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サービス案内書
キャリア・ゴールの実現と『変化の担い手』
となることを目指す方々をサポートします。

株式会社 インターフェイス

本案内書記載の内容はさまざまな理由により変更されることがあります。必ず最新の案内書をご覧の上でお申込みください。
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デバリエの MBA ストラテジック
コンサルティング・コース
＜通年募集／定員制＞
☆ LLM、MA、MS、Ph.D などにご出願の方にもご利用いただけます。

志望校合格とキャリア・ゴールの実現に向けて、出願全期間を通して戦略面をサポートするコースです。
1988 年の創業以来の英語での Person-to-Person コンサルティング。

特徴

弊社社長デバリエ自らが担当
1,500 名余りの日本人をトップスクールに送り出してきた実績に裏打ちされたコンサルティングと情報の提供を
行います。デバリエの該博な知識と経験に基づいたアドバイスは、出願準備の各クリティカル・パスで威力を
発揮するだけでなく、大きな安心材料ともなりましょう（経歴詳細はウェブ・サイトの代表者経歴ご参照）。

内容

電子メールによる回数無制限相談サービス
ご相談やお問合せをメールでお送りいただき、返信のかたちでアドバイスをご提供します。営業時間内にいただいた
メールには、出張日や週休日等を除いて当日中の回答を心がけています（エッセイのアイデアは含まれません。
詳細は下記をご参照）
。

ご利用料

利用期間

66,000 円

ご利用開始から申込書にご記入の留学目標の年の 6 月末日まで。但し最長 21 ヶ月間。
サービス期間延長: 1 年 44,000 円（前年度の「エッセイ・プレパレーション」ご利用者は 22,000 円）

電子メールによる回数無制限相談サービスについて
氾濫する情報に左右されずに、プロのアドバイスで戦略を立てるべくご利用ください。ネット検索などで時間を浪費することなく、
正しい情報をすぐに入手できます。ご相談内容の例：
□キャリア・プランについての戦略的助言
□出願校ポートフォリオ

□コミュニティ活動

□エッセイ準備開始時期

□魅力的な出願者となるための資質の高め方

□経験、テストスコアなどを踏まえた合理的な出願計画 □推薦者の選択

□テスト対策、学習法 □キャンパス・ビジットのタイミング、準備 □Wait-List 対策

□留学前準備、就職活動など

【ご注意】 ＊１日最大１送信までです。ただし、1 送信で複数事項ご相談いただけます。
＊エッセイ・アイデアなど出願書類の内容、インタビュー対策としての具体的な質問や回答内容、プログラム・
リサーチおよび試験問題解答法などに関してのご相談は、本メール相談サービスには含まれていません。

☆ 単発でのコンサルティングをご希望の方は「プライベート・コンサルティング／コーチング」
（11 ページ）をご利用ください。
☆ ご希望によって、ルクレアが同一料金にて担当させていただくことができます。
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エッセイ・プレパレーション
＜一部を除き通年募集／定員制＞

出願書類の添削をし、また、出願者としての魅力を引き出すためのアドバイスをご提供いたします。
「1st Round Intensive コース」、
「固定枠コース」、
「パッケージ・コース」の３種類から 1 コースをご選択いただきます。

内 容
出願書類の全てをチェック（文章および構成レベルの添削から内容についてのアドバイスを含む）
P レジュメ：質問表への回答をもとに、カウンセラーがレジュメに落とし込みます。エッセイの土台としても利用します。
P エッセイ：お送りいただいたドラフトを添削し、効果的なマーケティングのためのアイデアをご利用者と探っていきます。
P そのほか：データ・フォーム、カバーレター、推薦状など、ご利用者自らが作成する書類の全て
電子メールでのファイル送受信が基本手段です。作成したドラフトをお送りいただき、担当カウンセラーがファイルに上書きの
かたちで添削いたします。海外在住の方やお仕事の都合などでご来社が難しい方も効果的にご利用いただけます。
単なる文法や表現のチェックにとどまらず、全てのエッセイがバランスよく高い訴求力をもってストーリー化され、レジュメや
推薦状などとともに、全体として極めて魅力的なプレゼンテーションができるように進めます。

当該取組先に関する助言
本コースでお取り組みいただくご出願先について、出願戦略やエッセイのアイデアなどのアドバイスをご提供いたします。
st

助言の方法やタイミングは、コースによって異なります。1 R.I.コースおよび固定枠コースはご予約の時間枠内にて、パッケージ・
コースは電子メール（1 日 1 送信まで）および「ディスカッション・ミーティング」内にてご提供。
例） 推薦人選定／スケジューリング／目標締切日の設定／Wait-list 対策／審査官への送信メール添削など、
当該出願先についてのアドバイス全般
【ご注意】
1) 出願準備の全般的なご相談への助言などは「ストラテジックコンサルティング・コース」でご提供するサービスです。
同コースをご利用でない場合には有料でのご提供となります（ご提供の都度ご請求）
。
2) インタビュー対策としての具体的な質問・回答内容についての助言は、インタビュー・トレーニング時、または固定枠
カウンセリングのご予約時間枠内にて承ります。
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■エッセイ・プレパレーション

チェック・サービスの進め方
1st Round Intensive、固定枠コース共通

パッケージ・コース

・ご予約日までドラフトを作成しメールで送信

・いつでも準備ができ次第ドラフトをメールで送信

ò

ò

・ご予約日当日

・ドラフト受領日から3営業日以内

カウンセラーによるドラフトのチェック／

カウンセラーによるドラフトのチェック

必要に応じてディスカッション

ドラフトのご返却または報告や指示

ò
Ç 次回ご提出に向けてのご準備

ドラフトのご返却または報告や指示

ò
Ç 次回ご予約に向けてのご準備

（新規書類作成や書き直し）

（新規書類作成や書き直し）
1st Round Intensive コースと固定枠コースでは、チェックをより効果的に進める上で必要な質問をし、それがディス
カッションへと発展することがあります。ディスカッションは隠れたインタビュー・トレーニング、あるいはキャリア・
コンサルティングの要素を併せもつ、価値のある機会です。これらのコースでは、特に１校目の書類チェックが終了する
までは、できるだけご来社いただくか Skype ビデオ通話（または電話）を適宜ご利用になることをお勧めいたします。

Interface のエッセイカウンセリングの強み
プロフェッショナルによるプライベート・カウンセリング
多国籍企業のエグゼクティブとして際立った経歴をもつデバリエ。そのデバリエを中心とするカウンセラー陣は、MA、MBA、
Ph.D などをもつ欧米人プロフェッショナルです。彼らの各プログラムについての知識、欧米・日本双方のビジネスについての
理解の深さが、海外大学院で評価される書類作成のサポートを可能にしています。

