〒160－0016 東京都新宿区信濃町 34 JR 信濃町ビル 6F
TEL:（03）5312‐4421 FAX:（03）5312‐4465
観光庁長官登録旅行業第 1695 号
社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員
旅券・査証手配（申請書類作成代行・申請代行）条件書
渡航に必要な旅券（以下「パスポート」といいます）の申請書類作成及び査証（以下「ビザ」といいます）の手配は、申し込み者の希望
に応じて、観光庁長官登録旅行業第 1695 号の株式会社留学ジャーナル（以下「当社」といいます）が行います。
パスポートは、渡航するにあたり必ず必要であり、有効期間が 5 年間（12 歳以上 20 歳未満）のものと 10 年間（20 歳以上）のものがあ
ります。受領される際、それぞれ印紙代と各都道府県に収める証紙代が必要となります。印紙代は、申請されるパスポートの種類により
異なりますのでご注意ください。なお、ご希望の方にはパスポートの申請書類作成を代行料 3,780 円（税込み）にて当社がお引き受けい
たします。
ビザとは訪問する国・地域の在外公館等で訪問者の渡航や入国申請の権利を与えるもので、入国を保証するものではありません。ビザ保
持者の各国・地域への入国は渡航先の入国審査官によって判断されます。留学国や申込者の留学居住地域によって、または渡航予定日ま
で十分な時間がない場合は、ビザの代理申請等ができない場合もございます。従ってビザの代理申請は、ビザの取得を保証するものや、
入国を保証するものではありません。ビザ申請書類作成・代理申請（以下「ビザ手配」といいます）は、申込者と当社との間で標準旅行
業約款渡航手続代行契約の部の定めるところにより、本条件書を持って締結します。
１．契約の申込みと成立
ビザ手配のお申込みは、ご来室によるカウンターでのお申込に加え、電話やメールでの申込ができます。申込契約は、当社が申し込みを
承諾する旨の通知「ビザ（査証）申請書類作成・代理申請申込確認書」を発行したときに成立するものとします。但し、ビザ手配のため
の「必要書類案内」を通知することで上記確認書に替えさせていただく場合があります。また、当該契約においてｅメール等による同確
認書を発する場合は、当該通知が申込者に到達した時に成立するものとします。
２．費用の支払い
ビザ申請書類作成・代理申請申込確認書の発送後、該当する請求書をお送りいたします。請求書に記載されている期日までに当社が指定
する方法により、以下に記載する申請書類作成料または代理申請料ならびにビザ申請料をお支払いください。なお、日本に移住されてい
る外国籍の方は、次表のとおり料金が異なりますのでご注意ください。
学生ビザ／就学許可代理申請（申請書類作成代行・面接予約手配・代理申請料／税込）

アメリカ
カナダ
オーストラリア
ニュージーランド
イギリス

ETA・eTA 登録代行
ESTA 登録代行

日本国籍者
21,600 円
21,600 円
21,600 円
21,600 円
21,600 円

外国籍者
43,200 円
43,200 円
43,200 円
43,200 円
43,200 円
オーストラリア ETA
3,240 円
―――

アイルランド
フランス
スペイン
イタリア
マルタ
ニュージーランド
―――
―――

日本国籍者
――
21,600 円
21,600 円
21,600 円
――

外国籍者
43,200 円
43,200 円
43,200 円
43,200 円
43,200 円

アメリカ ESTA
―――
4,320 円

カナダ eTA
4,320 円
―――

オーストラリア・ニュージーランド
イギリス
ワーキングホリデービザ代理申請
21,600 円
―――
※ 上記各金額には消費税を含みます。
※ ビザ申請料は、国により異なります。別途当社よりご請求または直接大使館等へお支払いいただきます。
※ カナダの各州法が定める成人年齢に満たない方（州により未成年者扱いの年齢が異なります：18 歳未満または 19 歳未満）
。
※ ビザの種類により代行いたしかねる場合もあります。
３．ビザ取得手続
（１）書類作成代行料及び代理申請料に含まれるサービス
・申請書の作成と面接予約（米国のみ）
・在外公館への代理申請（米国・英国以外）
・交付されたビザの受領（英国以外）
（２）書類作成代行料及び代理申請料に含まれないもの
・在外公館への申請料実費
・SEVIS 費用（米国のみ）
・書類の翻訳料金（必要な場合のみ）
・健康診断等にかかる費用（必要な場合のみ）
・東京ビザセンター申請料（カナダのみ）
（３）手続きの流れ
申込から申請・ビザ取得までの手続きは以下のとおりです。
【アメリカ（SEVIS:Ｆ１・Ｊ１・Ｍ１のみ）
】
ア．申込後、必要書類のご案内
イ．ご案内した必要書類を当社に返送
ウ．記入された質問書などを基に申請書の作成及び面接の予約
エ．申請書等の返却

