
POLICIES

⼀般返⾦規定

10.a�グローバルビレッジハワイは、以下の払戻し不可能な料⾦を差
し引いて、⽀払われた全ての⾦銭を払い戻します。登録料⾦、宿泊斡
旋料⾦、グローバルビレッジハワイが負担した（保証⾦を含む）実際
の住宅費⽤、速達郵便料⾦、およびSEVIS関連料⾦。しかしなが
ら、学⽣が登録を提出してから72時間以内に解約した場合、グロー
バルビレッジハワイは、該当する場合、払戻し不可能な宿泊の保証
⾦、速達郵便料⾦、およびSEVIS関連料⾦を差し引いて、⽀払われ
た全ての⾦銭を払い戻します。学⽣都合による解約の場合、500ド
ルを限度として、特定された払戻し不可能な料⾦における⾦額が請求
されることがあります。すべての払い戻し⼿続きは、レッスンの初
⽇、または解約をされた⽇のどちらか早い⽇付から４５⽇以内で⾏わ
れます。

10.b�学⽣のビザ／⼊国の拒否︓学⽣ビザまたは⽶国への⼊国を拒否
された学⽣には、該当する場合、払戻し不可能な宿泊保証⾦、グロー
バルビレッジハワイが負担した実際の住宅費⽤、�速達郵便料⾦、お
よびSEVIS関連料⾦を差し引いて、⽀払わ�れた全ての⾦銭の全額の
払戻しが⾏われます。500ドルを限�度として特定された払戻し不可
能な⾦額が請求されることがあります。

1.�この⽅針において、「プログラム」の⽤語は、学⽣が登録した学習の
全サイクルを指します。学習の延⻑については、別途取り扱います。

2.�払戻しが検討されるためには、学⽣または代理⼈は、記⼊済みの解約
書式の提出、もしくは他の何らかの⼿段によって書⾯により学校に解約
を通知します。

3.�登録が開始した後の学習プログラム変更による週あたりの英語レッス
ン数の減少（例えば、20レッスン／週から16レッスン／週への変更に
ついては、110ドルの1回限りの学習プログラム変更料⾦が発⽣しま
す。

4.�特別活動プログラム［例えば学習旅⾏、イングリッシュ・プラスな
ど］については、ホームステイ、アクティビティ、空港送迎または旅⾏
の払戻しはなく、通常の解約／退学⽅針に従って提供された授業料のみ
払い戻されます［以下を参照してください］。

5.�休⽇、卒業、オリエンテーション、天災、学校の制御範囲を超える
その他の事態のうちのいずれかまたはすべてにより休校となったクラス
の払戻しまたは補習はありません。

6.�学⽣が登録し、有効に発注したプログラムをグローバルビレッジハ
ワイが中⽌した場合、グローバルビレッジハワイは、学⽣が⽀払った全
ての⾦銭を払い戻します。学⽣が代理店を通じて申し込みをした場合、
グローバルビレッジハワイは、学⽣の代理店に確認し、適⽤する払い戻
し⾦額をお知らせします。

7.�学⽣が学校の⽅針に違反したために学校から退学させられた場合、グ
ローバルビレッジハワイは、通常の返⾦規定に基づき、返⾦処理を⾏う
［以下を参照してください］。

8.�旅⾏代理店を通じて登録した学⽣は、これらの代理店との契約に署
名したものと了解され、当該契約には、解約違約⾦、払戻し拒否⽅針、
または本国のみで適⽤する払い戻し条件を含む可能性があります。代理
⼈が送り出した学⽣に関する全ての場合において、グローバルビレッジ
ハワイは、払戻しを⾏う前に、旅⾏代理店との間の代理店学⽣間契約の
条件を確認します。

9.�⼀旦書籍が学⽣に⽀給された場合、教科書料⾦は払い戻されません。
学⽣が前の学習から同じ版の教科書を有する場合、学⽣は、新しい教科
書について払戻しを要請することができます。要請は、学習の最初の週
に⾏わなければなりません。払戻しは、この期間の後は⾏われません。

