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海外ホテルインターンシップ

■募集要項

コース

実習内容

アジア高級ホテル
トレーニングコース

実習期間

フロント/客室サービス/営業/
宿泊予約/飲食 など

カナダ小中規模ホテル
トレーニングコース

6ヶ月〜12ヶ月

客室サービス/レストラン など

オーストラリア小中規模ホテル
トレーニングコース

6ヶ月〜12ヶ月

客室サービス/レストラン など

6ヶ月

実習地

タイ、
ベトナム、中国、
マレーシア、
カンボジア、
シンガポール、
モルディブなど

バンクーバー、
バンフ、
イエローナイフなど

ハミルトン島、
ケアンズ、
ゴールドコーストなど

参加条件（経験/学歴）等

募集対象

滞在方法

参加費用

20歳〜32歳

ホテル内客室
従業員寮
アパート
ホームステイ

・登録料：86,400円
・プログラム費：410,400円

準中級〜

●心身共に健康で接客が好きな方
●明るく前向きで向上心をお持ちの方
●高卒以上
●ワーキングホリデー参加資格を満たす方

20歳〜30歳

アパートまたは
ホームステイ

・登録料：86,400円
・プログラム費：483,600円

準中級〜

●心身共に健康で接客が好きな方
●明るく前向きで向上心のある方
●高卒以上
●ワーキングホリデー参加資格を満たす方

20歳〜30歳

アパートまたは
ホームステイ

・登録料：86,400円
・プログラム費：537,600円

23歳〜32歳

アパート

・登録料：86,400円
・プログラム費：559,200円

20歳〜30歳

アパート

・登録料：86,400円
・プログラム費：645,600円

18歳〜

学生寮

・専門学校実習費：33,150スイスフラン〜

20歳〜30歳

ホームステイ

参加条件（英語力）
学生向け
プログラム

●心身共に健康で、1年以上の接客経験がある方
（アルバイト含む）
●明るく前向きで向上心をお持ちの方
●専門/大学在籍の方
●関連学部所属者優遇
（ホテル/観光学部など）

社会人向け
プログラム

●心身共に健康で、3年以上の接客経験がある方
（アルバイト含む）
●明るく前向きで向上心をお持ちの方
●専門/大学卒業以上
●ホテル業界経験者優遇

中級〜

学生向け
プログラム

●現在大学等に在籍し、
ホテル/観光などの関連分野を専攻されている方
●心身共に健康な方
※実習期間は最大12ヶ月

アメリカ高級ホスピタリティー
トレーニングコース

フロント/料飲/客室/調理 など

４ヶ月〜18ヶ月

ニューヨーク、
アトランタ、
マイアミ、
ニューオリンズ、
ロサンゼルスなど

上級

イギリス小中規模ホテル
トレーニングコース

客室サービス/フロント/
レストラン など

6ヶ月〜12ヶ月

ロンドン、
ブライトン、湖水地方など

中級〜

●心身共に健康で接客が好きな方
●明るく前向きで向上心をお持ちの方
●イギリスワーキングホリデー
（YMS）
ビザ取得者

スイス高級ホテル＆レストラン
学位取得コース

名門ホテル専門学校での実習/
ホテル&レストランインターンシップ

スイス
（レザン、
モントルー）

中級〜

●高校卒業・専門学校卒業・大学卒業以上

オプション
海外語学研修

語学学校での研修

カナダ、
オーストラリア

初級〜

●高校卒業以上で現場で使う語学力の習得を考えている方

2ヶ月〜6ヶ月

職支援（人材会社紹介）
※登録料とプログラム費には消費税8%が含まれています。
※海外語学研修授業料は別途ご確認下さい。
（2）外貨建て費用の請求は、請求書発行日の三井住友銀行TTS送金レートに3円
加算した円貨で請求いたします。
（3）プログラム費、語学研修費等は予告なく変更になることがあります。変更があっ
た場合、既にお支払い済みの費用と変更後の費用との差額を申し受けることが
ありますのでご了承下さい。
（4）参加費用に含まれないもの
航空券代、海外保険代、査証申請代とそれに関連する費用、現地交通費、現
地生活費等