オ．大使館または領事館にて面接＜申込者自身＞
カ．当社にてビザの受領
【アメリカ（ESTA）、カナダ（eTA）】
ア．申込後、必要書類のご案内
イ．ご案内した必要書類を当社に返送
ウ．記入された質問書などを基に当社より ESTA または eTA 申請・登録
【カナダ（就学許可証）、ニュージーランド・スペイン（短期学生）】
ア．申込後、必要書類のご案内
イ．ご案内した必要書類を当社に返送
ウ．記入された質問書などを基に申請書を作成
エ．当社にて代理申請
オ．当社にてビザの受領
※ カナダの場合、在日大使館より発行されるのはカナダでの就学を認める「就学許可証」となります。学生ビザはカナダ
入国審査後に発給されます。
【イギリス・フランス（学生）・スペイン（長期学生）】
ア．申込後、必要書類のご案内
イ．ご案内した必要書類を当社に返送
ウ．記入された質問書などを基に当社より申請書を作成
エ．当社より申請書類のご案内をご本人へ送付
オ．英国ビザ申請センターまたは大使館にて申請＜申込者自身＞
カ 審査終了後、ビザ申請センターまたは大使館にて受領＜申込者自身＞
【オーストラリア（学生・ワーキングホリデー）・ニュージーランド（ワーキングホリデー）
】
ア．申込後、必要書類のご案内
イ．ご案内した必要書類を当社に返送
ウ．記入された質問書などを基に当社よりオンライン申請
エ．大使館から当社へ申請受領の確認。当社より健康診断のご案内、健康診断の受診、
（ニュージーランドの場合は TB(結核)ス
クリーニング指定用紙にて受診、結果通知書を当社へ送付、当社より移民局へ手配）
オ．当社にてビザの受領
【オーストラリア（ETA）】
ア．申込後、必要書類のご案内
イ．ご案内した必要書類を当社に返送
ウ．記入された質問書などを基に当社より ETA 登録
４．申込の取消
（１）パスポート申請書類作成の作成代行をお申込後、かつ当社が書類作成に着手した後、申込者の都合により取消をされる場合、申
請書類作成代行料は返金いたしかねます。
（２）ビザ手配をお申込後、申込者の都合により取消をされる場合、アメリカ ESTA、カナダ eTA 及びオーストラリア ETA を除き、
以下の取消料金（税込）を差し引いた金額を返金いたします。
申込から申請・査証取得までの手続が
取消料金
代行費用以外の費用
アメリカのみ
①第 3 項（３）のア・イまで終了している場合
3,240 円
申請料実費返金あり
SEVIS 返金あり
②第 3 項（３）のウまで終了している場合
5,400 円
申請料実費返金なし
SEVIS 返金なし
③第 3 項（３）のエまで終了している場合
代行料全額
申請料実費返金なし
SEVIS 返金なし
※ 上記③の段階で在日大使館等へのビザ申請取消手続きは当社が行います。
アメリカ ESTA、カナダ eTA 及びオーストラリア ETA 取消の場合
申込から申請・ビザ取得までの手続が
ESTA・eTA 取消料
ETA 取消料
①第 3 項（３）のア・イまで終了している場合
2,160 円
1,620 円
②第 3 項（３）のウまで終了している場合
4,320 円
3,240 円
※ 上記②の段階で在日大使館等へのビザ申請取消手続きは当社が行います。
注意ａ．各段階において取消された場合、返金の際にかかる振込み手数料は申込者負担となります。
注意ｂ．申込者から当社へ書類を郵送される際にかかる通信費は申込者負担となります。
注意ｃ．当社から申込者へ書類を郵送する際の通信費は、書類作成料及び代理申請料に含まれます。

代行費用以外の費用
申請料実費返金あり
申請料実費返金なし

５．ビザの申請書類作成または代理申請上の注意及び免責事項
(１) 本サービスは、ビザ取得を保証するものではありません。
(２) 申込後、明らかにビザ取得が困難であると当社が判断した場合、または日本ご出発予定日までにビザ取得が困難であると思われる
場合は、いかなる理由があっても書類作成及び代理申請をお断りする場合があります。
(３) ビザが発給されなかった場合（申請が却下となった場合）、お支払いいただいた書類作成料・申請料（実費）は返金致しません。
また、却下された場合の理由については、申請された各国の大使館及び領事館等の判断となりますので、当社ではお答えいたしか
ねます。
(４) 大使館及び領事館等の判断により追加書類の提出や面接が必要となる場合があります。予めご了解ください。
(５) 当社の責によらず、大使館及び領事館等の都合により申請書類のフォーム又は申請条件が急遽変更になり、予定の期日までにビザ
が発給されない場合、あるいは申請が却下となった場合、当社では責任を負いかねますのでご注意ください。
(６) 日本国籍以外の方は、別途料金を徴収させていただく場合があります。
(７) ビザ申請料（実費）が大使館及び領事館等の都合により予告なく変更された場合は、差額の精算をさせていただきます。
(８) ビザが発給されなかった場合に生じる学校申込み変更料や取消料について、請求があった場合はお支払いください。当社では責任
を負いかねますのでご注意ください。
(９) 当社が指定する期日までに第 2 項記載のビザ申請書類作成・代理申請料のお支払いが確認できない場合は、代理申請をお断りする
場合があります。
（10）本条件書に記載されている費用には、消費税 8％が含まれていますが、税法改正により消費税の税率が変動した場合、改正以降に
おける消費税相当額は、変動後の税率により計算した額となります。
６．本条件書の内容は、2015 年 8 月 1 日以降に申し込まれる契約に適用されます。

