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※ 海外への送金には、日本の銀行の海外送金手数料と現地の銀行受取手数料の実費が別途必要です。  
海外送金手数料（三菱ＵＦＪ銀行） ： 5,000 円 

現地銀行受取手数料： AUS／NZ／CAN／ＵＳＡ $25、 英：￡9 

 手続き費用一覧 

お申し込みの際の注意事項 

お申込の前に必ず別紙「申込書」の規定をお読みください。お申込み頂いた時点で OKC の手続き条件をご理解頂いたものとさせて頂きます。 

申込書と申込金が当方にて確認された日を正式な申込日とし、換算レートは申込日の社内レート（MUFG の TTS レート＋為替変動補償分 5 円）

を適用させて頂きます。入学・渡航手続き受付に際して、現地学校生活及びホームステイ生活において心身ともに順応出来ないと当センターが判

断した場合には、医師の診断書をご提出頂く場合や、入学・渡航申し込み手続きをお断りするケースもあります。また、申し込み内容の虚偽申告、

入学後、心身ともに学校生活及びホームステイ生活が継続できないと現地学校、ホームステイ先、または弊社が判断した場合、また不法と認めら

れる行為があった場合、受入れ拒否や退学勧告を受けることもあります。その場合アドバイザー契約は即解約となり、帰国の際にかかる旅費など

の全ての費用はご本人負担になります。 

対象： 大学 ・ 大学院 ・ 専門学校 ・ 通信教育留学 ・ スタディアブロード 

 

学部リサーチ（入学条件・必要書類のリサーチ）→入学審査（希望大学へ必要書類を提出し入学の可否を審査） 

→入学手続き（入学審査で入学許可後、正式に入学手続き） 

※ 入学審査だけの申込みは出来ません。 

※ 入学審査で入学不可となった場合、33,000 円(税込)が入学手続費用として返金されます。 

※ 入学許可が出た後キャンセルをされた場合、返金はされません。 

 

費用に含まれるもの 

入学条件等のリサーチ・出願の際に必要となる書類のご案内、願書作成サポート、エッセイ添削、学校へ出願書類の提出と 

審査結果の取り寄せ・審査結果ご案内、学校及び関係機関への入学申し込み代行、請求書・入学手続き確認書の取り寄せ、 

滞在先の希望連絡、それらの日本語での案内作成、学生ビザ申請のための必要書類の取寄せ、 

出迎え手配、保険手配、航空券案内、学校初日のご案内 
 

※ 学部リサーチは 3 校まで、入学審査・手続きは 1 校までが含まれます。 

入学審査追加 1 校につき別途 33,000 円（税込）が必要です。 

※ OKC 提携外の学校は別途 55,000 円（税込）が必要ですのでご確認ください。 

学部リサーチ・入学審査・手続き費用 

エッセイ添削も 

含まれます！ 

対象： 語学留学 ・ ワーキングホリデー ・ インターンシップ ・ ホームステイ 

現地サポート ・ 親子留学 

 

費用に含まれるもの 

学校及び関係機関への入学申し込み代行、請求書・入学手続き確認書の取り寄せ、出迎え手配、保険手配、 

航空券案内 

 
※大学付属語学学校で事前に審査が必要な語学コースの場合別途 5,500 円(税込)が必要です。 

（一般の語学学校や多くの大学付属語学学校では入学審査はありません） 

※親子留学は人数分の手続き費用が必要です。 

 

手続き費用 

￥33,000(税込) 

￥88,000(税込) 



 

 

  

オプション費用 

●現地サポート費用●  

期間 1～4 週間 2～3 ヶ月 4～6 ヶ月 7 ヶ月～1 年間 

費用 
オーストラリア A$270 A$460 A$820 A$1,280 

ニュージーランド N$320 N$460 N$570 N$680 

 

 

●OKC ホームステイ費用● 月～金 朝・夕食、土・日 3 食付 

 シドニー ブリスベン オークランド クライストチャーチ ウエリントン 

ホームステイ手配料 A$280 A$280 N$300 N$300 N$300 

18 歳以上 

 1 週間(1 泊) 
A$315(A$45) A$295(A$42) N$310(N$44) N$290 N$310(N$44) 

18 歳未満 

 1 週間(1 泊) 
A$335(A$48) A$315(A$45) N$320(N$46) N$315  

18 歳未満 
 1 週間(1 泊) 

※(３食付)要問合せ 

  N$340(N$49)  N$310(N$44) 

 
 
 

●空港出迎え● 

     
シドニー 

(市内 80km 内) 

ブリスベン 
(BNE 空港から) 

ブリスベン 
(GC 空港から) 

