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お申し込み前の確認事項 

 

ネクスト デスティネーションにご興味いただきありがとうございます。 

お申し込み前に下記の注意事項をお読みいただき、同意いただいた上でご利用ください。 

 

3 つのサービス提供を下記の順番で表記しております。 

① 英会話教室・・・・・・・・・・p.1~3 

② 翻訳・通訳サービス・・・・・・p.4-5 

③ 料理教室・・・・・・・・・・・p.6-7 

 

① 英会話教室： 

特定商取引法に基づく表記 

事業者名 ネクスト デスティネーション 

Next Destination 
事業内容 英語コミュニケーションサービス（英会話レッスン・翻訳・レッスン通訳・料理教

室）下記詳細は英会話教室に伴うものとなる。 

利用環境 ※オンラインで学ぶ場合： 

利用可能な PC：Windows, Mac 等、インターネットの接続可能な環境。iOS 搭載

(iPhone 及び iPad)あるいは、Android OS 搭載のスマートフォンまたはご自宅・オ

フィスにて 

ソフト： ※オンラインで学ぶ場合： 

ご自身で Skype の外部サイト：(Skype)より、事前準備 

（無料登録及び PC によってマイク＆ヘッドフォンご購入の必要あり） 

サービス価格 入会金 10,000 円（別途消費税）～ 

1 レッスン：60 分につき 3,600 円（別途消費税）～のコース申込み 

詳細は当サービスの*1 各コース料金を参照下さい。 

サービス価格以外の 

必要料金 

・振込み手数料 

・当サービスとオフィス、飲食店等の講師の往復交通費（無料体験レッスン含む）

（対面指導の場合に限る） 

・コースにより教材が必要の場合があります。(任意) 

・郵便料：お客様都合により各届出書が郵送、宅急便の場合（利用契約申込書・ 

入会後の長期休会・解約届出書） 

・サービス利用料の他に消費税 

支払時期/方法 お申し込みから 

個人様の場合：入会後 7 日以内とさせていただきます。2 回目以降は翌月分を前払

いの 28 日毎。 

法人様・団体様の場合：会社様のお支払規定に準ずるものとする。 

※通常、平日の場合は 1 営業日、その他土/日/祝日の確認は 

時間を頂く場合があります。 

銀行振込み（翌月分を当月末日まで） 

商品名 Breakthrough Plus, Globe Trotters 等 

販売数量の制限 教材の必要なコースの場合は直接注文店でお買い求め下さい。 

http://www.skype.com/ja/download-skype/skype-for-computer/
https://nextdestination-eng.com/courses/
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販売数量の制限は特にありません。 

