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Career Pathway Package 
スチューデントプロモーション  

≪2014 年 1 月 1 日～2014 年 3 月 31 日の申込者対象≫ 

 
 

「KGIC Career Pathway Package」ではプログラム変更が授業料追加料金なし。 

現地に渡って自分の目的に合わせたプログラムの受講で更なるキャリアアップ！ 
 

期 間 料 金  期 間 料 金 

24 weeks $7,930   40 weeks $13,050  

28 weeks $9,210   44 weeks $14,330  

32 weeks $10,490   48 weeks $15,610  

36 weeks $11,770   24 週以上あれば何週でも「キャリパス」可能です！  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Career Pathway Package（キャリパス）って？ 
Career Pathway Package（キャリパス）とは、パッケージ期間内であればプログラム変更が授業料の追加なしに

行えるプランです。現地に渡って、自分の目的に合わせてプログラムの変更を自由に行う事ができます。 
 

 Career Pathway Package（キャリパス）の主な特徴 
 パッケージ料金によるお得な料金体系。予算が立てやすくなります。 

 カナダ到着後に、様々なプログラムの中ら自分に最も適したプログラムを選ぶことができる。 

 留学プランを渡航後に各自の希望にあわせて柔軟に変更することができる。 
 

 Career Pathway Package（キャリパス）はこんな方にお勧め！ 
 まずは「英語」。その後にキャリアアップできるようなスキルを身につけたい・・・ 

 何のプログラムが自分にとって最適か決めかねている・・・ 

 現地カナダにて、自分の可能性に挑戦をしたい・・・ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

選べる“ ”  特典
 

 お得なキャリパスにさららなる特典！キャリパス申込みで下記のいずれかの特典を得ることができます。 

 特典は下記のいずれか一つとなります。お申し込み時にご希望をお伝えください。 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

≪注意事項≫ 
  登録料が＄300 別途必要となります。（登録料は始めの 1 回のみです。） 

  キャリパスでは始めに必ず ESL4 週間の受講が必要となります。ESL の教材費は上記の料金に含まれています。  

  編入先プログラムの教材費は最初の編入プログラムに限り料金に含まれています。  

  プログラム開始後のキャンセル時の返金はありません。（開始前は通常のリファンドポリシーに従います。）  

  スマホ特典にはクレジットカード、またそのカードにてデポジット (＄300)が必要となります。 (返却時に損傷などがない際に返金。 )  

  他のプロモーションの併用、他の割引プランとの併用はできません。  

 2014 年 3 月 31 日までの申込者に有効です。 お申込時にプログラム名を“C-Path 〇〇 weeks”と記載してください。

全キャンパス対象 

「スマートフォン」 
 

「スマホ」の無料貸出！ 

学校の無線 LAN につないで 

快適スマホ留学生活。 
 

 毎月のプラン料金は KGIC 払い。 

 20１4年 4月 30日までに開始の方 

 詳細はお問合せください。 

 

全キャンパス対象 

「キャリパス料金 

5~10%Off」 
 

すでにお得な料金体系が 

さらにお得に！ 
 

 24 週～35 週＝5％OFF 

 36 週～47 週＝7％OFF 

 48 週以上＝10％Off 

 

 

全キャンパス対象 

「教育実習の無料受講」 
 

TESOL 教育実習が無料！ 

キャリパスを＋4 週間で登録。 
 

 キャリパス中に TESOL-C, TEOSL-M, 

TESOL-Adult, TESOL-TPのいずれかの

受講が必要となります。 

 無料受講は 1度のみとなります。 

 

 

全キャンパス対象 

「プログラム変更時の 

教材費無料」 
 

2回目以降のプログラム変更時

に必要となる教材費が、何度の

変更でも最後まで完全無料！ 

 BMにも完全対応！ 

 何度変えても、ずっと無料！ 

 

 

プラス 
Career Pathway Package plus One 

2014.Ver.01 



    

 
 

2014 KGIC Japan Office/ Last Update Jan, 2014 

 

Career Pathway Package plus One 

『選べるプラス１特典 』“スマートフォン特典” 
 スチューデントプロモーション  

≪キャリパス プラス 1 オプションでの選択対象≫ 

 
********************************************************** 

 