＜補足事項＞
（1）上記表中の英語力の目安
例：TOEIC点数
初級
準中級

0〜545点
550〜645点

中級

650〜725点

中上級

730〜795点

上級

1年〜4年

800〜990点
※但し会話力による

（2）参加コースは、相談/適性チェックの上決定します。参加条件（英語力）は基準に
満たない場合、現地語学研修をつけることで、参加が可能になるコースもあります。
（3）滞在先は基本的に自己手配になりますが、ホテルによっては滞在先が提供される
場合があります。
（4）参加条件を満たしている場合でも、学歴や職歴背景またはビザ発給許可の影響
で参加が認められない場合もあります。
【参加費用について】
（1）記載された参加費用は2016年6月1日現在のものです。
登録料：プログラム参加の為の登録手配料
プログラム費：実習先選定に必要な参加者への情報提供、英文カバーレター /
履歴書の指導、添削、英語面接の指導や模擬練習、実習先手配と最終確認、
渡航前オリエンテーション、滞在先手配に関するアドバイス、査証取得のアドバイ
ス、実習中の相談サービス（メール対応）
、プログラム企画運営費、帰国後の就
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●心身共に健康
社会人向け
かつ●大学卒業後1年以上の関連業務経験者もしくは
プログラム
●5年以上の関連業務経験者

・手続き代行手数料：64,800円
※別途学費が掛かります

※料金は、各プログラムにより異なります。
※料金は、為替変動により異なります。
※スイスコースに関する契約書及び参加申込書はホームページ
（http://www.swisshotel.ac/）
よりダウンロードしてご覧頂けます。

●実習先の案内
実習先例

実習時間 / 週目安

報酬の目安

アジア高級ホテルトレーニングコース

４つ星または５つ星ホテル

40 〜 48 時間

¥30,000 − ¥150,000

カナダ小中規模ホテルトレーニングコース

小中規模３つ星または４つ星ホテル

25 〜 40 時間

CAD $1,000 − CAD $1,800

オーストラリア小中規模ホテルトレーニングコース

小中規模３つ星または４つ星ホテル

20 〜 40 時間

AUD $1,500 − AUD $2,400

アメリカ高級ホスピタリティートレーニングコース

大手ホテルチェーンを中心とした４つ星または５つ星ホテル

40 時間程度

USD $1,200 − USD $2,000

イギリス小中規模ホテルトレーニングコース

小中規模３つ星または４つ星ホテル

30 〜 40 時間程度

＜必要書類チェックリスト＞
＜申込時＞
①プログラム参加申込書
②登録料 86,400円
<申込後＞
□ ①英文カバーレター ※ワードファイルで提出
※ワードファイルで提出
□ ②英文履歴書
□ ③証明写真のデータ（スマホ撮影可）
□ ④英文卒業証明書
□ ⑤英文成績証明書
□ ⑥英文推薦状
□ ⑦英文在職/退職証明書
□ ⑧質問リスト

（1）実習予定ホテルおよび実習時間：参加者の希望や能力、受入先の事情により変更になることがあります。
（2）報酬の目安：報酬は参加者の能力や受入先の事情により変動が生じることがあります。
（3）滞在費の目安：滞在方法は自己負担の場合とホテルからの補助が受けられる場合がありますが、受入先の事情により異なります。
※カナダコースはカナダドル、オーストラリアコースは豪ドル、アメリカコースは USドル、イギリスコースはポンド
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£800 − £1,000