チームとしての全社的サポート体制
クオリティー・コントロール・マネジャーのデバリエを中心に、ノウハウや経験を共有しながら、チームとしてご利用者を
サポートしています。担当外のカウンセラー達も、ご要望に応じてインタビュー・トレーニングをご提供したり、担当
カウンセラーの不測の事態に対応するなど、柔軟な対応をしています。

実績
1988 年の創業以来、1,500 名余りの本コースご利用者が、欧米の名門 MBA プログラム、ロースクール、国際関係学
プログラムなどに合格しています。これは、Top School Expert としての矜持を持ちつつ、弊社カウンセリングシステムの下で、
丁寧なサービスをご提供し続けてきたことに起因するものと確信しています（弊社ウェブ・サイト「MBA 合格実績」ご参照）
。

p

各コースの詳細

□ 1st Round Intensive コース ― 弊社のプレミアム・コース

ð4 ページ

□ 固定枠コース ― インタビュー・トレーニングへの振替も可能な、創業時からの⼈気コース

ð5 ページ

□ パッケージ・コース ― ご⾃分のペースで準備を進めるフレキシブルなコース

ð6 ページ

ご利用開始のタイミング
「1st Round Intensive コース」を除きいずれのコースも通年受付けです。月の途中からご利用を開始していた
だくことができます。夏または秋に留学予定の方は、例年、早い方で留学目標の年の前年５月頃から、遅い方で
同 11 月頃からご利用を開始しています。ご利用開始の方が最も多くなるのは 7 月〜10 月上旬頃です。
☆ ご出願先のエッセイ課題発表前からでもご利用を開始できます。ご相談ください。
☆ 早春にエッセイの土台づくりを開始する Early-Bird コースもございます（9 ページ参照）
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■エッセイ・プレパレーション

1st Round Intensive コース

＜期間限定募集＞

弊社社長デバリエが、ご利用者が執筆する 5 校分の書類チェックを、全校分 1st ラウンドに間に合わせることを
保証するコースです。

特

徴

1st ラウンドを目指したチェック

5 校分全ての出願書類を 1st ラウンドに間に合うようチェックすることを保証いたします。定額で 5 校分のチェックです。
デバリエが担当

対

弊社社長デバリエが担当いたします。

象

1) 留学目標の年の前年７月 15 日までに開始できる方
*

**

2) 本コースご利用審査 に合格した方（審査料5,500円）
***

3) 毎週ドラフトをご提出し続けることが可能な方
*

審査は、TOEFL と GMAT スコア（いずれか一つでも可能）のご提出とミーティングによって行います。

**

審査料は、次の方に全額を払い戻しいたします：①審査に合格して本コースをご利用くださる方、②審査に不合格の方。

*** 十分なドラフトをご提出し続けていただけない場合は、毎週の２時間枠が縮小されたり、あるいは（および）「固
定枠コース」へと、ご利用コースの切り換えを実施させていただいたりすることがあります。

ご利用料

1,375,000 円 (一括支払)
※ 本コースご利用の年、または前年の Early-Bird コースご利用者は上記ご利用料より 8%割引いてご提供いたします。
ただし、本コースや Early-Bird コースの利用料改定の際には、本 8%割引特典は別の割引特典へと変更されます。
※ インタビュー・トレーニング、奨学金申請用書類のチェック・サービスなどは、本コース料金には含まれていません。
※ サービス終了後のフォローや 6 校目以降は、サービス時間数分をご請求いたします（27,500 円／時間）。

定 員

若干名

申込期間

毎年 4 月 1 日 〜 6 月第 3 土曜日（ただし、定員に達し次第締切り）

ご利用期限
コースご利用開始日（初回カウンセリング日）から 6 ヶ月間。
ご利用期間中は毎週同じ曜日・時間で 2 時間の「時間枠」を固定してサービスをご提供いたします。
ただし、本コースは時間枠を無条件に保証するコースではありません。時間帯は、水〜金曜日：13:00-22:00、
土・日曜日：11:00-19:00 の時間内で設定いたします。

☆ ご希望によって、ルクレアが担当させていただくことができます（ご利用料 1,100,000 円。深夜•早朝枠有り）
。

インタビュー・トレーニング
別途のお申込みとお支払いでご利用いただけます（8 ページご参照。本コースご利用者は 22,000 円／時間、
または 27,500 円／時間[デバリエ]）
。
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■エッセイ・プレパレーション

固定枠コース

＜通年募集＞

レギュラー・カウンセリング枠（毎週 1 回•2 時間、同じ曜日の同じ時間帯）を通じて書類のチェック・
サービスをご提供するコースです。追加枠の設定や時間の「買い足し」も可能です。

特

徴

時間枠固定(予約不要)、担当カウンセラー制

ご来社またはビデオ通話の有無に関係なく、複数月にわたってカウンセリング（書類のチェック・サービス）を受け続け
ていただけるよう、
「レギュラー・カウンセリング枠」を固定し保証します（当該時間枠のキャンセルおよび変更不可）
。
時間帯は、11:00-22:00（6:00-26:00）です。
☆「レギュラー・カウンセリング枠」内では担当カウンセラーによる別のトレーニングに振替えることが可能です。
インタビュー・トレーニングや奨学金申請用書類チェックはその代表例です。

時間単価

ルクレア、ストーン

デバリエ

22,000／時間

27,500 円／時間

* ルクレアとストーンは、カウンセリング中のディスカッションのすべてを、対面ではなく Skype
ビデオ通話などにてご提供いたします。なお、デバリエの第 4 週目にあたるレギュラー・カウ
ンセリングは、添削サービスのみのご提供になります（その殆どの機会において Skype ビデオ
通話が可能です）。

お支払い方法
一括払い制 （50 時間分）

ご利用開始前に 1,100,000 円または 1,375,000 円（デバリエ） [50 時間分]を一括でお支払いただきます。
*50 時間分全てを消化する前にご利用を中途終了する場合、中途解約料が発生することがあります（7 ページご参照）。
*レギュラー・カウンセリング枠以外でのトレーニングや追加枠も、50 時間から消化する方法でご利用いただきます。
月払い制

ご利用開始前に、別途「利用申込金」
（132,000 円）を申し受けます。
ご利用開始後は、毎月月末で締めて、翌月にご利用料をご請求いたします。レギュラー・カウンセリング４回・
８時間分実施の通常月のお支払額は 176,000 円または 220,000 円（デバリエ）です。
*いつ終了しても中途解約料は発生しません（最低利用時間はありません）
。
*「利用申込金」は、ご利用料とは別にお支払いいただくものです。月謝の一部に振替えたり充当したりするものではあ
りません。また、払戻しの対象になることもありません。