10.�学⽣のプログラム開始⽇前の登録の解約／取消し、または未出席
（無断⽋席）のクラスに関する払い戻し⽅針︓

�

グローバルビレッジハワイの学⽣は、対⾯クラスまたはGV�LIVE�(IDL:インタラクティブ遠隔教育)�クラスのいずれかに登録できます。�キャンセ
ルと返⾦のポリシーは、学⽣が対⾯またはIDLクラスに登録されているかどうかに関係なく、すべての登録において同じです。�ポリシーの詳細は
以下のとおりです。

11.a�いかなる払戻しも、学⽣の学習プログラムの最初の4週間につ
いては⾏われません。

11.b�学⽣の学習プログラムの最初の4週間の後、但し中間時以前に
解約／退学を⾏う学⽣について、グローバルビレッジハワイは、授
業料とその他の費⽤の⽐例配分された⾦額を留保することができま
す。中間時の後に退学する学⽣について、グローバルビレッジハワ
イは、学⽣の学習プログラムの料⾦の全てを留保することができま
す。

11.c�⽐例配分される払戻⾦は、週単位で計算されます。週の数を決
定する場合、グローバルビレッジハワイは、学⽣が受講を予定して
いた週の間少なくとも1⽇対⾯授業またはGVLIVEクラス（IDL）に
出席していた場合、週全体の受講を消化したものとみなします。

11.d�最初の学習プログラムを完了した後、但し以降の学習プログ
ラムの中間時以前に解約／退学を⾏う学⽣について、グローバルビ
レッジハワイは、中間時までの授業料とその他の費⽤の⽐例配分さ
れた⾦額を留保することができます。以降の学習プログラムの中間
時の後に解約／退学を⾏う学⽣について、グローバルビレッジハワ
イは、当該学習プログラムの授業料の全てを留保することができま
す。

11.e�学⽣に⽀払うべき払戻⾦は、将来の授業料に充当することが
できません。

11.f�親族（配偶者、親、祖⽗、⼦供、兄弟、姉妹、義⺟、義⽗また
は法律上の保護者）の死亡により学⽣の学習プログラムの最初の4週
間の前または中間時の後に解約／退学を⾏う学⽣について、グロー
バルビレッジハワイは、親族の死亡の公式⽂書の受領と同時に、学
⽣の未利⽤の授業料の50%とその他の返⾦可能な費⽤を払い戻しま
す。

11.�学⽣のプログラム開始⽇後の登録の解約／取消し︓全ての解約につ
いて、学⽣は、解約書式に記⼊もしくは何らかの他の⼿段によって書⾯
によりグローバルビレッジハワイに通知しなければなりません。学⽣が
退学の意思を学校に通知しない場合、グローバルビレッジハワイは、出
席記録を確認し、学⽣が連続して10⽇間授業に⽋席している場合、学⽣
は、学校から退学させられ、学⽣のI-20は終了します。グローバルビレ
ッジハワイは、対⾯授業またはGV�LIVEクラス（IDL）の最終出席⽇に
基づき、学⽣の払戻⾦（該当する場合）を計算します。払い戻される⾦
銭は、学⽣の⾃宅住所またはその旅⾏代理店に郵送されます。
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12.a�宿泊施設⼿配料と追加宿泊施設⼿配料を除くすべての費⽤が
払い戻しされます。

12.b�ホームステイ期間の解約をする場合、学⽣はホームステイ期
間終了の３週間前にはグローバルビレッジハワイの宿泊担当オフィ
スへ書⾯にて通知しなければなりません。3週間未満前の解約につ
いては、グローバルビレッジハワイは、払戻し不可能な料⾦として
最⼤３週間分のホームステイ費⽤を留保します。

12.cホストファミリーがホームステイ条件を満たさなかった場
合、宿泊担当オフィスは、通知を受け、問題を調停および／または
是正する機会を与えられなければなりません。宿泊担当オフィスの
調停の後、かつ問題が継続する場合のみ、学⽣は他のホームステイ
へ移動し、既に利⽤されたホームステイの期間については、いかな
る払い戻しも⾏われません。代替のホームステイが⾒つからない場
合のみ、宿泊費の払戻しが⾏われます。