海外ホテルインターンシッププログラム契約書
株式会社ICCコンサルタンツ内ICC国際交流委員会（以下「甲」とします）と海外ホテ
ルインターンシッププログラム参加者（以下「乙」とします）間で締結された海外ホテ
ルインターンシッププログラム（以下「本契約」とします）の契約内容は次の通りです。
第1条 本契約の目的
本契約は、甲が選定する海外のホテル（以下「実習先」とします）でのインターンシッ
プ（企業内実習/有給または無給）による実習プログラム（以下「本プログラム」としま
す）を通じて乙に対して実習の機会を提供することを目的とします。
第2条 本プログラムの内容
本プログラムの内容は次の通りです。
（1）実習実施地域
アジア/カナダ/オーストラリア/アメリカ/イギリス
（2）実習先
上記実習実施地域の主要都市部またはリゾート地のホテル及びレストラン
（3）実習期間
別紙「確認書」に基づき手配を進め、
「決定通知書」にて最終確認するものとします。
（4）実習内容
実習先の実習生として、ホスピタリティ関連の業務に従事します。
（5）有給/無給
実習先から実習生に対し、
金銭が支払われる場合と支払われない場合とがあります。
支払われる金銭等の性質は、実習先の受入れ体制により異なり、給与の他、報酬、
手当、補助金などの場合があり、必ずしも雇用契約を前提としません。
（本契約では、これらを総括して「有給」と呼びます）
第3条 諸費用
乙は、本契約に基づく甲のサービス提供に対する対価として、本プログラム募集要項
に定める以下の費用に関する取り決めに従い、所定の金額を甲に対して支払います。
（1）登録料
乙は、本プログラムの契約を締結するに際して、登録料を支払うものとします。
（2）プログラム参加費用
乙は、甲が手配した実習先期間でのインターンシップを内容とするサービスを受
けるために、本プログラムの募集要項に定めるプログラム費に関する取り決めに
従い、所定の金額の参加費用を乙が甲に支払うものとします。プログラム費用は、
受け入れ先が期日を定めている場合や、制度上必要な場合を除き、出発予定日か
ら起算して90日以上前にお支払いいただくことはありません。
第4条 甲によるサービスの内容
甲は、本契約に基づき、乙に対し、以下の通り、費用の区分に応じて、次のサービスを
提供します。
（1）登録料により提供されるサービス
・本プログラムへの参加登録と手続案内
（2）プログラム費により提供されるサービス
・実習先選定に必要な参加者への情報提供 ・実習先の選定 ・英文履歴書/カバー
レターの指導及び添削 ・英語電話面接の指導 ・ホテル業界に関するキャリア
アドバイス ・実習エリアについての情報提供 ・渡航前オリエンテーション
・滞在先手配に関するアドバイス ・実習中のメールでの相談サービス（イギリ
スは別途規定） ・実習中の緊急事態における電話サポート ・メールによる実
習中の就職情報提供サービス（イギリスは別途規定） ・帰国後の就職支援（人材
紹介/派遣会社紹介） ・プログラム企画運営費
（3）以下の費用は、上記費用に含まれず、乙が自費で負担するものです。
・査証申請料及び査証申請代行費用 ・査証申請に伴う諸経費 ・DS-2019（ア
メリカコース参加者のみ）申請費用 ・往復渡航費用 ・海外保険料 ・健康診
断受診料（必要な場合のみ） ・現地空港送迎費 ・現地滞在中の交通費 ・滞
在費（参加コースによっては実習先により宿泊先を用意されます。詳しくは重要
事項ガイダンスをお読みください） ・食費 ・授業料等（学校に通う方のみ）
・その他、実習国滞在中に必要となる生活費全般
第5条 契約外のサービス
甲は、本契約の範囲外サービスとして、乙との個別特約に基づき、乙に対し次のサー
ビスを行います。
（1）航空券手配のための旅行代理店への取次ぎ
（2）海外旅行（出張）保険の手配
（3）オンライン事前ホテル英語研修（別紙参照）
第6条 契約の成立
（1）契約の方法
乙が甲に対し本契約を申し込む場合は、甲が定める参加条件に適応する必要があ