《 ご利用時間数とチェック終了出願先数の目安 》 （個人差有り）

MBA 分野：50 時間

5〜12 校程度

MBA 以外の分野：35 時間・5〜1２校程度

インタビュー・トレーニング
インタビュー・トレーニングは「レギュラー・カウンセリング枠」内でできますが、それ以外の別の曜日・時間帯で別途
１時間（正味 50 分）からトレーナーを変えて（あるいは変えずに）行うことができます（上記と同じ時間単価）
。
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■エッセイ・プレパレーション

パッケージ・コース

＜通年募集＞

ご利用者自らのペースとタイムマネジメントで準備を進めていただけるコースです。ドラフト受領日から原則
３営業日以内にご返却いたします。

特

徴

フレキシブルなドラフト準備スケジュール

時間枠（レギュラー・カウンセリング時間）を固定しないため、ご自身のペースでドラフトを準備することができます。
スピーディーながら質の高いサービス

特別な事情がある場合を除き、弊社が書類を受領した日(火曜〜土曜の受付業務時間内)より３営業日以内にご返却い
たします。ほぼ電子メールでのファイル送受信で進みますが、
「1st Round Intensive」や「固定枠コース」と同様に、
内容に踏み込んだ質の高いチェック・サービスをご提供いたします。

通常の流れ
レジュメ
ご提出いただくデータをもとに担当カウンセラーがレジュメを作成いたします。

ò
エッセイと推薦状

ò 1st ドラフト：アイデア、内容についてフィードバックをご返却いたします。
2nd ドラフト：文章および構成レベルの添削をしてご返却いたします。
主にメールでのファイル送受信が主なサービス提供手段ですが、
「話し合い」によってチェックをより効果
的に遂行できるようになる、などとカウンセラーが判断したときには、主に Skype ビデオ通話による「デ
ィスカッション・ミーティング」のご予約を要請いたします。

ご利用料

（一括前払い制）
１校分の費用に含まれるのは、1 校（1 学位。例：MBA）の全ての書類（レジュメ、エッセイ、推薦状など）への
添削サービス、および当該出願先についての基本的な助言です（2 ページご参照）
。
ストーン、ルクレア

担当

デバリエ

出願校数（学位数）

MBA

1 校（学位）

330,000 円

330,000 円

440,000 円

440,000 円

4 校（学位）

660,000 円

544,500 円

880,000 円

726,000 円

* 7 校（学位）

825,000 円

651,750 円

1,100,000 円

869,000 円

MBA 以外

MBA

MBA 以外

コースお申込後にチェックを受ける出願先の追加もできます（例えば 1 校<学位>から 2 校<学位>）
。
* 8 校目以降の追加分は 1 校当り 41,250 円（デバリエの場合 55,000 円）で承ります。
* 出願を終えた後に Wait-list 対策などで追加で送る書類へのチェック・サービスは、追加料金にて承ります。
* 本コースご利用の年、または前年の Early-Bird コースご利用者は 8%割引でご提供いたします（ただし、追加校分は除く）。
ただし、本コースや Early-Bird コースの利用料等改定の際には、本 8%割引特典は別の割引特典へと変更されます。

ご利用期限
本コースの申込書の受付日から、申込書記載の進学目標の年の 6 月末日以前の日まで。

インタビュー・トレーニング
別途のお申込みとお支払いでご利用いただけます（８ページご参照。本コースご利用者は 22,000 円／時間、
または 27,500 円／時間[デバリエ]））
。
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■エッセイ・プレパレーション

特徴一覧
コース

固定枠

1st Round

パッケージ
Intensive

項目

月払い制

1st Roundを目指す方

ご利用対象者

エッセイ・カウンセラー

担当・デバリエ

支払い方法

一括

チェックを受ける

一括払い制

占有枠をもって

書類のチェックを自身の

書類チェックを受けたい方

ペースで受けたい方

担当者制

(デバリエ、ストーン、

ルクレア)

(デバリエ、ストーン、

ルクレア)

月払い
（申込金あり）

5校

担当者制

なし

一括

一括

5校

1校

最少校数

可

担当カウンセラー変更の可否
１回のカウンセリング時間

可

可

※

2時間（1〜4時間程度）

2時間（1〜4時間程度）

利用開始日

7月第１土曜日までに開始

いつでも

インタビュー・トレーニングへの振替

不可

（追加カウンセリング１回当たり）

（25分〜1時間程度）
いつでも

可

不可

※カウンセリング時間1時間は50分間を意味します。

中途解約、中途解約料、及びご返金について
1st Round Intensive コース
ご指定の 5 校分の書類チェックの終了を待たずに本コースを中途終了する場合は、中途解約料が発生します。中途解約料とし
て 50 時間から、本コース「ご利用済み時間」を控除した残存時間のご利用料の 15％を申し受け、残存時間分の料金から中
途解約料を差引いた分をご返金します。ただし、中途解約時に本コースご利用時間数が 50 時間を超過している場合には、ご
返金はございません。

固定枠コース
固定枠コース「一括払い制」でご利用開始後、担当カウンセラーとのカウンセリングを、ご購入の利用時間数の全てを消化す
る前にご利用を中途終了する場合は、中途解約料として残存利用時間のご利用料の 15％を申し受け、残存時間分の料金から
中途解約料を差引いた分をご返金します。ただし、ご利用開始後４時間以内のご利用での中途解約の場合、および担当カウン
セラーからすべてのエッセイについてチェックを受けて出願した、出願先から合格通知を受けてご利用を終了する場合には、
中途解約料は申し受けません。また、担当カウンセラーより 5 校またはそれ以上の出願先のすべてのエッセイについてチェッ
クを受けてご利用を終了する場合、中途解約料は不要です。
固定枠コース「月払い制」においては、いかなる中途終了の場合にも中途解約料は申し受けません。

パッケージ・コース
ご利用コースの校数分の書類チェックの終了を待たずに本コースを中途終了する場合は、中途解約料が発生します。中途解約
*

料として、お支払いいただいたパッケージ・コースご利用料（総額）から「着手済み」 のパッケージ料金を差引いた残金の
15%相当額を中途解約料として申し受け、コースご利用料から着手済みのパッケージ料金と中途解約料を差引いた分をご返金
します。*「着手済み」とは当該出願先に関わる一つまたはそれ以上の書類を、弊社が受領済みの状態をいいます。