※注文による料金はお客様のご負担となります。 

商品の 

引き渡し時期 

通常、注文日から起算して 1 週間～10 日（離島を除く）かかります。 

（※注文店、出版社の在庫の都合により発送日の延滞が生じる可能性あり） 

商品の送料 各注文店により異なりますので詳細を注文店に直接ご確認の上、 

お客様自身でお選び下さい。送料が有料の場合はお客様のご負担となります。 

サービス開始時期 

及び期間 

お申込み・お振り込み内容の承諾後、（オンラインコースの希望者はインターネット

環境チェックを行い）初回の無料レッスンを開始します。 

6 ヶ月または 1 年間の提供となります。 

2 ヶ月毎のコースは追加を希望する場合に限り提供します。 

いずれも契約満了日に修了します。  

申込有効期限 商品販売期間中、申込みが可能です。 

返品期限 

（教材の必要者のみ） 

教材の到着後、瑕疵があった場合の返品・交換につきましては即注文店に 

ご連絡下さい。当サービスは注文店で購入された商品の返品・交換は致しておりま

せん。 

返品送料 

（教材の必要者のみ） 

・瑕疵があった場合の教材の返品送料は注文店に直接ご確認下さい。 

・中途解約またはコース修了後の教材の返品は特にありません。 

当サービスにお返しする必要はありませんので自由にお使い下さい。 

遅刻/欠席方法： オンライン：遅刻・欠席報告→当日 1 時間前までに E メール・line にてご連絡。 

但し、30 分経過しても連絡がない場合は 1 回分の 100%のレッスン料が発生。 

オフィス・飲食店、指定の教室等：  

遅刻→当日 1 時間前までに E メール・line にてご連絡。 

但し、30 分経過しても連絡がない場合は 1 回分の 100%のレッスン料及び別途 

講師の往復交通費が発生。 

欠席→当日 1.5 時間前までに E メール・lin@にてご連絡。 

但し、当日 1.5 時間以内のキャンセル（欠席）の場合は 1 回分の 100%のレッスン料

及び別途講師の往復交通費が発生。 

振替サービス： 1日前まで E メール・line の連絡によりレッスンが変更（無料）。 

当日受講予定が急に欠席になった場合：1.5 時間前までに E メール・line で 

ご連絡があり、振替を希望される場合はレッスンが変更（無料）。 

但し、3 回以上振替依頼が続いた場合は 1 回分の 100%のレッスン料及び別途 

講師の往復交通費が発生。 

休暇取得方法： 

 

各コースに対して 2 日前までに所定フォームの提出により休会を取得 

6 ヶ月契約で 1 ヶ月以上のお休み→6 ヶ月までお休みが可能。 

1 年の契約で 1 ヶ月以上のお休み→1 年までのお休みが可能。 

2 ヶ月以内に 2 週間以上のお休み→4 ヶ月までのお休みが可能。 

中途解約クーリングオフに

関する事項に関する事項 

お申込みをされた日から 8 日間は書面による契約の撤回、解除が可能です。 

お客様はクーリングオフに伴う損害賠償金や違約金を支払う必要はありません。 

効力は書面を発信した日（郵便消印日）から生じます。 

2 ヶ月以内で契約金額 5 万円以下のコースは対象外となります。 

中途解約の返還はしております。（契約の解除が役務提供開始前と後で金額が 

異なる） 
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2 ヶ月以内で契約金額 5 万円以下のコースは対象外となります。 

返還特約に関する事項 利用者都合による返還をしております。退会を希望される場合は所定の退会手続き

を行うことで退会が可能です。 

無料体験レッスン 振替：予約の前日までに E メールにてご連絡後、日時変更が可能。 

キャンセル：当日の E メールでのご連絡は出席扱いとなり、対面レッスンの場合は

講師の往復交通費のみ発生（前払い）。返金は出来かねます。 

割賦販売法に基づく抗弁権

の接続に関する事項 

ローンやクレジットの取り扱いはございません。 

前受金の保全に関する事項 前受金は戴きませんので該当しません。 

代表者名 東 洋美 

営業所 東京都品川区(詳細につきましてはご利用のお客様に別途 E メールにてお伝えしま

す) 

電話番号 090-2255-5742 

E メールアドレス info@nextdestination-eng.com 

ホームページ http://nextdestination-eng.com/  

※1 各料金の詳細は「各コース料金」よりご確認下さい。 

  

mailto:info@nextdestination-eng.com
http://nextdestination-eng.com/
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② 翻訳サービス・通訳サービス： 