ります。乙は甲が指定するプログラム参加申込書に所定事項を記入して申込みを
するものとします。
（2）事前手続
乙は、申込みに際して、別に定める本契約に関する重要事項ガイダンスを事前に
よく読み、甲に対して実習地域及び実習先の選定・調整に必要な書類（履歴書等）
を提出し、本プログラム担当者とのインタビューを受け、登録する意思を明確に
伝えるものとします。また、甲は、乙に対して手配可能な実習の概要を伝え、乙
がこれに同意した場合のみ契約締結の手続を行います。
（3）成立時点
申込みに際し、乙は、所定の方法で、登録料を支払うものとします。甲が登録料
を受領し、申込書を受理した時点で、本契約は成立します。
（4）不受理
乙から甲に対する申込みがなされた場合においても、以下の各場合、甲は契約申
込みを受け付けないことがあります。
・乙の申込みが、甲の定める参加条件に適合しない場合
・乙が実習に関する適正を欠くと甲が判断した場合
・乙の本契約に関する理解が十分でないと認められる場合
・その他甲の業務上やむを得ない事由がある場合
第7条 契約期間
本契約の有効期限は、以下の通りとします。
（1）登録料に対応するサービス
契約成立の日から1年間
（2）プログラム費に対応するサービス
プログラム費の受領日から1年間で、かつ、実習プログラムの終了まで。
（3）乙が（1）及び（2）の期間を超える期間の実習を希望する場合は、乙は書面により
期間の変更を申し出るものとします。この場合、契約内容の変更は甲乙協議の上
で決定するものとし、乙が変更する権利を有するものではありません。
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第8条 実習先の選定
（1）実習先となるホテル及びレストランの選定は、乙の英語力、学歴、職歴等を確認
した上で甲が最も乙に適したと考える実習先を選定しますが、乙の事情のほか、
実習地域（国）の雇用環境、その他の社会的、経済的事情等により、乙の希望する
具体的な実習先での実習、具体的な取次ぎ分野を保証するものではありません。
（2）実習先のタイプ及び実習内容は別紙「確認書」に基づき手配を進め、決定通知書に
て最終決定するものとします。
（3）甲は、乙の希望を最大限考慮しながら、原則として１か所の実習先を選定します。
（4）実習先での具体的な業務内容は、実習先の指示に従うものとし、本人のスキル、
実習先の事情等により変更されることもあります。
第9条 実習成果の不担保
本プログラムは、甲が乙に対し、現地企業、団体等での実習の機会を提供することを
本旨としており、実習における資格取得、技能習得、語学力向上などの成果の獲得、実
習終了後の就職、実習による心理的満足を保証するものではありません。
第10条 契約内容の変更
甲は、以下の場合、本契約の一部もしくは全部を解除し、または内容を変更すること
ができます。
（1）不可抗力で、甲が義務を履行することが不可能または著しく困難になった場合
（2）乙が日本国の法令、公序良俗に違反する行為をなし、甲において本プログラムの
目的・趣旨に照らして乙のプログラム参加が不適当であると認めた場合
（3）乙が実習地域（国）の法令、秩序に違反する行為をなし、甲において本プログラム
の目的・趣旨に照らして乙のプログラム参加が不適当であると認めた場合
（4）実習先の事情で実習先地域、実習分野、業務内容を変更する必要が生じた場合で、
甲が一般的に相当と認められる努力を払っても当初と同一の実習先等を選定でき
なかった場合
（5）乙が正当な理由なく、実習先、事前ガイダンス等のサービスを受領せず、または
実習を実施する上で必要な甲の指示に従わない等、甲が本契約を履行するのに困
難な事情がある場合
（6）その他甲において、本プログラムの目的・趣旨に照らして乙のプログラム参加が
不適当であると認めた場合
（7）その他やむを得ない事情により契約内容変更の必要が生じた場合