 **********************************************************

 
月々のプランに含まれる主な内容 

 市内通話（着信分）‐無料 

 市内通話（発信分）‐無料 

 カナダ国内への携帯テキストメッセージ‐無料 

 1GB のデータ受信料 

 ボイスメッセージ 

 ナンバーディスプレイ 

＊ プランは契約時期によって異なることがあります。詳細はお問い合わせください。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

≪注意事項≫ 
  スマートフォン特典には携帯電話貸し出し同意書への署名が必要となります。 

  この特典は 19 歳以上（カナダでの成人）が対象となります。  

  この特典にはクレジットカード（Visa, Master）が必要となります。（ご両親のカードも可）  

  クレジットカードへデポジット＄300 が請求となります。（返却時に損傷などがない際に返金となります。）  

  詳細は KGIC までお問い合わせください。

“スマートフォン特典”を選ぶと、キャリパス期間中 

プラス 
Career Pathway Package plus One 

写真はイメージです。 
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FREE CELL PHONE AGREEMENT 

携帯電話貸し出し同意書 
 

TERMS AND CONDITIONS 同意内容 
 

Introduction 概要 
 

1.a KGIC will supply the student with a working cell phone (for short-term use in Canada only) and charger, both of which will remain the property of KGIC 
throughout the rental period. 

KGICは学生へ携帯電話（短期間カナダのみで利用）、充電器、を提供します。レンタル期間中もこれらは KGIC に帰属するものとなります。 
 

1.b The phone will be delivered to the student’s campus where (s)he will start the program.  The phone must be returned to the same campus. If the student 
transfers to a different campus, the phone must be return to the original campus then a new phone must be rented from the new campus. (same credit card/ 
personal information can be used at the new campus) 

携帯電話は学生のプログラム開始キャンパスにて貸出となります。また、返却は貸出キャンパスへ返却を行わなければなりません。もし、キャンパス転校を行った際には、貸出キ

ャンパスへ返却を行い、新しいキャンパスにて再度貸し出しを受けることとなります。（同じクレジットカード番号、個人情報が新キャンパスでも利用可能です。） 
 

1.c KGIC will inform the student of the phone number of the rental phone on the day of phone delivery.  The student has no right to keep the phone number and 
has no access to the phone number after the rental period. 

KGICは携帯電話を貸出す際に、その電話番号の提供を行います。学生は貸出期間終了後に、その電話番号を継続して利用する権利を有しません。また、その電話番号

へアクセスする権利も有しません。 
 

1.d The student will not transfer the phone number to a different service provider, and the student has no ownership over the phone and the phone number.   

学生は提供された電話番号を他の携帯電話会社等へ移すことはできません。また、携帯電話、携帯電話番号の所有権も有していません。 
 

1.e The rental equipment, all accessories will at all times remain the property of KGIC. The student acquires no rights other than temporary use. During the rental 
period, no service or part replacements are authorized without written approval from KGIC. The student agrees that (s) he has examined the equipment and that 
the equipment is in good working order at the time receiving the phone.  

貸出された全ての携帯電話、周辺機器は常に KGICがその所有権を有しています。学生はレンタルとして以外の利用権利を有しません。貸出期間中は KGIC より書面での

承認が無い以外は、サービス/プラン内容や機器の交換は一切に認められていません。学生は貸し出しを受ける際に、その電話機器等が正常に動作していることを確認しな

ければなりません。 
 

Rental period 貸し出し期間 
 

2.a The “rental period” in this agreement is determined as the period from the “rental start date” (start date of the program) and the “rental end date” (end date 
of the program).  (of each campus) 

“貸出期間”とは、各キャンパスにおいて”貸出開始日”（プログラム開始日）から”貸出終了日”（プログラム終了日）をとします。 
 

In principle, KGIC reserves the right to ask for return of the cell phone before the original rental end date or before the rental end date. 

KGICは学生へ貸出終了日より前に携帯電話の返却を求める権利を有します。 
 
2.b If the student wishes to return the phone earlier than anticipated, the rental period shall be deemed as ending on the date. 

