全額または一部金$500
生徒は休暇を組み合わせ合計で 4 週間の休暇期間を持つことがで
•滞在先手配を依頼する場合の滞在先手配料（返金不可）
きます。休暇後は最低でも 4 週間以上の授業を受ける必要があり
入学金と授業料の全額もしくは一部金をお支払いいただいた時点で
ます。休暇の申請は 4 週間以上前に行う必要があります。
IIE から I-20（入学許可証）、お申込コースの情報と予約確認書、ま
ENGLISH ONLY POLICY
た初日のオリエンテーションについてのご案内を 10 営業日以内に郵
常に英語を話すことを奨励するため、IIE では厳しい「英語のみを
送にてお送りいたします。（エクスプレスメールをご希望の場合は
話す」方針があります。学校での活動はすべて英語となりますの
別途$100 のお支払いで対応させていただきます。）
でご了承ください。
IIE より I-20（入学許可証）を受け取り後、SEVIS 費 (I-901)$200 を
生徒の素行と退学について
お支払い願います。SEVIS I-901 については下記サイト参照：
生徒は出席率、English Only Policy を含む学校ルールを遵守して
http://www.ice.gov/sevis/I901/index.htm
下さい。違反者には警告が出され、改善が見られない場合は退学
となります。その場合の返金はありません。
自国のアメリカ大使館に面接の予約を行い面接を受けてください。
その際には I-20、SEVIS I-901 の領収書、その他の必要書類をお持ち
プログラム取消・返金規定
下さい。
仲介業者を通して申込をした生徒は、その仲介業者の取消規定が
残金のお支払いは入学日の 6 週間前までにお済ませ下さい。
ある場合その規定が優先されます。ご返金前にその規定の確認が
必要となりますのでご了承下さい。

入学者受入方針

(次ページに続く)
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プログラム一般規約
• お申込みより 72 時間以内の取消しの場合は入学金を含む全額が
返金の対象となります。
• 全てのプログラムの開始後の取消し、期間短縮には$150 の手数料
が掛かります。
• 取消しに関しては実際に参加した週数の料金で計算されます。
• 返金の計算は週単位となります。取消しは取消しする前の週の
金曜日午後 1 時までに書面にてお申し出下さい。
•祝日、オリエンテーション、自然災害およびその他不可抗力の状
況･事情により中止となった授業に関する返金、振替えは一切ござい
ません。
• 出席率、校則違反が理由で退学になった場合は返金は一切ございま
せん。
• 返金は書面による取消申請の受領後、30 日以内に行われます。
ADULT PROGRAMS
• お申込みより 72 時間経過後、コース開始前（前の週の金曜日午後
1 時まで）に取消す場合は入学金を除き全額が返金の対象となりま
す。ただし、すでに I-20（入学許可証）を所持して入国している場
合、最初の 4 週間の授業料（12 週間以上申込の場合は 6 週間の授業
料）の返金はございません。
• コース開始後（前の週の金曜日午後 1 時以降）の取消しに関して
下記のような規約となります。
最初の 4 週間の返金はございません。申込期間の半分が過ぎる前
（奇数週での申込みの場合は半分に当たる日を含む週を開始する
前）に取消した場合、最後の登校日以降の未受講の期間の授業料は
返金されます。申込期間の半分が過ぎた後に取消した場合は返金は
ございません。
• 最初の申込期間を終了し、延長期間の半分が過ぎる前に取消した場
合、最後の登校日以降の未受講の期間の授業料は返金されます。。
延長期間の半分が過ぎた後に取消した場合は返金はございません。.
KID-STEP/TEEN-STEP
• サマープログラム：お申込より 72 時間経過後、2015 年 5 月 13 日
までに取消した場合、入学金と、アクティビティ費の 50%（但し
$500 を上限とします）の返金はございません。2015 年 5 月 14 日以
降に取消した場合は、入学金、アクティビティー費の返金はござい
ません。
• ウィンターT-STEP プログラム：お申込より 72 時間経過後、2014
年 11 月 28 日より前に取消した場合、入学金と、アクティビティ費
の 50%（但し$500 を上限とします）の返金はございません。2014
年 11 月 29 日以降に取消した場合は、入学金、アクティビティー費
の返金はございません。
• サマープログラム・ウィンターT-STEP プログラムコース開始後：
申込期間の半分が過ぎる前（奇数週での申込みの場合は半分に当た
る日を含む週を開始する前）に取消申請を受理した場合、最初の 4
週間分を除き、未受講の期間の授業料は返金されます。申込期間の
半分が過ぎた後に取消申請を受理した場合の返金はございません。
PRIVATE ENGLISH & ACTIVITY LESSONS
• レッスン予定日の 7 日前以降の取消しには返金はございません。
• レッスン日程の変更は、遅くとも予定日の 48 時間前までにお申出
下さい。但し、ご希望の変更が出来ないことがございます。
• スクールの事情により取消しされた場合は全額返金されます。