（8）なお、受入先の事情で実習先地域が変更された場合には、乙は本プログラムへの
参加を取りやめるか参加の時期を繰り延べるかを選択することができます。この
場合は、解約料の規定にかかわらず、プログラム参加費30％が返金されます。
第11条 解約及び返金
本契約成立後、乙が乙の都合で本契約を解除した場合、乙は甲に対し、次の区分に従っ
て解約料を支払います。
（1）契約日から起算して8日目までにまでになされた解約
……………………………………… 解約料は発生しません
（2）契約日から起算して9日目以降より甲が乙に実習先決定通知を通知するまでにな
された解約
……………………………………… 登録料全額とプログラム参加費の30％
（3）甲が乙に実習先決定を通知した後の解約
ア 出発予定日の90日前までの解約
………………………………… 登録料全額とプログラム参加費の50％
イ 出発予定日の89日前から60日前までの解約
………………………………… 登録料全額とプログラム参加費の70％
ウ 出発予定日の59日前から30日前までの解約
………………………………… 登録料全額とプログラム参加費の90％
エ 出発予定日の29日前以降の解約
………………………………… 登録料全額とプログラム参加費相当額
（返金はありません）
（4）渡航後になされた解約
……………………………………… 登録料全額とプログラム参加費相当額
（返金はありません）
※乙が別途申し込んだ航空券等運輸機関、海外旅行（出張）保険等の解約は当該機
関の定めによります。
※いずれの実習国であっても、査証取得に必要な乙が支払う査証申請料及びDS2019（アメリカコース参加者のみ）申請料は査証取得の有無にかかわらず返金
されません。
（5）乙が乙の事情で本契約を解約した場合は、乙は甲に対して次の区分に従って解約
料を支払うものとします。但し、解約日が②及び③のいずれにも該当する場合に
は③が適用されるものとします。
①契約締結日から起算して8日目までになされた解約解約料は発生しません
②契約締結日を基準とする解約料
イ 契約締結日から起算して9日目以降14日目までになされた解約
……… 参加申込証拠金相当額（86,400円）
ロ 契約締結日から起算して15日目以降21日目までになされた解約
……… 参加申込証拠金に残りのプログラム参加費の10％を加算した金額
ハ 契約締結日から起算して22日目以降28日目までになされた解約
……… 参加申込証拠金に残りのプログラム参加費の20％を加算した金額
ニ 契約締結日から起算して29日目以降になされた解約
……… 参加申込証拠金に残りのプログラム参加費の30％を加算した金額
第12条 免責事項
甲は、次に例示するような事由により乙が被った各損害について、乙に対し、何ら責
任を負いません。
（1）運輸機関の遅延・キャンセル、ストライキ、ハイジャック、事故等による乙の損害
（2）天変地異、政変、動乱、ストライキ、テロ、戦争などの不可抗力によって発生した
乙の損害
（3）実習派遣先、滞在先等における盗難・事故・係争・不利益など乙が現地滞在中ま
たは渡航中に受けた損害
（4）実習国の査証規定に変更があった場合、または査証が不許可になった場合の責任
（5）乙の個人的事由で実習国への入国を拒否された場合の責任
（6）乙の実習国の法令・風俗・道徳及び実習校の規則等の無知または認識不足により
乙が受けた損害等の賠償責任
（7）実習の取次ぎ手配において、乙の希望する職種/業種への取次ぎ手配が実現しな
かった場合の損害
（8）乙の意思により実習を取りやめた場合の費用返金等の責任
（9）乙が実習先の定める規則に従わず、実習中止処分を受けた場合の返金の責任
（10）甲が乙のために行うオリエンテーションに参加しなかったために発生した乙の損害
（11）為替や物価の変動による滞在費等の改訂による乙の出捐
（12）「第６条 契約の成立（2）事前手続」に定める書類が甲に対し送付されず、手配が
出来なかった場合の損害