13.a�ワイキキビスタの申込確認後のキャンセルについては、別の
学⽣による申込みにより、該当する部屋が埋まらない限り、⼀切の
費⽤の返⾦がされません。

13.b�アパート、もしくはライム・ドミトリーのチェックイン⽇か
ら31⽇以上前に書⾯での解約／変更通知が提出された場合、宿泊
施設⼿配料、キャンセル料（施設により異なる）を除く全ての費⽤
が返⾦されます。

13.c�アパート、もしくはライム・ドミトリーのチェックイン⽇か
ら31⽇未満前に書⾯での解約／変更通知が提出される場合、グロ
ーバルビレッジハワイは家賃・セキュリティデポジット・宿泊施設
⼿配料⾦の全てを留保します。

14.a�書⾯の解約／変更通知が到着または出発送迎の⽇の2週間以
上前に⾏われた場合、送迎料⾦は払い戻されます。

14.b�書⾯の解約／変更通知が到着または出発送迎の⽇の2週間未
満前に⾏われた場合、送迎料⾦のいかなる払戻しも⾏われません。

12.ホームステイ:
ホームステイの開始前の解約／退学:

13.�アパート／学⽣寮:
学⽣が到着前にその宿泊予約を解約した場合、アパートおよび学⽣寮
の保証⾦のいかなる払い戻しも⾏われません。

14.�空港送迎:
送迎⽇前の解約／変更︓

⼀般英語（GEP）はクラス分けテストと/や、アカデミックカウン
セリングに基づき、初級から上級まで８レベル提供します。

ケンブリッジプログラムは⼊学テストで最低４５％の得点、または
過去２年以内に⼀つ下のケンブリッジ検定のレベルの合格が必要と
なります。

ケンブリッジヤングラーナーズオブイングリッシュプログラム、ケ
ンブリッジティーンラーナーズオブイングリッシュプログラムは最
低レベルの英語⼒は必要としません。

グローバルビレッジハワイは、⽶国⼤学進学準備、個⼈的及び、専⾨
的語学習得を⽬的とする受講者の為に最上の英語講座を提供します。
我々の使命はアカデミック、課外アクティビティ、宿泊施設、学⽣サー
ビスの分野における最⾼⽔準の質の⾼い基準を徹底的に遂⾏することに
より、積極的、協⼒的、活気を与える英語学習の環境を提供することで
す。

グローバルビレッジハワイでは、16歳以上⼤⼈対象の⼀般英語（８レ
ベル）、イングリッシュ・プロ、ケンブリッジFCE&CAEプログラ
ム、その他、イングリッシュ＋プログラム「例︓英語＋サーフィン、英
語＋フラ」、オプションプログラム「週５レッスン、例︓⽂法、発⾳、
会話、ケンブリッジブースターなど」、プライベートやセミプライベー
トなどの様々な英語学習コースを提供しています。

グローバルビレッジは更に、ユース、ジュニア向けにケンブリッジヤン
グラーナーズオブイングリッシュプログラム（YLE）やケンブリッジテ
ィーンラーナーズオブイングリッシュ（TLE）を提供しています。
YLEは７歳から１２歳に推奨され、TLEは１２歳から１７歳へ推奨さ
れます。プライベート、セミプライベートレッスンも、ユース、ジュニ
ア⽣徒に提供しています。

学⽣は⽶国国⼟安全保障省、⽶国国⼟省の規制に従い、受講者は⼊学時
に、レベルチェックテスト、及び、カウンセリング（特別な援助を必要
とする場合）の⼀⽅かもしくは両⽅によって英語⼒が査定され、適切な
コースやレベルが決定されます。

コース⼊学要件:

グローバルビレッジハワイは、ケンブリッジFCE＆CAE、ケンブリッ
ジヤングラーナーズオブイングリッシュプログラム、ケンブリッジティ
ーンラーナーズオブイングリッシュプログラムを除くすべてのコース⼊
学は、⼀年を通していつでも可能です。グローバルビレッジハワイでの
最⻑受講可能期間は３６か⽉です。

週１８時間以上受講の留学⽣（例︓週２５レッスンコース）は学⽣�ビ
ザ（F-1）を取得する必要があります。１８時間以下の受講の場合
（例︓週１６または２０レッスンコース）は、学⽣ビザの取得は必要あ
りません。�ビザ規制に関する情報は以下のウェブサイトから⼊⼿でき
ます。