学生が貸出終了日より前に返却を希望する際には、貸出期間はその日が貸出終了日となります。 
 

2.c If the student returns the phone late, KGIC has the right to process the phone fee of $700 ($300 deposit + $400), For Sim card ($50)from student’s credit card.  

携帯電話の返却が貸出終了日より遅くなった際は、KGIC は学生のクレジットカードへ＄700（＄300のデポジット＋＄400）、Sim Card レンタルの場合は＄50を請求する権

利を有します。 
 

2.d The phone must be return to KGIC on the last day of student’s program date, If the phone is not returned to KGIC, it shall be deemed lost. The student will be 
responsible to pay for the full fee for the lost phone ($700) / For Sim card ($50) 

貸出された携帯電話はプログラム終了日（貸出終了日）に返却しなければなりません。もし、KGICへの返却がなされない時には、紛失したことと同じ扱われます。その場合、

学生は電話紛失時の料金＄700（Sim Card レンタルの場合は＄50）を支払う責務を負います。 
 

Charges and Billing 請求と支払い 
 

3.a The student will require a valid credit card to rental the phone.   

学生は携帯電話の貸し出しを受けるにあたり、クレジットカードを所持していなくてはなりません。 
 

3.b $300 deposit /For Sim card ($50) will be process from the credit card.  $300 / For Sim card ($50) deposit will be returned only if there are no damages to the 
phone, and the phone is returned in its original state.  
If KGIC is unable to obtain credit card authorization and signed agreement contract, the student will not receive a cellphone, and the agreement will be voided. 

＄300（Sim Card レンタルのときは＄50）がデポジットとしてクレジットカードへ請求されます。デポジットの＄300（Sim Card レンタルのときは＄50）は携帯電話返却時に、その機

器にダメージがなく、貸出終了日に返却された場合にのみ返金されます。 

KGICがクレジットカード利用同意書、並びに同意書へのサインを受け取れない場合には、学生は携帯電話の貸し出しを受けることができず、またその契約は失効となります 
 

3.c Call charges during off peak period and long distance charges and extra charges will be charged to the student or the parent’s credit card. The student must 
fully understand the phone plan and must follow the phone plan to minimize extra cost.  

オフピーク期間中においても長距離/国際電話、その他の追加料金は、学生（もしくは両親）のクレジットカードへ請求となります。学生は追加料金を最小限に抑えるために、

料金プランをしっかりと理解する必要があり、またそのプランに従わなければなりません。 
 

3.d Charges are in Canadian dollars, and are fixed without regard to changes in the value of other currencies. 

料金は全てカナダドルにて表示・決済され、他の通貨の価値に関わりなくその金額は固定されています。 
 

3.e Cost related to damages and lost phone must be charged to student’s credit card, however, if the credit card is declined and no other method of payment is 
offered then KGIC has the rights to take legal steps to collect the payment.     

携帯電話の損傷、紛失時は、その費用はクレジットカードへの請求となります。そのクレジットカードが利用不能であった場合、そしてその他の方法にて料金を領収できない場

合には、KGIC は料金回収に際して法的手続きを取る権利を有します。 
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Termination of contract by KGIC 契約の解除 
 

4.a KGIC reserves the right to cancel this agreement if the student’s use of the phone is deemed to be in breach of Canadian law, KGIC polices, KGIC cellphone 
rental agreement, or where termination is deemed to be necessary to comply with the law.  In such cases, the cell phone and charger must be returned 
immediately to KGIC. If there are extra costs related the phone during the rental period, full fee will be charge on the student’s credit card. 

KGICは学生の携帯電話の利用がカナダの法律に抵触する場合、KGICの規約に違反する場合、KGIC の携帯電話貸し出し同意書に反する場合、もしくは他の不法行為と

みなされる場合に、契約を解除する権利を有します。その場合には、携帯電話、充電器は遅滞なく KGICへ返却をしなければなりません。貸出期間中に追加料金が発生し

ていた場合には、全額学生のクレジットカードへ請求となります。 
 

4.b KGIC will not be held responsible for any losses incurred by the student due to the termination of this agreement.  