第16条 裁判管轄
本契約及びプログラムに関して生じた紛争の裁判管轄は、東京地方裁判所
を第一審の専属的裁判所とします。

第13条 責任範囲
甲は、本契約に明記された義務を甲の故意または過失に基づき履行せず、
直接乙に損害を与えた場合にのみこれを賠償する責任を負担します。
甲は、
本契約「第１２条 免責事項」等に該当する乙の損害については賠償の責
を負いません。

第17条 約定の変更
本契約は、事情により告知なしに変更されることがあります。

第14条 損害賠償義務
乙が故意または過失により甲に対し損害を与えた場合、乙は直ちに甲に対
し損害を賠償しなければなりません。

第18条 発行期日
本契約の内容は、2016年6月1日以降に申し込まれた契約に適用されます。

第15条 準拠法令等
本契約の解釈及び本契約に定めのない事項については、日本国内の法令及
び慣習によるものとします。

海外ホテルインターンシッププログラム〈語学学校手配に関する契約書〉
される場合があります。
（4）支払い期限
乙は（1）で記載された学費等を、甲からの請求書に記載された支払い期限までに
指定の銀行口座に振り込むものとします。指定の期日までに入金されない場合、
本契約に基づく手続が停止されたり、出発時期に留学手続が完了できない場合が
あります。

株式会社ICCコンサルタンツ内ICC国際交流委員会（以下「甲」とします）と海外ホテ
ルインターンシッププログラム契約（以下「基本契約」とします）を締結した参加者（以
下「乙」とします）が、語学実習に参加する場合の語学学校手配に関する契約内容は次
の通りです。
第1条 本契約の目的
本契約は、乙の希望に応じ、甲が実習先となる国において英語学習を行う為に必要な
手続の代行を行い、乙に実習の機会を提供する事を目的とします。

第5条 解約及び返金
学費、滞在先等の費用の払い戻しについては、当該機関の定めによります。また、乙
が別途申し込んだ航空券等運輸機関、海外留学生保険等の手配に関する解約料及び払
い戻し金額についても実習校を含めた当該運営機関等の定めによります。

第2条 サービスの内容
本契約で甲が乙に提供するサービスの内容は次の通りです。
（1）実習校の選定援助
オーストラリア/カナダの中から、基本契約で実習先となる地域の範囲で、語学学
校（以下「実習校」
）の選定のお手伝いをします。
（2）入学申込手続の代行
乙に代わり実習校への入学申込み手続を行います。
（3）滞在先の手配取次ぎ
乙に代わり必要な手続を行います。
（4）現地到着時の空港送迎（片道のみ）
実習校による送迎サービスがある場合には、乙の渡航スケジュールを実習校に通
知し、実習校の最寄り空港での送迎手配を依頼します。
（5）学費等支払い代行

第6条 対価
本契約に基づくサービスは、本契約を締結した乙に対する付帯サービスとしてなされ
るものであるため、これに対する対価は生じません。
第7条 実習成果の不担保
本契約は乙の条件に合う実習校への入学手続代行等を提供することを目的としていま
す。従って語学及び学力の向上などの実習校での実習成果や留学後の進路、ホームス
テイ等の滞在先についての満足、その他実習による心理的満足を保証するものではあ
りません。
第8条 基本契約の条項の準用
甲及び乙は、本契約に定める条項のほか、基本契約の各条項に従います。本契約の条
項と基本契約の条項とで、明示された内容が相反するときは、本契約の規定を優先し
ます。

第3条 契約の成立
（1）契約の方法
乙が甲に対し本契約を申し込む場合には、乙は甲の指定するプログラム参加申込
書に所定事項を記入して申込みをするものとします。
（2）成立事項
申込みに際し、乙は、所定の方法で、プログラム参加費用を支払うものとします。
甲がこれらの費用を受領し、申込書を受理した時点で、本契約は成立します。
（3）不受理
乙から甲に対する申込みがなされた場合においても、以下の各場合、甲は契約申
込を受け付けないことがあります
・乙の申込みが、甲の定める参加条件に適合しない場合
・乙が、実習に関する適正を欠くと合理的判断により認められる場合
・乙の、本契約に関する理解が十分でないと認められる場合
・その他甲の業務上やむを得ない事由がある場合