•U.S.DepartmentofState: 
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html

 •U.S.DepartmentofHomelandandSecurity: 
https://studyinthestates.dhs.gov/

• U.S.Embassy: 
https://www.usembassy.gov/

グローバルビレッジハワイは⼈種、⾊、国籍、⺠族性、性別、宗教、性
的指向、婚姻ステータス、年齢、政治的意⾒、移⺠ステータス、または
障害による差別を⾏いません。

GVハワイ規定（続き）

宿泊施設

転校

15.a�現在の学校に転校の意図を通知すること。

15.b�グローバルビレッジハワイのInternationalStudent
Transfer�Formを現在の学校に記⼊してもらうこと。

15.c�現在のI-20（全⽇制の学⽣）、パスポート、および全て
の該当するグローバルビレッジハワイの⼊学⽂書の写しを提出
すること。

15.�グローバルビレッジハワイへの転校︓全⽇制のF-1ビザ学⽣とし
て他校に登録している善良な⾮移⺠学⽣は、グローバルビレッジ
ハワイに転校することができ、そのためにはグローバルビレッジ
ハワイへの全ての⼊学⼿続きを完了しなければなりません。�さ
らに転校申請者は、以下を⾏わなければなりません:

16.�他の学校への転校︓
適切な書式に記⼊するために、指定スクールオフィサーに相談して
ください。学⽣は、新しい学校の書式をグローバルビレッジハワイ
に記⼊してもらう必要がある場合もあります（該当する書式が必要
かどうか確認するため、新しい学校に相談してください）。

アドミッション/⼊学

(次ページに続く)
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休学を希望するグローバルビレッジハワイの受講者は、突然の事由よ
りやむを得ない場合を除き、休学をしようとする５営業⽇前までに休
学届（Leave�of�Absence�Request�Form）に記⼊するなど、書
⾯にて休学の届け出をすることが出来ます。受講者は、休学の理由と
⽇付を休学届に明記する必要があります。休学の承認は、スチューデ
ントサービスマネジャーの署名を以て、休学届に記録され、その写し
を受講者が受け取ります。休学期間が終了した後に出席がない場合、
グローバルビレッジハワイは受講者を退学とし、学⽣ビザ保有者へは
そのSEVIS記録を最終登校⽇の⽇付で取り消します。また、最終登校
⽇を基準として、グローバルビレッジハワイのキャンセルポリシーが
適⽤されます。休学中の授業料の返⾦は、通常、発⽣しません。ま
た、休学による追加の費⽤も発⽣しません。

グローバルビレッジハワイは、出席率がよく、２６週間続けて受講し
た受講者が書⾯での休学届を提出した場合、最⻑で4週間までの休学を
許可します。休学は、⽉曜⽇から⾦曜⽇までの1週単位で許可されま
す。出席率がよい受講者の定義は、謹慎期間でない受講者または
StudentLearning�Plan�(SLP)の受講者でないことを指します。ア
カデミックイヤーやセメスターギャッププログラムの受講者は、すで
にプログラム内に規定の休暇が設けられているため、緊急時の休学以
外の追加の休学を取得する資格はありません。また、休学期間は⼀年
以内に使われなければなりません。

以下の緊急時においては、休学が許可されます。�

1.�傷病による休学︓ 疾病や健康状態により治療を必要とする受講者
は、2週間またはそれ以上の休学を許可されます。復学時に医師の
診断書を提出してください。提出がない場合、その期間は⽋席とみ
なします。

2.�家族の緊急時︓ 受講者の家族が死亡、重症の病気、⼊院時、また
は、結婚式などのその他の家庭⾏事が該当します。受講者との関係
により、家族以外も特別に考慮される場合があります。

�
休学が承認されるには、受講者は副校⻑と⾯談する必要があります。
休学は複数回可能ですが、合計の休学期間は、最⼤で1年のうち90
⽇、もしくは、プログラム受講期間の50％の期間のどちらか短い⽅に
なります。また、4週以上の休暇延⻑を申請する受講者は、復学の際、
新たにテストを受ける必要があります。休学期間は上記記載の条件に
該当する場合、延⻑が考慮されます。休学の延⻑には、現在の休学期
間が終了する前に、書⾯にて副校⻑に届け出、サインと承認を得る必
要があります。休学届の写しは、復学の際、またはEmailやFaxにて
受講者が受け取ります。