オークランド ｸﾗｲｽﾄﾁｬｰﾁ ウエリントン 

往路 A＄190 A＄150 A$200 N＄100 N＄100 N＄100 

ﾁｪｯｸｲﾝｱｼｽﾄ付復路 A＄230 A＄190 A$240 N＄150 N＄150 N＄150 

●インターンシップ・ボランティア費用● 
 2 週間 3 週間 4 週間 6 週間 8 週間 12 週間 

オーストラリア 

ドル 
A＄1,100 A＄1,200 A＄1,300 A＄1,450 A＄1,650 A＄2,050 

ニュージーランド

ドル 
N＄950 N＄1,050 N＄1,150 N＄1,400 N＄1,600 N＄2,000 

 

 

●ビザ手続き代行（税込）● 

学生ビザ オーストラリア 33,000 円 ニュージーランド 27,500 円 

※上の対象国のみ承っております。 
※ビザ代理申請のみ弊社へお申し込みの場合は上記とは別に 5,500 円（税込）で承ります。 
※日本国籍以外の方は別途 5,500 円（税込）～が必要です。詳しくは国籍により異なりますので弊社にお問い合わせください。 
 

●各国大使館ビザ費用（参考情報）● ※ビザ費用は予告なしで変更します。各大使館 WEB などで申請時にご確認ください。 

2019 年 7 月 現在 オーストラリア ニュージーランド 

学生ビザ A$620+手数料 ※1  国際観光税（IVL）Ｎ$35（申請料無料）  ※２ 

※１ クレジットカード会社によって手数料が異なります（約 A$8）。  ※２ 日本国籍の場合です。 

●Overseas Student Health Cover(海外留学生保険)● 

オーストラリアへ学生ビザで留学される方は入学に際して海外留学生保険（OSHC）の加入が義務付けられています。 

 
※サポートに関する詳細は海外で困った時の日本人サポートパンフレット及びサポート条件をご参照ください。 
※18 歳未満の方は上記費用に別途＄50 が追加となります。 
※50 歳以上の方はサポート内容、費用が異なりますので別途お問い合わせください。その他の地域をご希望の方は別途お問合せください。 
※2 都市目以降の現地サポートの登録は別途費用が発生致しますので、ご希望の方はお問い合わせください。 
 
 
 
 

※ 上記都市（クライストチャーチを除く）では、OKC 現地オフィスのホストファミリーをご紹介しております。  
 クライストチャーチ及び上記以外の都市では学校手配となり、各学校の費用をご案内いたします。1 週間は 7 泊 8 日です。                                    

※ ホームステイの変更には手配料が再度必要です。 
※ 50 歳以上の方は、費用が異なりますので別途お問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

費用に含まれるもの：インターンシップ費用、出発前・到着後オリエンテーション料、受入れ団体への寄付金  
費用に含まれないもの：航空運賃、ホームステイ代、空港送迎代、学校通学の場合は授業料、海外傷害保険料、現地サポート費用など 
※ プログラムによって、一定以上の英語力が必要な場合があります。                                    
※ 左記「手続き費用」が別途必要です。  

 オプション一覧 



お申し込み内容の変更及びキャンセル規定 

プログラム及びサービスにおける申込規約 

 

 

キャンセル規定 

1. 申込金・入学手続き費用は受領後いかなる理由においても払い戻しされません。 

2. プログラム開始日以降の授業料の払戻しは各学校や現地機関共一切致しませんのでご了承ください。 

3. ビザが取得できなかった場合によるキャンセルも上記の規定が適用されます。 

4. その他各学校が定めたキャンセル規定が適用されます。お申込み前に必ずご確認ください。 

5. 出発前にプログラムやコース変更及びコース期間の短縮をした場合も上記の規程が適用されます。 

（但しお申込みから 61 日前までの変更及び短縮に関しては一律 5,500 円(税込)の変更手続き費用を申し受けます） 

6. 現地にて学校やコース、プログラムの変更及びコース期間の短縮をした場合も、上記規定が適用されます。 

7. キャンセルにより返金がされる場合､換算レートはお申込みの際のレートとは異なる場合があります。 

8. ホームステイは原則として現地での解約はできません。ホームステイの解約・変更については、 

各学校または OKC 現地事務所の規定により異なります。通常お申し出日翌週より 2 週間分のホーム 

ステイ代金の支払いが生じます。 

取消し日 (入学日・ﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑ開始日前日より起算) 

取り消し手続き料 

（税込） 

お申込～61 日前 申込金のみ 

60 日前～31 日前 申込金＋￥11,000 

30 日前～15 日前 申込金＋￥33,000 

14 日前以降  

(渡航後含む) 

申込金＋￥55,000 

＋ﾎｰﾑｽﾃｲ手配料 

 