滞在先取消・返金規約
滞在先一般規約
• 申込み後の取消しには滞在先手配料の返金はございません。
• "取消し"には申込み後の滞在日程延期が含まれます。
ホームステイ
• 宿泊開始予定日の 14 日前まで(ハワイ時間)の取消しには、取消
料は掛かりません。
• 宿泊開始予定日の 14 日前にあたる日以降に取消す場合、取消料
として滞在費の 50％、（但し 4 週間分の滞在費の 50％を限度と
する）を差引いた残りの額が返金されます。
• 宿泊開始後に取消す場合は、30 日前の申し出が必要となります。
取消料として残りの期間の滞在費の 10％が差引かれた残額が返金
されます。
• 宿泊開始後のホストファミリーの変更依頼は 30 日前の申し出が
必要となります。滞在先再手配料として$100 を申し受 けます。
ビーチウォークスチューデントレジデンス
• 宿泊開始予定日の 60 日前までの取消しの場合手配料を除き、
滞在費の全額が返金となります。
• 宿泊開始予定日の 30-59 日前に取消す場合、最初の 4 週間分の
滞在費と滞在先手数料の返金はございません。
• 宿泊開始予定日の 29 日前以降の取消しの場合、最初の 8 週間分
の滞在費と滞在先手数料の返金はございません。
• 宿泊開始後の取消しは、退出希望日の 60 日前までに申し出るこ
とを条件とします。メンテナンス費の返金はございません。
• 尚、返金金額は週単位で計算されます。
ワイキキビーチサイドホステル
• 宿泊開始予定日の 2 日前以降に取消す場合、滞在先手配料と
1 泊分の滞在費が返金されません。
• 宿泊開始後の取消は、退出希望日前の 2 日以内の申し出の場合、
1 泊分の滞在費が返金されません。
• 手配後の取消しは取消手数料として$100 を申し受けます。
シェアハウス
• 申込み後の取消しには滞在先手配料の返金はございません。
• 宿泊開始予定日の 60 日以上前に取消す場合、滞在先手配料以外
全額が返金されます。
• 宿泊開始予定日の 30-59 日前に取消す場合、滞在先手配料と 4
週間分の滞在費が返金されません。
• 宿泊開始予定日の 29 日前以降に取消す場合、滞在先手配料 8 週
間分の滞在費が返金されません。
• 宿泊開始後の取消しは、退出希望日の 60 日前までに申し出るこ
とを条件とします。
•尚、返金金額は週単位で計算されます。
コンドミニアム・ホテル
• 申込み後の取消しには滞在先手配料の返金はございません。
• 返金規定は各コンドミニアムにより異なります。その規約に沿
って返金金額が計算されます。
• 保証金が必要となる滞在先に関しては手配後の取消しの際の保
証金の返金はございません。
• 手配後の取消は取消手数料として$100 を申し受けます。
空港送迎
• 到着 7 日前より以前の取消しは、全額が返金になります。
• 到着 7 日前にあたる日以降の取消しは返金がございません。
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