KGICは契約の解除によって生じた学生へのいかなる損害に対してその責を負いません。 
 

Loss/ damage 紛失 / 損傷 
 

5.a In the case of loss or theft, the student must contact KGIC immediately, and also report the loss to the relevant authorities (the police) The student will be 
liable for the cost of the phone. Once the payment is processed, KGIC will offer the student with a replacement phone. The student will be responsible to pay for 
the full fee for the lost phone. ($700) /For Sim card ($50) 

損傷、紛失、盗難時には遅滞なく KGICへ連絡をしなくてはなりません。また、その内容を関係機関（警察等）へ届け出を行わなければなりません。また、学生はその携帯電

話の費用への法的責務を負います。支払い手続き完了の後、KGICは新しい携帯電話の貸出しを行います。学生は携帯電話を紛失したし際には、全額を賠償する責務を

負います。（＄700 / Sim カードレンタルの際は＄50） 
 

5.b If the phone is returned to KGIC in damaged condition, the customer will be liable for the cost of repair. The cost of repair will be deducted from deposit. 

携帯電話返却時に、その機器に損傷が見られた際には学生はその修理代金を支払う責務を負います。修理代金はデポジットより差し引かれるようになります。 
 

5.c If the phone charger/headset/ USB connector is not returned or is returned in a damaged condition, a charge of $50 will be applied. 

周辺機器（充電器、ヘッドセット、USB コネクター等）が返却されない時、もしくは損傷状態にて返却された際には、＄50が請求されます。 
 

5.d the phone must be returned to KGIC in same original condition and in the same package which was provided by KGIC.  The student is responsible for loss or 
damaged phones.  

携帯電話は KGIC より貸し出しを受けたときと同じ状態、同じパッケージにて返却しなければなりません。学生は紛失、損傷に際して損害賠償の責務を負います。 
 

Limits of Liability 免責事項 
 

6.a In cases where the student is unable to use the phone due to poor reception, the student must contact KGIC and terminate this agreement (KGIC is not 
responsible for quality of the phone’s functions/quality of the reception) 
KGIC will not be held liable for any extra cost incurred by the customer due to poor reception (e.g. the cost of calls made from a public phone or hotel phone). 

携帯電話の電波受信状況により正常に利用できない際には、遅滞なく KGICへ連絡をしなければなりません。その際は、この契約は解除されます。（KGICは携帯電話の機

能や品質、電波状況に際にしての一切の責を負いません。） 
 

6.b KGIC will not be held liable in any way for problems receiving / sending e-mail and internet problems.  

KGICは通話、メールの送受信、インターネット不具合などいかなる不具合に際しての一切の責任を負いません。 
 

6.c KGIC in no way liable for any losses incurred by the student’s due to misuse.  The student will be responsible for extra cost related to the phone during the rental 
period. However, if the student does not inform KGIC of a problem with the phone, the cost related to the phone will be applied.  

KGICは学生の誤用によって生じる全ての損害に際して一切の責任を負いません。学生は貸出期間中における全ての追加費用の支払いの責任を負います。学生が携帯電

話の不具合に関して KGICへ連絡しない際には、その費用は学生負担となります。 
 
  
By signing this document, I hereby acknowledge that I have read the above carefully before signing and agree to comply with all the above. 

私は同意書をしっかりと読み内容を理解しました。上記の内容同意することの意思として、下記にサインをします。 

Student Name:  

Student Number:  

Student Signature:  

Date: (DD/MM/YYYY)  

 

記載されている日本語は要約です。英語と日本語の内容が異なる際は、全てにおいて英語の内容が優先されます。 

 

 

* PLANS INCLUDE （プランの詳細） 

 Text , picture and video messages - Unlimited 無制限のテキストメッセージ（カナダ国内） 

 From Canada to Canadian- Unlimited カナダ国内でのカナダの電話への通話無料 

 Anytime Minutes - Unlimited 時間帯無制限での通話無料 

 Incoming calls - Unlimited 無制限の着信通話 

 Data – 1G 1GBの無料データ 

 Call Display ナンバーディスプレイ 

 Voicemail ボイスメール 

 Canada-wide long distance - Unlimited カナダ国内ロングティスタンスの通話無料 
 

プラン内容は変更となることがあります。詳細はお問い合わせをお願いします。 