特定商取引法に基づく表記 

事業者名 ネクスト デスティネーション 

Next Destination 

事業内容  英語コミュニケーションサービス 

・翻訳（J→E） 

例：E メール翻訳/プレゼン資料/パンフレット/ホームページ/店舗メニュー/料理

レシピ、その他レッスン詳細等。 

・レッスン通訳（J⇔E） 

お見積り方法  ご依頼内容に基づいた見積書を E メールによりお見積りいたします。料金はサー

ビスをご利用いただく前にご依頼内容に基づいて見積書を作成し、見積金額・納品

日を E メールにてお知らせいたします。詳細に応じて合計金額、納品日が決定しま

す。詳細確定後、請求書をお送りします。 

納品方法 E メール、郵送、宅配便による発送。 

納品時期 見積書・請求書に納品予定日を記載し、それに従って納品いたします。 

商品価格  2,000 円（別途消費税）～。見積書に記載した価格。 

詳細は「当サービスについて」よりご確認下さい。 

商品価格以外の 

必要料金 

・振込み手数料 

・郵便料：お客様都合により郵送、宅急便の場合（サイズ・重量により配送料は 

異なります） 

・サービス利用料の他に消費税 

・往復交通費（通訳のご依頼に限る） 

支払方法  銀行振込み。 

請求書を E メール、郵送、宅配便などで成果物と共に送付し、請求書に記載した当

サービス指定銀行口座へのご送金をお願いいたします。 

支払時期  前払い：ページ数が 1～5 ページまでの場合はお申し込みから 7 日以内のお支払い

をお願いいたします。 

後払い：ページ数が 5 ページ以上の分は、サービス提供後の残金となり、当サービ

スの指定期日までにお振込みをお願いいたします。 

法人様・団体様の場合は会社様のお支払規定に準ずるものとする。 

※通常、平日の場合は 1 営業日、その他土/日/祝日の確認は 

時間を頂く場合があります。 

支払期限  請求書を E メール発送後、前払いの支払期限経過後は自動的にキャンセル扱いと

なります。この場合はお客様のキャンセル料及び当サービスの納品義務は発生し

ません。 

後払いの支払期限経過後は翌日から元本に対した年 14.6%の割合による遅延損害

金が発生します。 

その他  ・郵便物に傷等の瑕疵があった場合、直接運送会社にお問い合わせの上、状況を説

明・確認するものとします。 

・納品されたデータに万一瑕疵があった場合には、納品後 1 ヶ月以内にご連絡く

ださい。速やかに修正を行い、再度納品させていただきます。 

・利用料金の見積の際に利用者が提示する基礎情報に誤りがあり、見積金額と本
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来の価格に差異が生じた場合、当該差額については利用者が負担するものとし

ます。 

クーリングオフに関す

る事項 

通信販売でのお申し込みはクーリングオフ制度が適用されませんのでご了承くだ

さい。 

返金 修正は無料で行いますが、返金や解約は出来かねます。 

キャンセル・交換 翻訳及び通訳： 

・キャンセル：作業開始前のキャンセルは無料で受け付けています。 

但し、作業開始後のキャンセルはその時点までの作業量や内容に応じた翻訳料が

発生します。※原文の文字数 x 単価の計算。（@16 円/文字）（※通訳は当日の通訳

に伴う準備（翻訳）をいう） 

・作業開始後の原稿交換：原則として受け付けておりません。 

但し、原稿の差し替えを希望する場合は原稿交換時点までの作業量や内容に応じ

た翻訳料が発生します。※原文の文字数 x 単価の計算。（@16 円/文字） 

原稿交換後の翻訳サービスについて新たに見積書、請求書が作成されます。 

・納期または通訳の日時の変更を希望の場合：E メールで送信した時点で変更が完

了となります。（通訳の日時の変更） 

代表者名 東 洋美 

営業所 東京都品川区(詳細につきましてはご利用のお客様に別途 E メールにてお伝えしま

す) 

電話番号 090-2255-5742 

E メールアドレス info@nextdestination-eng.com 

ホームページ http://nextdestination-eng.com/  

 

  

mailto:info@nextdestination-eng.com
http://nextdestination-eng.com/
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③ 料理教室： 