全コースの共通事項
・出願年度延期による中途解約を含みます。
・複数のコースを同時にご利用することはできません。
・ご利用のコースを規定通りに終了する前に、例えばパッケージ・コースから固定枠コースへというように途中でコースを
変更される場合は、一旦、中途解約の手続きをお済ませの上で他のコースにお申込みいただくことになります。
・弊社の都合により担当カウンセラーの変更を弊社がお願いし、ご了承いただけずに弊社のエッセイプレパレーションの
ご利用を中途終了する場合は、中途解約金はご請求いたしません。
・1st Round Intensive 及びパッケージ・コースでは Joint Degree、Dual Degree は 2 校（2 学位）分とみなします。

申込⽅法
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ð 12 ページ

■インタビュー・トレーニング

インタビュー・トレーニング
「合格するインタビュー」をするためには、「外見（聡明さ、自信、熱意があるか）」
「構成力（すばらしいプレゼンテーション
が行えるか）
」「語学力（完璧ではなくとも、高い語学力があるか）
」、そして最も重要な「内容（アイデアのすばらしさ）
」
という 4 つの資質を示す必要があります。そのためのトレーニングを、ご利用者の強み・弱点をおさえてご提供します。

グループ・トレーニング
デバリエのインタビュートレーニング・コース
内

＜募集対象者および期間限定コース＞

容

弊社社長・デバリエによる体系的、革新的、かつ実践的で厳しいグループトレーニング・コースです。お互いの訓練の様子を
目の当たりにして大きな刺激をうけて学ぶことができます。実施する場合は９月から翌年 1 月の期間内に、主に週末にご提供
します。

対象者
定

レジュメの準備が完了している弊社の「エッセイ・プレパレーションコース」ご利用者

員

6 名 （最小開催人数 4 名）

ご利用料

88,000 円 / 全 5 回・10 時間

プライベート・トレーニング
内

＜通年募集＞

容

導入的なトレーニングから、特定の出願プログラムを想定したトレーニング、本番直前の最終仕上げまで、ご要望に応じて
トレーニングをご提供しています。また、身だしなみから本番での具体的な質問・回答の内容や訴求ポイントについてまで
指導いたします。一般の方のご利用も受け付けています。

ご利用方法
日程調整の上で、対面、電話、Skype ビデオ通話など、ご要望に応じた方法でトレーニングをご提供いたします（通常は 1〜2
時間でのご予約）。機材持込みでの録音やビデオ録画が可能です。ご自宅でのトレーニングをより効果的に進めることができます。
「エッセイプレパレーション 固定枠コース」の場合、レギュラー・カウンセリング枠内でも担当カウンセラーからトレーニン
グをお受けいただけます。もちろん、担当外のカウンセラーによるトレーニングも追加カウンセリング枠でご利用いただけます。

ご利用料

30,800 円または 38,500 円（デバリエ） / 時間

※ 「エッセイ・プレパレーションコース」、
「ストラテジックコンサルティング・コース」
、および「Early-bird コース」ご利
用者には、エッセイプレパレーション「固定枠コース」の時間単価にてご提供いたします(上記料金より 28%程度オフ。5
ページご参照)。
※ ケースをベースに実施するような特別仕様のトレーングでは、ケースごとに、またトレーナーごとに別途 0.5〜1.0 時間分
の追加料金を申し受けます。
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その他のコンサルティング、コーチング

デバリエの Early-Bird コース

MBA Application Foundation コース
＜募集期間限定＞

出願準備の早い段階で、デバリエとの一対一の、厳しく、実践的なディスカッションをもとにドラフト作成にお取組み
いただき、レジュメと『Why MBA?』エッセイを完成させます。留学目標の年の 2 年前からのご利用が可能です。

特

徴

1. 早い段階でのアセスメントとゴール設定によって、出願プロセスを戦略的かつスムーズに進めることができます。
2. 各校へのエッセイを本格的に作成する際、時間、労力、コストを削減することができます。
3. Why MBA にとどまらず、ファミリーバックグラウンドからリーダーシップやキャリア・ゴールなどまで、原型となる
エッセイの内容をほぼすべてカバーするディスカッション。加えて MBTI 診断を導入し、効果の最大化をはかります。
4. 所定の期限内に「エッセイ・プレパレーション」をご利用になる際には、引き続きデバリエが担当いたします。
※ MBTI は、受診者の性格や相対的な強み・弱点などを明らかにするツールです（詳細は 11 ページご参照）。

内容、およびご提供・指導方法
1. ご提出いただくデータをもとにレジュメを作成いたします。
2. Why MBA エッセイ作成に向けての多様なディスカッションを 5 回行います。
出願期間を通じてレジュメを戦略的に利用する方法や、MBTI 診断結果の解説も含まれます。
3. Why MBA エッセイのドラフトを校正します。５回目のセッション終了後 2 週間以内にドラフトをご提出ください。

成果物
1. レジュメ
2. Why MBA エッセイ（ご利用者が指定する一つのビジネススクール用）

対象者
本コースご利用の可否についてのインタビュー審査に合格した方（審査料：5,500 円）*
なお、第１回目のディスカッションは審査合否通知日より２週間以内の設定です。

定

員

若干名

申込受付期間
ご利用料

毎年 1 月第２火曜日〜3 月第３土曜日まで（申込受付日から 2 週間以内にご利用開始）

396,000 円

* 審査料は、次の方に全額を払い戻しいたします：①審査に合格して本コースをご利用くださる方、②審査に不合格の方。
※ 費用にはレジュメ作成代、ディスカッション代（最低 5 回）
、および “Why MBA エッセイ”のチェックサービス代が
含まれます。また、MBTI 診断を実施する場合は MBTI コンサルティング代も含まれます。
※ 本コースご修了者が、本コースご利用の年または翌年にエッセイ・プレパレーションの１st Round Intensive コース、
またはパッケージコースをご利用の際は正規料金より 8%割引にてご提供いたします。ただし、本コースや１st Round
Intensive コース、またはパッケージコースの利用料等改定の際には、本 8%割引特典は別の割引特典へと変更されます。
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■その他のコンサルティング、コーチング

英文レジュメ作成サービス
内

＜通年募集の単発サービス＞

容

質問表への回答を元に、弊社のコンサルタントがレジュメを作成いたします。また、人事異動や転職、社会活動などレジュメに
重要な追加情報が生じた場合、本サービスご利用開始日（ご利用料のお支払日）から 6 ヶ月間は無料で校正いたします。
☆「エッセイ・プレパレーション」
（2 ページ）においても、レジュメ作成サービスをご提供しています。