手続き申込後にキャンセルとなった場合、上記の

規定が適用されます。お申し込み前に、上記の 

規定を必ずご確認ください。 

渡航前にお申し込み内容に変更があった場合、次のように変更料を申し受けます。 

① 日程・内容の変更 学校やプログラムは変更せず、コースの種類、滞在条件などのお申込み内容を個人の都合により変更する場合は１回につき 5,500 円 

（税込）の変更手数料を申し受けます。日程短縮はキャンセル規定に該当します。また変更にともない返金が生じる場合、銀行手数料はお客様のご負担となり

ます。 

② 学校やプログラムの変更 お申込み後ただちに手続きが学校や現地機関と開始されますので、個人のご都合で内容を変更する場合はキャンセル料が適用され、 

学校への再入学手続には別途 17,600 円（税込）を申し受けます。但し、お申込み校が定員に達した場合に、入学不可となった場合はこの限りではありませ

ん。 

③ 渡航日の延期 お申込み頂いたコースまたはプログラム開始日を変更する場合は、諸費用の料金や換算レートが変更する場合があります。ご本人の個人的理由

で渡航の為のビザが取得できなかった場合によるキャンセルも下記の規定が適用されます。 

④ お申込み内容変更後キャンセルとなった場合 変更前にさかのぼりキャンセル料をお支払い頂きます。各学校や現地機関それぞれに、皆さまの諸費用を受取る

際に必要な送金受取手数料が別途かかります。 

 

 必ずお読みください 

① 当方の取扱い業務は国内及び現地においての相談業務と手配業務であり、現地滞在中の包括的なサービスを行うものではありません。 

現地滞在中の行動は全て自己責任で行動してください。 

② 滞在中の不測の事故、事件、トラブルが生じた時は、自己責任でその事態に対して解決に向かって取り組むことが原則となります。 

③ 滞在中の不測の事故、事件、トラブルの解決に対して、当方は一切の責任を負うことは出来ません。 

④ 当方がご紹介、入学手続する学校は、全て渡航国の政府が認定した大学・高校・専門学校・語学学校となります。当方の業務は入学の為の手続代行となります

ので、在学中の事故、トラブルに対して当方は一切の責任を負うことは出来ません。補償する場合は滞在国の慣習や法律の範囲内となります。 

⑤ 当方はホームステイを手配するにあたり、渡航先の国や州政府が定めた規定を遵守し、加えて当方でもホストファミリーに対して、受入れ条件だけでなく文書

と口頭でセクハラ行為や犯罪行為の禁止事項を説明し、同意の署名を受領しています。免責事項として滞在中の当方が手配したホームステイにおいて、発生し

た、事故、トラブルに対して、道義的責任を含めて一切の責任を負うことは出来ません。 

⑥ 当方は実習体験であるインターンシップやボランティアの受入れ先を手配するに際し、実習体験中に不測の事故が発生した場合、参加者は受入れ先及び当方の

責任を追及しない旨の誓約書及び保護者の同意書を受領しており、受入れ先及び当方は道義的責任を含めて一切の責任を負うことは出来ません。また、受入れ

先が補償する場合は、現地の慣習や法律の範囲内となります。 

⑦ 滞在中、通院または入院の必要が生じた場合、及び肉体的、精神的な理由により滞在が続けられなくなったときは、当方と相談の上、 

ご本人及び保護者様の責任で継続の有無を判断していただきます。しかし現地学校、病院、または政府機関が継続が困難と判断した場合、強制帰国となる場合

があります。 

⑧ 保護者様または代理人が現地に渡航する場合は保護者様の責任でご対応頂きます。 

⑨ 不測の事態が発生した場合、当方は国内、現地におけるサポートが主な業務内容となります。サポートの際の実費はご負担頂きます。 

⑩ 不法行為や学校の規則、ホームステイ規定、当方が定めるアドバイザー現地登録規定や公序良俗に違反することが発生した場合、現地登録サポートを解約 

させていただく場合があります。その場合、期間にかかわらずサポート費用の返金はありません。 

⑪ 申込者の心身が健康でない、もしくは著しい学習障害があると客観的に判断される場合、お申込みを取り消させて頂く場合があります。 

OKC 株式会社 

●東京オフィス● 
〒163-0639  
東京都新宿区西新宿１-２５-１ 新宿センタービル３９階 
Tel: 03-3340-5300  Fax: 03-3340-5327 

●大阪オフィス● 
〒530-0001 
大阪市北区梅田１－１ 大阪駅前第３ビル３０階 
Tel: 06-6341-8248  Fax: 06-6341-8143   

三菱 UFJ 銀行 赤坂見附支店 
口座番号 ： 普通預金 0001745 
口座名義 ： OKC 株式会社 

 

三井住友銀行 新宿西口支店 
口座番号 ： 普通預金 8920550 
口座名義 ： OKC 株式会社 

 

銀行振込先 