特定商取引法に基づく表記 

提供事業者  ネクスト デスティネーション 

Next Destination 

サービス名  ホーム スィート クッキング料理教室 

Home Sweet Cooking 

事業内容  英語コミュニケーションサービス 

・料理教室（日本語、英語）での単独レッスン（無期限） 

・通訳（英語通訳つき） 

利用環境： ※オンラインで学ぶ場合： 

利用可能な PC：Windows, Mac 等、インターネットの接続可能な環境。iOS 搭載

(iPhone 及び iPad)あるいは、Android OS 搭載のスマートフォンまたはご自宅・

オフィスにて 

ソフト ※オンラインで学ぶ場合： 

ご自身で Skype の外部サイト：(Skype)より、事前準備 

（無料登録及び PC によってマイク＆ヘッドフォンご購入の必要あり） 

サービス価格  入会金 10,000 円（別途消費税）～（初回のみ） 

1 レッスン：4,000 円（別途消費税）～ 

詳細は当サービスの*1「各コース料金について」をご参照下さい。 

サービス価格以外の必

必要料金  

・振込み手数料 

・材料の購入を希望された場合の代金：400 円（別途消費税）～ 

・郵便料：お持ち帰りが郵送の場合（サイズ・重量により配送料は異なります） 

・サービス利用料の他に消費税 

・ご自身の往復交通費（キッチンスタジオの場合） 

申込み方法  ・当サービスのウェブサイト、各コース料金をご覧ください。 

申込みの有効期限  無制限 

サービスの提供時期 お申込みいただいたレッスンの日時 

サービスの支払方法  ・レッスン料：銀行振込み。 

・調味料：（当サービスウェブサイトより販売店に直接お申し込みください） 

サービスの支払時期  お申し込みから 

個人様の場合：毎回のお申し込みから 7 日以内当サービス指定銀行口座にお振込

み下さい。 

法人様・団体様の場合：会社様のお支払規定に準ずるものとする。 

※通常、平日の場合は 1 営業日、その他土/日/祝日の確認は 

時間を頂く場合があります。 

・調味料：（オンラインショップの支払期限に準ずるものとします） 

商品の売買契約を二回

以上継続して締結する

場合の販売条件  

入会金は初回のみ。 

販売数量の制限等特別

の販売条件  

海外への商品の発送は賞味期限により出来かねる場合がございますので直接販売

店にご相談ください。 

請求により送付する 調味料：400 円（別途消費税）～ 

http://www.skype.com/ja/download-skype/skype-for-computer/
https://nextdestination-eng.com/courses/


7 

 

書面の価格  （オンラインショップより） 

その他  お持ち帰りされた商品に、万一瑕疵があった場合、当サービスは一切の責任を負い

かねますので予めご了承ください。 

クーリングオフに関す

る事項 

通信販売でのお申し込みはクーリングオフ制度が適用されませんのでご了承くだ

さい。 

キャンセル方法 利用者都合でキャンセルを希望される場合は E メールのご連絡をお願いいたしま

す。但し、日にちによりキャンセル料が発生しますのでご注意ください。 

キャンセルについて  当サービス規定のキャンセルポリシーに従い、レッスンのキャンセル料が発生し

ます。 

当日の 8 日前：無料 

当日の 7 日～3 日前→レッスン料の 50% 

当日の 2 日前から当日→レッスン料の 100% 

返金について  原則、レッスン料をお支払いいただいた後の返金は出来かねます。 

当サービス都合によりレッスンが中止になった場合は、レッスン料を返金いたし

ます。 

当サービスを通してオンラインショップより材料の購入を希望された場合の返金

は商品に欠陥がある場合を除き、基本的には返品は出来かねます。 

代表者名  東 洋美 

営業所  東京都品川区(詳細につきましてはご利用のお客様に別途 E メールにてお伝えしま

す) 

電話番号  090-2255-5742 

E メールアドレス  info.hsc@nextdestination-eng.com 

ホームページ  （日本語）：http://nextdestination-eng.com/ 

（英語）http://hscooking.nextdestination-eng.com/ 

 

 

 

 

mailto:info.hsc@nextdestination-eng.com
http://nextdestination-eng.com/
http://hscooking.nextdestination-eng.com/