ご利用料

55,000 円

ご利用の流れ
予めお渡しする「Resume Data Form（質問表）
」への回答（データ）を元に、弊社のコンサルタントがレジュメを作成いた
します。回答受領日から 3 営業日以内に、作成した校正用レジュメを電子メールで送信いたします。校正用としてご返却した
レジュメは、ご返却日から２週間を限度に最大２回まで手直しが可能です。なお、受領したデータの確認や必要な質問のため
にコンサルタントがご利用者にご来社（または Skype ビデオ通話）を要請することがあります。
※「Resume Data Form」への回答は、ご利用料お振込みから 2 週間以内にお送りください。2 週間以内にお送りいただけ
ない場合は、サービスをご提供できないことがあります。
※ コンサルタントが要請し設定したディスカッション日時の変更は、当初ご予約日より 2 週間以内に 2 回までとさせていた
だきます（直前キャンセルは 1 回分消化）。それ以降は、メールでのアドバイスご提供とさせていただきます。

奨学金・社費選抜・特殊プログラム対策サービス
＜通年募集の単発サービス＞

内容
奨学金申請書類や客員研究員などの通常の大学院とは異なるプログラムへの出願書類について、内容・アイデアに踏み込んだア
ドバイスと添削サービスをご提供します。また社費留学選抜対策トレーニングも欧米人コンサルタントがご提供いたします。
内容、方法、使用教材などは、ご利用者のレベルやご事情を勘案してご提案いたします。

サービス時間
時間単価

１回当り 1〜2 時間のご予約で１〜数回程度

30,800 円または 38,500 円 / 1 時間 （デバリエ）

※「エッセイ・プレパレーション」および「デバリエのストラテジックコンサルティング・コース」ご利用者には、エッセイプ
レパレーション「固定枠コース」の時間単価にてご提供いたします(上記料金より 28%程度オフ。5 ページご参照)。
※ 書類のチェック・サービスの場合、ご利用開始時に前受金として 110,000 円（3〜5 時間相当分）をお支払いいただきます。
ご利用時間を 5 分単位で計算し、前受金を①上回った場合は、差額分をサービス終了後にご請求し、②下回った場合はサー
ビス終了後にご返金いたします（ただし、最低料金は 44,000 円、または 55,000 円 [デバリエ]です）
。
なお、有資格者による語学力審査とその証明書の発行は、サービス時間の長短に関わらず、33,000 円を申し受けます。
※ ケースをベースに実施するような特別仕様のトレーニングは、
トレーナーごとに別途 0.5〜1.0 時間分の追加料金を申し受けます。
※「エッセイプレパレーション 固定枠コース」をご利用中の方は、レギュラー・カウンセリング枠内で担当カウンセラーから
st
サービスをお受けいただけます。
「1 R.I.コース」あるいは「パッケージ・コース」の場合、別途のご請求となります。
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■その他のコンサルティング、コーチング

プライベート・コンサルティング／コーチング
＜通年募集の単発および長期サービス＞

内

容

キャリア開発から留学・出願準備関連までのさまざまなご相談に対して経験豊かな欧米人コンサルタントが対面（または
Skype ビデオ通話）にて助言いたします（ご予約は通常１時間）
。ご相談内容に制限はありませんが、出願書類の添削はご提
供できません。
＜ご相談内容例＞ - 自身にとって最善のキャリア開発を実現するためには
- ビジネスを行う上での自身の強みと弱み
- 新たな企業への転職に伴うリスクと利点、注意点
- MBA 取得のベストタイミング

など

留学をすべきかなど、人生を左右する決断についてもアドバイスをご提供いたします。次のステップに踏み出す前に、
進むべき方向を明確にすることができます。
コーチング分野では、英語でのネゴシエーション、プレゼンテーション、パブリックスピーキングなど、幅広い分野の
スキル向上のためのコーチングを、リーダーとしての能力の開発や向上を視野に入れてご提供いたします。
※ コーチング・サービスのご提供に際しては、MBTI 診断を採り入れることがあります（下記ご参照）
。

時間単価

30,800 円または 38,500 円（デバリエ）

[25 分間でのご予約も可能です]

※ 「エッセイ・プレパレーション」および「デバリエのストラテジックコンサルティング・コース」ご利用者には、エッセ
イプレパレーション「固定枠コース」の時間単価にてご提供いたします(上記料金より 28%程度オフ。5 ページご参照)。
☆ グループ形式でのコーチングをご希望の場合は別途お問い合わせください

MBTI パーソナル・コーチング
内

＜通年募集の単発および長期サービス＞

容

MBTI（マイヤーズ・ブリッグスの性格タイプ インディケーター）とは、米国で最も幅広く使われている性格診断の手法です。
個々人の性格の嗜好性、相対的な強みと弱み、チームワーク／リーダーシップのスタイルを明らかにしてくれます。また、
自己認識を深めることができ、出願エッセイの作成においても非常に役立ちます。MBTI 認定ユーザー資格を有するデバリエ
が診断結果をもとに、キャリア・コンサルティングをご提供いたします。

ご提供方法
ご自宅のコンピュータから MBTI 診断サイトにアクセスして診断を実施し（所要時間：30 分程度）
、後日、診断結果をもとに、
デバリエが対面（電話または Skype ビデオ通話）でキャリア・コンサルティング（50 分まで）をご提供いたします。

ご利用料

38,500 円 / 1 回

※ 「エッセイ・プレパレーション」および「デバリエのストラテジックコンサルティング・コース」ご利用者には、エッセ
イプレパレーション「固定枠コース」の時間単価にてご提供いたします(上記料金より 28%程度オフ。5 ページご参照)。
※ その他の注意事項について、本書 15 ページⅢ-4 でご確認ください。
☆ グループ形式でのご利用の場合は料金が異なります。別途お問い合わせ下さい。
診断結果サンプルの一部
Very Clear Clear
Extraversion
Sensing
Thinking
Judging

Moderate

Slight

Slight

Moderate

Clear

Very Clear
Introversion
Intuition
Feeling
Perceiving
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: お申込方法
弊社ウェブサイト - メニュー -

FORMS

>

APPLICATION FORM からお申込みください。

■コンサルティング、プライベートおよびグループ・トレーニング（コース）
Step1.『登録書』＊

および『サービス申込書』のご提出

受領後、電子メールにてお申込みコースの確認やご予約日時などをご案内いたします。
＊登録書は、弊社サービスを初めてご利用の際、又は同書類ご提出後に内容に変更がある場合にご提出いただきます。
Step2. ご利用料のお振込み

指定日までにお振り込みください。指定日またはコース開始日の１営業日前の午後 5 時を過ぎても
着金の確認が出来ずお申込者とのご連絡もとれない場合、お申込みのキャンセルとみなします。
Step3. ご利用開始（コースまたはサービス当日）