1.a�申込者の有効なパスポートのコピー�

1.b�本⼈またはスポンサーの銀⾏残⾼証明�（1ヶ⽉につき、US2,
８00ドル以上を保証する残⾼）�滞在が6ヶ⽉の場合、残⾼は
US16,８00ドル以上の⾦額を保�証するものをご提出ください。�

F-1ビザ以外の⼊学⼿続き⽅法︓�
（週21またはそれ以下のレッスン数/週18時間以下の授業時間）

1.�ビレッジハワイプログラム申込書をオンライン、Email、Fax、郵
送またはグローバルビレッジハワイ窓⼝にて直接提出してください。�

2.�⼊学⼿続きの条件として、デポジットUS$500の⽀払いが必要で
す。また、同時に滞在先の⼿配の為グローバルビレッジハワイの�要求
する⾦額をデポジットとしてお⽀払いいただきます。空き情�報の確認
はグローバルビレッジハワイにお問い合わせ下さい。�

3.�上記の⼿続きが終了後、⼊学許可書ならびに残りの請求額のインボ
イス（請求書）を発⾏いたします。�

4.�受講費、宿泊費、その他費⽤の残⾦は、受講開始前までに、お⽀払
いただきます。お⽀払い⽅法は、海外送⾦、クレジットカード、マネ
ーオーダーです。また銀⾏送⾦諸費⽤は受講者ご⾃⾝にてご負担くだ
さい。分割払いについては学校にお問合せ下さい。

F-1ビザ希望者の⼊学⼿続⽅法:
（週22またはそれ以上のレッスン数/週18時間以上の授業時間）

1.�ビレッジハワイプログラム申込書をオンライン、Email、郵送、
FAXまたはグローバルビレッジハワイ窓⼝にて直接提出してくださ
い。また、I-20発⾏の為、下記の書類も申込書に同封または添付して
ください。�

2.�⼊学⼿続きの条件として、デポジットUS$500の⽀払いが必要で
す。また、同時に滞在先の⼿配も必要であれば、グローバルビレッジ
ハワイの要求する⾦額をデポジットとしてお⽀払いいただきます。空
き情報の確認はグローバルビレッジハワイに問い合わせて下さい。�

3.�上記の⼿続きが終了いたしますと、I-20を５営業⽇以内に郵送しま
す。郵便の速達費⽤は、グローバルビレッジハワイでは負担しませ
ん。

4.�I-20を受領後、申込者はご⾃⾝にて、SEVIS�(I-901)�料⾦の⽀払
いをwww.fmjfee.comより完了します。⽀払いが完了したら、レシ
ート（⽀払いの証明）を学⽣ビザ取得の⾯接の為に印刷します。

SEVIS料⾦に関しての詳しい情報は、下記のリンクよりご覧いただけ
ます。
http://www.ice.gov/sevis/i901/index.htm�

5.�その後、⾃国の⽶国⼤使館へ学⽣ビザ取得の為の⾯接予約を取りま
す。申請には、I-20、SEVIS料⾦⽀払い証明（レシート）、その他ア
メリカ⼤使館に必要とされる書類を持ち、指定された⽇時にアメリカ
⼤使館に⾏きます。グローバルビレッジハワイは⼊学許可書ならびに
残りの請求額のインボイス（請求書）をEmailまたはFaxにて送りま
す。原本は希望に応じて郵送可能です。

6.�受講費、宿泊費、その他費⽤の残⾦は、受講開始初⽇前までに、お
⽀払いいただきます。お⽀払い⽅法は、海外送⾦、マネーオーダー、
クレジットカードが可能です。また、別途銀⾏⼿続き費⽤がかかるこ
とがございます。�学⽣ビザの取得には2ヶ⽉以上かかる場合がありま
す。

POLICIES
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POLICIES
GV申請プロセス︓⼊学許可書は申請⼿続き完了ならびに⼊⾦が確認された後に発⾏されます。⽀払規定についてはGVハワイにお問
い合わせ下さい。原本は、ご希望により郵送、Ｅメール、ファックス等でご案内をいたしますが、国際郵便費⽤に関しては、GVは負
担いたしません。�

未成年者︓１８歳未満の申し込み者の署名には保護者（法定代理⼈）の署名が必要になります。プログラム参加条件としてGV未成年
者同意書（Underage�agreement）に同意ならびに署名が義務付けられます。また、スチューデントコントラクトにも保護者（法
定代理⼈）の署名が必要です。場合によっては未成年後⾒⼈（Custodianship）が必要になる場合もあります.