第9条 責任範囲
甲は、本契約に明記された義務を甲の故意または過失に基づき履行せず、直接乙に損
害を与えた場合にのみこれを賠償する責任を負担します。
第10条 損害賠償義務
乙が故意または過失により甲に対し損害を与えた場合、乙は直ちに甲に対し損害を賠
償しなければなりません。
第11条 準拠法令等
本契約の解釈及び本契約に定めのない事項については、日本国内の法令及び慣習によ
るものとします。

第4条 学費等の支払い
甲は、本契約に基づき、以下の通り、費用の区分に応じて次のサービスを提供します。
（1）支払い方法
甲は実習先の語学学校/専門学校からの請求書をもとに、乙に対して学費等の費
用を請求し、乙からの入金を確認した後に、実習先に支払いを行います。プログ
ラム費用は、受け入れ先が期日を定めている場合や、制度上必要な場合を除き、
出発予定日より起算して90日以上前にお支払いいただくことはありません。
（2）請求は日本円によるものとし、請求方法は実習校が請求書を発行した当日の三井
住友銀行のTTS(送金レート)に一律3円加算した円貨を適応します。
（3）現地到着後に、乙がコース変更、滞在方法の変更または実習先のオプショナルサー
ビスを希望し、追加精算が生じた場合は、乙と実習校の間で、直接、精算手続がな

第12条 裁判管轄
本契約及びプログラムに関して生じた紛争の裁判管轄は、東京地方裁判所を第一審の
専属的裁判所とします。
第13条 約定の変更
本契約は、事情により告知なしに変更されることがあります。
第14条 発行期日
本契約は2016年6月1日以降に申し込まれる契約に適用されます。

個人情報の取り扱いについて
株式会社ICCコンサルタンツ（屋号：ICC国際交流委員会）は、お客様の個人情報の取り扱いについて、下記の通りお約束いたします。
（1）取得した個人情報の利用目的は、当社が提供するプログラム（以下、
「本サービス」という）への参加手続及びそれに関連するご連絡、本サービスの実行及びそれに関連するサ
ポート管理、お申込みされたご契約の履行（ご契約内容は、プログラム契約書を参照下さい）
、ご本人の同意またはご希望条件を満たす、受入れ先となる企業・学校・団体等
への個人情報の提供、当社が提供する留学プログラムやセミナー、フェア等のご案内、当社または本サービスへのご質問、お問合せに対する回答のために利用し、それ以外の
目的で利用することはありません。また、本サービスをお申込みされる方が未成年者（満20歳未満の方）の場合は、保護者の同意を頂いた上で、個人情報をご提供下さい。ビ
ザ申請手続代行時に、申請費用のお支払のためにクレジットカード決済が必要な場合があります。当社または当社が業務委託する機関が申請代行を行う場合、入国管理機関
等が指定するビザ申請フォーム等にて決済処理をクレジットカードで行う場合があります。また、緊急時に発生する決済処理においてもクレジットカード情報をご提供いた
だく場合があります。なお、当社では最大1 ヶ月間保管した後、適切に廃棄します。但し、ビザ申請状況により保管期間を延長する可能性があります。
（2）取得した個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲において、外部委託することがあります。また、個人情報は次の通り、第三者提供します。
①お申込みされたご契約の履行（ご契約内容は、各プログラムの契約事項を参照下さい）のため、郵送、メールまたはインターネット経由で、氏名、住所、連絡先、語学スキル
等をご本人の同意またはご希望条件を満たす、留学先またはインターンシップ先となる企業・学校・団体等に提供します。
②お申込みされた留学プログラムの実施に必要な渡航及び宿泊手配のため、郵送、メールまたはインターネット経由で、氏名、住所、連絡先等を渡航及び宿泊手配を行う旅行
代理店に第三者提供します。
③お申込みされた留学プログラムの実施に必要なビザ取得または緊急時に発生する決済処理のため、電話、郵送またはインターネット経由で、カード番号、カード会社、カー
ド有効期限、セキュリティコード、名義、電話番号等を当該入国管理機関等に第三者提供します。
（3）個人情報のご提出は任意ですが、個人情報を提供していただけない場合は上記の各利用目的に沿った取り扱いが適切に遂行できない場合があります。
（4）当社に提供して頂いた個人情報は、利用目的の通知、個人情報の開示、訂正、項目の追加または削除、消去や利用停止、提供停止を求める権利があります。
個人情報の開示等の請求を行う場合は、
ICC 国際交流委員会相談室
TEL：03-6434-1315 E-mail：info@iccworld.co.jp までご連絡下さい。
個人情報保護管理者 野村 大（TEL：03-6434-1315）
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参加申込みから実習開始まで