全てのお申込み手続きが完了し次第、ご利用開始に関するご案内を差し上げます。
コース開始またはご予約日時等を再度ご確認ください。

■エッセイプレパレーション
st

1 R.I.、固定枠、パッケージのいずれかを選択の上お申し込みください。お申込受領後、電子メールで手続きをご案内いたします。

固定枠コース、パッケージ・コース

1st Round Intensive コース

お申込受付期間 ： 随時。但し正式なお申込受付は、実際に

お申込受付期間 ： 毎年 4 月 1 日〜6 月第 3 土曜日

ご利用を開始する週の 2 週間前から可能。

（審査は 6 月第４土曜日までに終了のこと）

Step1.『登録書』および『サービス申込書』のご提出

Step1.『登録書』および『サービス申込書』のご提出

電子メールでご希望などを確認後、当日中〜2 営業日
程度で担当のカウンセラーなどをご提案いたします。

ご提出を受けて審査日を設定いたします。

Step2. カウンセラーとミーティングをする （30 分程度迄）

Step2. 審査を受ける

ご提案カウンセラーとの無料ミーティングを１回設定
します。なお、第一希望のカウンセラーをご提案の場合、
あるいは、既にご提案カウンセラーとお会いいただいて
いる場合は、ミーティングを省略させていただくことが
あります。また、デバリエは有料でのご提供になります。

TOEFL、GMAT スコア（いずれか 1 つでも可能）
のご提出およびデバリエとのミーティング
ì
審査を通過した方には、カウンセリング時間枠や
初回カウンセリング日時等をご提案いたします。

※ カウンセラーの決定について 14 ページ 2-1)ご参照
Step3. 弊社からのご提案に同意の上、『最終案内確認書』をご提出

ご提案にご同意いただき次第、電子メールで『確認事項』をお送りいたします。『確認事項』の中の『最終案内確認書』
にご署名のうえご提出ください。※『最終案内確認書』にご署名後はご利用料のお支払い義務が発生します。
Step4. ご利用料または利用申込金のお振込み

お振込先：三井住友銀行五反田支店 [普通] No.6953243

お振込確認後『ご利用の手引き』をお送りします。

口座名義：株式会社インターフェイス
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主な注意事項

2019 年 10 月 1 日発行

お申込みの際には、利用者ご本人が本注意書き記載事項に同意の上で『サービス申込書』および『登録書』をご提出ください。ご利
用は申込者ご本人に限定され代理の方のご利用はお断りいたします。
なお、本注意書きはさまざまな事情により変更されることがあります。必ず最新のものをご覧の上でお申し込みください。また、各
コースのページでご案内している注意事項やお申込みを受けて弊社からお送りするご案内書（ご案内メール）も併せてご確認くださ
い。各コースやサービスのご案内に当該サービス固有の規則、または「直前キャンセル」
（本案内書 14 ページご参照）や中途解約に
関する規定がある場合、当該サービス固有の規定が優先されます。
可能な限り日本人スタッフから電話または弊社にて直接コースの説明を受け、サービス内容は勿論、中途解約の際のリスクなども
十分ご理解の上でお申込みください。

・・・・・・・・・・・・Ⅰ.お申込みにあたってのご注意・・・・・・・・・・・・・・・・
1.「登録書」と「サービス申込書」は必要事項全てにご記入ください。
2. お申込みはご利用料のお支払いと確認をもって正式となり、席が確保されます（所属団体•企業様への直接請求の場合を除く）
。

・・・・・・・・・・・・・・ Ⅱ.ご利用料について・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.ご利用料の性格について
エッセイ・プレパレーションなどにおけるご利用料は、カウンセラーがチェックなどでご利用者のために費やした時間やサービスに対してお支
払いいただくもので、合格を保証してのものではありません。チェックの速度や内容、あるいはカウンセリングでご提供した（またはしなかっ
た）助言やその内容などを基準にお支払いただくものでもありません。

2.お申込みのキャンセル及び中途解約料について
一度お納めいただいたご利用料などは、お申込者の都合による申込みのキャンセルや中途解約にあたって一部、または全部をご返却することが
できない場合があります。キャンセルおよび中途解約については、以下のように取り扱います。ご利用のコースを中途終了される場合は、必ず
ご連絡ください（電子メール可）
。
1)

ご予約日またはコース開始日の 1 営業日前の午後 5 時を過ぎて以降のキャンセル（日程変更および欠席を含む）
、各書類をご提出して
以降のキャンセルを「直前キャンセル」 としています。

2) キャンセル料のお支払い、またはご返金に際してのお振込み手数料はご利用者にご負担いただきます。
3) 必要書類の未提出、当日のご欠席、ご予約日時の変更も「キャンセル」として扱います。

キャンセル・中途解約料

コース、サービス名

発生のタイミング

キャンセル・中途解約料

□ デバリエの MBA ストラテジックコンサルティング

一度お納めいただいたご利用料は払戻しいたしません。

□ エッセイ・プレパレーション

『最終案内確認書』ご提出以降

『確認事項』に記載の通り

□ プライベートインタビュー・トレーニング
□ プライベート・コンサルティング／コーチング
□ MBTI パーソナル・コーチング

ご予約日の 1 営業日前の午後 5 時以降

※3

ご利用料

全額

※1 ※2

ご予約日またはコース開始日の 3 営業日
□ 奨学金・社費選抜対策サービス

前午後 5 時以降

※3

の 50%

※3

の全額

ご利用料

□ デバリエの Early-Bird コース

ご予約日またはコース開始日の 1 営業
日前午後 5 時以降
□ デバリエのインタビュートレーニング・コース

□ 英文レジュメ作成サービス

ご利用料

コース開始日の 7 営業日前以降
｢Resume Data Form｣を弊社がお送りし
て以降

ご利用料の全額

ご利用料の全額

※1 コンサルティングのご利用前に本サービスをキャンセルする場合も、MBTI 受診後は、ご利用料全額をキャンセル料として申し受けます。
※2 MBTI 診断結果をもとにしたコンサルティング日時は変更が可能な場合があります（15 ページⅢ-4-2 項ご参照）。
※3 グループ形式によるコースではコースご利用料全額を、プライベート形式の場合は該当回のご予約全時間分を意味します。
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・ ・・・・・・・・Ⅲ．各コース・サービスご利用に関するご注意事項・・・・・・・・・・・
1.デバリエの MBA ストラテジックコンサルティング・コース
1) 本コースでは、デバリエがコンサルタントとしてサービスをご提供いたします。
「エッセイ・プレパレーション」の担当カウンセラーにストラ
テジック・コンサルタントを兼務することをご希望の場合は、１回に限り変更することができます。
2) 担当コンサルタントの都合により、サービスを継続的にご提供することが困難な場合には、代替コンサルタントが本コースでのサービスの一
部または全部を継続いたします。代替コンサルタントを希望せずに本コースのご利用を中止する場合、ご利用料は返金できません。
3) ストラテジー・ミーティングに関する主なご注意：
①書類添削や、各種トレーニング用としてはご利用いただけません。
②通常 7 月から翌年 1 月上旬にかけて、ご予約は平日で承ることが多くなります。
③直前キャンセルは、ご予約時間分の消化となります。
④ご予約時間内に、予定していたテーマについてのディスカッションなどが終了しない場合があります。
⑤ご提供はご予約の開始予定時間から同終了予定時間までです。遅刻あるいはご相談事が少ないなどご利用者の都合によりご予約時間
の一部、または全部を消化せずに終了する場合も消化扱いとなり、ご予約の全時間分がご利用済みとなります。