お⽀払い︓学⽣ビザを申請する場合は、先にGVハワイに⽀払いを⾏う必要があります。⽀払⽅法ならびにその他の必要事項について
は、GVハワイ、領事館または⼤使館等へお問い合わせ下さい。⽀払い⽅法はクレジットカード、銀⾏送⾦、マネーオーダーが可能で
す。銀⾏送⾦に関わる⼿続費⽤は送⾦⼈負担とさせていただきます。

返⾦請求︓料⾦表及び、GVハワイのウェブサイトをご参照ください。返⾦請求は全て書⾯にてGVハワイへお知らせ願います。書⾯
にて返⾦請求を受領した⽇を「返⾦請求が出された⽇」とさせていただきます。よって、返⾦の対象になる⽇数ならびに⾦額は、申請
が受領された⽇に基づき計算されます。

受講プログラムの変更と受講可能プログラムについて︓�開始⽇、プログラム、コースの内容は、事前の通知なしにいつでも変更され
る場合があります。�また、料⾦表に記載されている料⾦、⽇付、条件は、事前の通知なしにいつでも変更される場合があります。�最
新情報についてはウェブサイトを確認してください。�すべてのコースは登録をもって受講頂くことができます。

免責事項︓グローバルビレッジとその役員、取締役、株主、従業員、利害関係者は、学⽣とプログラム参加者の私物や財産の損失⼜は
損害、及び学⽣とプログラム参加者の負傷や死亡について⼀切の責任を負いません。�受講者は学校の規則に従わなければなりませ
ん。�これに反した場合には申込者本⼈の責となり、退学を要求される場合があります。ディレクターは、すべての苦情の書⾯による
説明を受け取る必要があります。�苦情の解決⼿順については、学校に確認してください。

海外旅⾏傷害保険︓�GVハワイは、すべての18歳以上のプログラム申込者に海外旅⾏傷害保険の加⼊を強くお勧めします。�18歳未満
の申込者は、�プログラム開始前に保険証書のコピーの提出することが義務付けられています。�申込者はまた⽶国にいる家族（夫、
妻、または⼦供）のために保険を購⼊することができます。GVハワイはご希望に応じて、留学⽣が選択できる保険会社のリストをご
案内することも可能です。保険についての詳細と購⼊⽅法については、学校にご連絡いただくか下記Webサイトにアクセスし、
NAFSA承認の保険会社のリストをhttp://�www.nafsa.org/resourcelibrary/default.aspx?id=8823よりご参照下さい。申
込者ご⾃⾝または法定後⾒⼈は、到着前に⼗分な医療保険が適⽤されていることを確認する責任があります。

他の第三者が提供するGVの資料や広告情報に関しては、GVの書⾯による承認が必要です。

PLEASE�NOTE:The�Japanese�translation�is�only�for�reference�purposes.�While�efforts�have�been�made�to�ensure�the�accuracy�of�the
translation,�the�official�English�version�will�always�take�precedence�in�the�event�of�any�discrepancy.�Please�do�not�hesitate�to�contact�us�if
you�have�any�questions.�

ご注意︓この⽇本語訳は、英⽂“Global�VillageRefund,Transfer�and�Admissions�Policies�‒�Hawaii”、及び、“GVHawaiiGeneral�Conditions”の参�照⽬的のた
めに作成されています。両⾔語間の不⼀致が⽣じた場合、英⽂の内容を正とします。

1440 Kapiolani Blvd #1100 Honolulu, HI 96814 United States 
TEL: +1 808-943-6800 FAX: +1 808.943.6400 

EMAIL:aloha@gvhawaii.com URL: https://jp.gvenglish-hawaii.com/
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