海外ホテルインターンシッププログラム参加申込書

本

適性チェック
英語力やバックグランド、将来のビジョンや性格などをチェックし、

SKYPE ID
本

6コース

86,400円のご入金

と提出
添削

インターンシップのみの場合

実習先

語学研修付きの場合

語学学校の選定と手配
※インターンシップを行うホテルはプログラム開始後に、
手配・決定します。

実習先

電話 / スカイプ面接

プログラム費のお振込み

※決定した際には、
「決定通知書」をお渡しします。

学費・プログラム費等のお振込み
※語学学校の学費・各コースのプログラム費を一括でお支払いいただきます。

□ アジア高級ホテルトレーニングコース
□ カナダ小中規模ホテルトレーニングコース
□ オーストラリア小中規模ホテルトレーニングコース
□ アメリカ高級ホスピタリティートレーニングコース
□ イギリス小中規模ホテルトレーニングコース
□ スイス高級ホテル＆レストラン学位取得コース
（http://www.swisshotel.ac/）
よりダウンロード
してご覧頂けます。

希望実習期間

□ オプション 現地語学研修
●海外語学研修（オプション希望者のみ記入）
希望語学学校名：

コース：

希望開始日：

期間：

実習開始

「海外ホテルインターンシッププログラム契約書」
、
「重要事項ガイダンス」及び「個人情報の取り扱いについて」を読み、内容を理解した上で
参加申込を行います。また、この申し込み内容に相違がないことを確認します。

（詳細は第11条を参照）
（以下「乙」
とします）
はICC
（以下「甲」
とします）
に対し、次の区分に従ってキャンセル料を支払います。
本契約成立後、
乙が乙の都合で本契約を解除した場合、乙は甲に対し、
次の区分に従って解約料を支払います。
（1）
契約日から起算して 8 日目までにまでになされた解約 …… 解約料は発生しません
（2）
契約日から起算して 9 日目以降より甲が乙に実習先決定通知を通知するまでになされた解約
…………………………………………………………………… 登録料全額とプログラム参加費の 30％
［東京オフィスの場合］
（3）
甲が乙に実習先決定を通知した後の解約
ア 出発予定日の 90 日前までの解約 ……………………… 登録料全額とプログラム参加費の 50％
イ 出発予定日の 89 日前から 60 日前までの解約 ……… 登録料全額とプログラム参加費の 70％
ウ 出発予定日の 59 日前から 30 日前までの解約 ……… 登録料全額とプログラム参加費の 90％
エ 出発予定日の 29 日前以降の解約 ……………………… 登録料全額とプログラム参加費相当額
（返金はありません）
［その他オフィスの場合］
（4）
渡航後になされた解約 ………………………………………… 登録料全額とプログラム参加費相当額
（返金はありません）
各オフィスにご相談下さい。
※ 乙が別途申し込んだ航空券等運輸機関、海外旅行（出張）保険等の解約は当該機関の定めによります。
※ いずれの実習国であっても、
査証取得に必要な乙が支払う査証申請料及び DS-2019
（アメリカコース参加者のみ）
申請料は査証取得の有無にかかわらず返金されません。
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20歳未満の方は、
保護者の署名・捺印が必要です。
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