2.エッセイ・プレパレーション
1)担当カウンセラーの決定、変更について
①担当エッセイ・カウンセラーの決定について

a) 担当カウンセラーは、お申込者のご希望をお伺いした上で弊社がご提案し、その提案にご納得いただいた上で決定いたします。
なお、ご提案の理由の詳細についてはお答えいたしかねます。
b) 本コースお申込時、ご利用を開始される前に、弊社がご提案するカウンセラーにお会いいただく機会を 1 人・１回・25 分程度までに限り
無料にてご提供いたします。但し、第一希望のカウンセラーをご提案の場合、あるいは、すでにご提案カウンセラーとお会いいただいて
いる場合は、ミーティングを省略させていただくことがあります。また、デバリエは有料（19,250 円／25 分まで）でのご提供になります。
②担当エッセイ・カウンセラーの変更について

ご利用開始後も稼働可能なカウンセラーがいる場合、一定の条件の下に変更が可能です。なお、4 月 1 日以降は担当カウンセラーが変更にな
ることがあります。
2)「レギュラー・カウンセリング枠」
「追加カウンセリング」について

固定枠コースにおける「レギュラー・カウンセリング枠」とは、例えば毎週水曜日の夜８時から 10 時までというように、毎週特定の曜日・
時間帯にまとめて 2 時間（正味 100 分）ずつ、エッセイ・カウンセラーが、当該ご利用者のために書類のチェック・サービスを継続的にご
提供し続けていくために固定する時間枠のことです。なお、
「レギュラー・カウンセリング」と区別するために、カウンセリング時間を追加で
ご予約（ご購入）いただく場合のカウンセリングを「追加カウンセリング」としています。
3）「直前キャンセル」について

「直前キャンセル」とは、追加カウンセリングやプライベートインタビュー・トレーニングなど、１st Round Intensive コースと固定枠コー
スにおけるレギュラー・カウンセリング枠以外でのご予約、およびパッケージ・コースにおける『ディスカッション・ミーティング（D.M）
』
のご予約に対し、ご予約日の 1 営業日前の午後 5 時を過ぎて以降のキャンセル（日程変更を含む）を意味します。「直前キャンセル」の場
合、ご利用料の 100%のキャンセル料が発生します。パッケージ・コースでは、直前キャンセルが度重なった場合には、以降の D.M がご提

供できなくなる可能性があります。
4)コースのご利用終了の手続きについて

エッセイ・プレパレーションの各コースにおける「
（正規の）ご利用終了」とは、以下の手続きによって行われます。
①1st Round Intensive コース： 本コースご利用期限内にご指定の 5 校分の全てのエッセイのチェックを終了した場合。
②固定枠コース
②-1 ＜一括払い制＞でご利用の場合： 以下のいずれかを満たす場合、固定枠コース＜一括払い制＞を正規に終了することができます。

②-1-1 ご購入の全ての時間のご利用を消化した場合
②-1-2 担当カウンセラーより 5 校またはそれ以上の出願先のすべてのエッセイについてチェックを受けてご利用を終了する場合
②-1-3 担当カウンセラーにチェックを受けて出願した、1 校またはそれ以上の出願先から合格通知を受け、その旨弊社に報告をした場合
②- 2 ＜月払い制＞でご利用の場合：本コースご利用終了の旨を弊社にご連絡いただくことによってコースのご利用を終了することができます。

なお、以下のいずれかを満たす場合、固定枠コース＜月払い制＞を「正規に終了する」
（「正規ご終了者」）
、としています。
②-2-1 担当カウンセラーより 5 校またはそれ以上の出願先のすべてのエッセイについてチェックを受けてご利用を終了する場合
②-2-2 ご利用時間数が 50 時間またはそれ以上に達してご利用を終了する場合
②-2-3 担当カウンセラーからすべてのエッセイについてチェックを受けて出願した、1 校またはそれ以上の出願先から合格通知を受けてご利
用を終了する場合
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③パッケージ・コースの場合：ご購入の出願先パッケージについて、オプショナル・エッセイを含みカウンセラーが出願に必要と判断するすべ

ての書類をチェックし、チェック完了と判断し、その旨をご利用者に通知した時点で書類チェック・サービスは終了となります。

3.トレーニング、コンサルティングおよびコーチング・サービス
1) ご予約時間を 100%利用できるようご相談事は十分ご用意ください。また、ご相談内容を重要度の高いものから順番に箇条書きし、それをもと
にご質問することをお勧めいたします。
2) サービスのご提供はご予約のサービス開始予定時間から同終了予定時間までです。遅刻、あるいはご相談ごとが少ないなど、ご利用者の都合に
よりご予約時間の一部、又は全部のサービスを消化せずに終了する場合も消化扱いとなり、ご予約の全時間がご利用済みとなります。
3) Skype ビデオ通話をご選択の場合、通信の状況が悪く、音声や映像が途切れることが有りえます（15 ページⅣ-5 項ご参照）。

4.MBTI パーソナル・コーチング
1) MBTI 診断、キャリア・コンサルティングを含め、英語でのご提供です。
2) MBTI 診断結果をもとにしたコンサルティングのご予約後の日程変更は、ご予約日の 1 営業日前の午後 5 時までにカスタマー・サービス宛に
ご連絡があった場合に限り、当初ご予約の日時より 2 週間以内に 2 回まで受け付けいたします。それ以降、コンサルティングを受ける権利は
無効となり、サービスの消化とみなします。また、コンサルティングご予約日の 1 営業日前午後 5 時を過ぎて以降のキャンセルについてもサ
ービスの消化とみなします。
3) MBTI 診断結果は、デバリエによるコンサルティングをご利用になった方にのみお渡しします。

・ ・・・・・・・・・・・・・・Ⅳ．その他のご注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・
1.本案内書記載事項について
1) 本案内書に記載のご利用料金は全て税込み価格です。
2) 本案内書に記載のすべてのコースおよびサービスの「１時間」または「１時間枠」は 50 分間を意味します。

2.インストラクター、コンサルタント、カウンセラー、トレーナーについて
弊社では殆どのサービスを担当者制でご提供しています。担当カウンセラーなどがサービスご利用開始前あるいはご利用期間中に、病気療養な
どのやむを得ぬ事情により変更になることがあります。また、対面、電話、Skype ビデオ通話、電子メールなどのサービスご利用上のコミュニ
ケーション・ツールは、サービスご利用者の事情やご要望によってその都度、ご選択いただけますが、カウンセラーなど弊社の都合によりコミ
ュニケーション手段を電子メール、Skype ビデオ通話または電話のみと指定する場合もあります。

3.スケジュールの変更、サービスご提供（ご予約）時間の変更などについて
1) やむをえぬ事由により、スケジュールなどが予告無しに変更される場合があります。また、弊社の都合によるご予約日時の変更に対するご協
力をお願いすることがあります。
2) 規定人数（最少開催人数）未満で開催する場合、講義やコース時間数を、最大 50%程度短縮してご提供することがあります。

4.遅刻の扱いについて
以下のような不利益を被る可能性があります。
1) 各種プライベート・トレーニング： トレーニングはご入室時から終了予定時間までのご提供となります。
2) 各種ビデオ視聴： ビデオ視聴は終了予定時間までです。それ以降はご視聴途中でもご退室いただく可能性があります。

5.Skype ビデオ通話のご利用について
ご利用者からコンタクトをお取り下さい。Skype の使用中に通信の状況が悪く音声や映像が途切れる場合もご利用者より再度アクセスしてくださ
い。また、事前に Skype 名およびアクセスする時間をお知らせください。なお、通信状況が悪くご予約時間を失うとサービス提供者が判断した場
合は独断でテキスト・メッセージの送受信に切り替えさせていただきます（電話への切り替えはご提供できないことがあります）。なお、以下の
サービスにおいては、別途の切り替えや振替を行います。
1)エッセイ・プレパレーション：担当カウンセラーは、本来の添削サービスに戻りサービスを継続いたします。
2)テスト対策プライベート・トレーニング、インタビュー・トレーニング：
利用者のご希望をお伺いした上で、以下のいずれかの方法で振り替えいたします。
① ご予約開始時間から 5 分未満：当該ご予約の全時間分を再設定
② ご予約開始時間から 5 分以降：当該ご予約の残りの時間分を再設定
③ テキスト・メッセージの送受信（または電話）に切り替え、ご予約分の全時間を消化

6.資料のコピー・プリントアウトについて
弊社オリジナル教材の紛失などご利用者ご本人の責により、新しい教材をご希望の場合は、別途教材費として 1 部 5,500 円を頂戴いたします（教
材の貸し出しは行っていません）
。なお、有料・無料を問わず、同じ教材を 2 部以上お渡しすることはできません。
※ 紛失による教材のご購入は該当コースの終了日から 1 ヶ月以内でのみ可能です。
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※ 教材等のコピー、ご利用者以外への譲渡は固くお断りいたします。

7.サービスご利用時のマナーについて
携帯電話の電源はご入室前にお切りになるか、マナーモードに設定し、ご利用は室外にてお願いいたします。

8.ビデオ撮影とご視聴について
1) ビデオ撮影について

「デバリエのインタビュートレーニング・コース」や各種セミナーでは、主に弊社社内研修を目的として、クラスをビデオ撮影することがあり
ます。なお、プライベート・トレーニングや一部のコースを除き、ご利用者による講義などの録音･録画は禁止いたします。
2) ビデオ視聴について

ご欠席のクラスやセミナーがビデオ撮影されている場合は、後日、ビデオ視聴用のスペースに空きがある場合にご視聴可能となります。なお、
撮影は固定カメラによるため、板書について判読が可能とは言えません。
① ビデオの保管期限は、コース・セミナー開催日より 1 ヶ月間です。それ以降はご視聴いただけません（ビデオの貸出は行っていません）
。
② ご利用者がビデオ視聴用のビデオ、DVD などを直接・間接録音・録画することは固くお断りいたします。
③ ビデオ視聴は、ライブでのクラス・セミナーと同じタイムテーブルにて実施いたします。巻き戻しや一時停止はお断りいたします。

9.コンピュータ環境とご使用について
1) ウィルス対策 のため弊社コンピュータでの記憶媒体（CR-Rom、flash memory 等）の使用はお断りいたします。
2) 「エッセイプレパレーション」においては、ご自身のコンピュータのカウンセラー室内持込は可能です。

10.ご利用者の通知責任について
ご自身の住所、電話番号、電子メールアドレスなどに変更があった際は、必ず弊社カスタマー・サービスにご通知ください。ご通知を怠り、弊
社からのご案内が届かず、そのために不利益を被ったとしても弊社では責任を負いかねます。

11.個人情報保護について
弊社では、書面および電子メールにてご利用者が提出したご利用者の個人情報（住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号、電子メールアドレ
ス等）を、それぞれの利用目的に応じて適切に管理いたします。裁判所、警察署など法律や条例などで認められた権限を持つ機関から要請があ
る場合等の特別の理由がない限り、ご利用者の個人情報等をご本人の許可なく第三者に提供することはいたしません。また、ご利用者に安心し
てご利用いただけるサービスのご提供に努めるため、個人情報等への不当なアクセス、不正流用、誤用、紛失、漏洩、改ざん等の防止のために
適切な保護対策を講じています。

12.お忘れ物のお預かりについて
お忘れ物については、拾得日から 3 ヶ月間お預かりいたします。お申し出がない場合、廃棄処分といたします。

弊社が提供する全てのコースおよびサービスは、いずれも特定商取引法の継続的役務提供適用外サービスとなり
ます。また、欧米のトップスクール合格やキャリアの成功を保証するものでもありません。
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株式会社

インターフェイス

〠141-0021 東京都品川区上大崎 2-13-20 高砂ビル白金 301 号室
Tel.: 03-5420-1572＊ Fax: 03-5420-1586
customer-service@kkinterface.co.jp

定

www.kkinterface.co.jp

休 日：毎週 月曜日

特別休業日：7/29-8/7、12/25、12/29-1/3 ほか

＊受付スタッフは事務所に常駐しておりません。
対面でのサービス案内をご希望の場合は、まずはメールにてご要請ください。

