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※現地の祝祭日は休校となります。振替授業は行われません
※同じ国でも、年や州によって独自の祝祭日がある場合があります。
※現地の祝祭日は休校となります。振替授業は行われません
※同じ国でも、年や州によって独自の祝祭日がある場合があります。

契約解除の日

旅行代金の10%

旅行代金の20%

無 料

a:「特定日」に旅行を
開始する旅行

b:「特定日以外」に旅行を
開始する旅行

旅行開始日がピーク時の旅行であって
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

40日目に当たる日以降31日目にあたる日まで
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目に当たる日以降3日目にあたる日まで

旅行開始後の解除又は無連絡不参加
旅行代金の50%

旅行代金の100%
旅行開始日の前々日以降旅行開始日まで

お問い合わせ・お申込先

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお訊ねください。

日程表の中のマーク
（滞在形態や移動中） ホームステイ レジデンス 航空機による移動 機中泊

早 朝 朝 午 前 午 後 夕 刻 夜 深 夜
4:00 6:00 8:00 12:00 16:00 18:00 23:00 4:00

 当会所定申込書にお客様のローマ字氏名を記入される際は、ご旅行に利用されるパスポートに記載されている通
りにご記入ください。お客様が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する諸機関への氏名訂正等が必要となります。この場
合当会らはお客様に変更手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場
合もあります。この場合上記取消料をいただきます。

その他

 この旅行条件は2017年7月1日を基準としています。また、旅行代金は2017年7月1日現在有効な運賃・規則を基
準として算出しています。
旅行条件・代金の基準

 運輸機関の課す付加運賃・料金（燃油サーチャージ等）、現地出入国税、空港税、航空保険料はパンフレ
ット記載の旅行代金に含まれておりますが、日本国内の空港施設使用料は旅行代金に含まれていません。旅行代金と併せて日本円にて
お支払いください。

 お申込みは、海外旅行取扱生協店舗の当会指定申込書に所定の事項を記入し、申込金（1万円以上）を添え手続き
ください。申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。電話・郵便・ファックスその他の通信手段でお申込みの場合、当
会が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内に、申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。旅行契約の締結は当
会が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時成立するものとします。お申込みの際必ずガイドブック『出発までに&旅先で…』をお受け
取りください。

 旅行代金から申込金を差し引いた残額は、出発日の31日前（もしくは生協店舗が指定する日）までにお支払いく
ださい。クレジットカードやローンによるお支払いの場合も、旅行出発日の31日前までにお手続きください。
旅行代金のお支払い

 旅行契約成立後、契約の解除はいつでも可能です。その場合以下の取消料をお支払いいただきます。
a:「特定日」（4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7）に旅行を開始する旅行b:「特定日以外」に旅行を開始する旅行

取消料

留学中のあなたを

日本語で24時間・3
65日お手伝い

留学中のあなたを

日本語で24時間・3
65日お手伝い

あんサポ24あんサポ24

http://travel.univcoop.or.jp/sa/

ご旅行条件（抜粋）詳細は別途お渡しする
旅行条件書にてご確認ください。

★このパンフレット掲載の旅行は、全国大学生活協同組合連合会（以下、「当会」とい
　う）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当会と募集型企
　画旅行契約を締結することになります。
★旅行契約の内容・条件は以下の表示事項以外に、別途お渡しします。旅行条件　
　書、出発前にお渡しする最終日程表および募集型企画旅行業約款によります。
★20歳未満の方は保護者同意書の提出を条件といたします。

短期
語学留学 ホームステイ&レジデンス

アクティブ
英語研修

コース表の見方

Melbourne Cup Day ※ビクトリア州11/7（火）

Queen's Birthday（女王誕生日） ※クィーンズランド州10/2（月）

Labour Day ※ニューサウスウェールズ州10/2（月）

カナダ

イギリス

オーストラリア

オーストラリア AFL Grand Final Day　※ビクトリア州

Summer Bank Holiday

Rememberance Day（戦没者追悼記念日）

Thanksgiving Day（感謝祭）10/9（月）

11/11（土）

アイルランド October Bank Holiday10/30（月）

National Holiday（共和国施行日）12/13（水）

マルタ Public Holiday（聖母アリア懐胎の日）12/8(金）

9/29（金）

8/28（月）

お申込み

燃油サーチャージ・空港税について

5

16・23・30日間

★成田・関空発着

燃油サーチャージ 旅行代金に含みます

エミレーツ航空で行く
アクティブ ダブリン・マルタ

英語研修 

ATLAS Language Schoolは2003年に設立された新しい語学学校。設立当初、
ダブリン南部の小さな語学学校としてスタートしたが、質の高い教育が評価され、急
成長をみせる。現在では年間2500人以上の学生が学ぶ大規模校の一つまで成長。
2013年にはジョージア様式の校舎に移転。カフェやライブラリー、スチューデント
ラウンジなど、オシャレな設備が用意されている。アイルランド政府認定校。熱血指
導の他に課外活動も豊富で、ダブリンを堪能できます。ホームステイ先は路面電車、
バス等の交通機関で約25〜35分程度で通学可能。常駐している日本人スタッフ（シ
ンペイさん）が何かあったときにすぐに対応してくれるのも安心ポイントです。

街の中心部近く、運河に面した新校舎、
熱心な教師陣＆スタッフのもと「本物の英語力」を身につける。

アトラス ランゲージ スクール

■学生数：250 〜 375人
■レベル数：6レベル（初級〜上級）
■クラス人数：平均8名（原則最大14名）
■日本語スタッフ：常駐している
■アクティビティ：読書クラ

ブ、グラマークラブ、ディス
カッション、ギネス工場見
学、市内ツアー、多国籍パー
ティー etc…

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）

School
data

B

オシャレな学校
日本人スタッフ
もいて安心

1993年にホーナーファミリーで設立。校舎はダブリンの中心に3棟あり、
教室数は21室、いずれの教室もインターラクティブホワイトボードを完備。
学習用の図書室・PCルーム・コーヒーショップ・Wi-Fiも完備。講師は「生
徒の可能性を最大限に引き出す指導をする」をモットーに、クラス平均8 〜
10人の少人数制（夏季除く）。学生の国籍は75％がヨーロッパ出身という
のも環境としてはお薦め。短期、長期ともレッスンには定評があり、会話の
多い中級以上のクラスを目指して下さい。日本好きな経営者はとてもフレ
ンドリーで親切、困った事があったら何でも相談にのってくれます。

アイルランド首都ダブリンにある、
英語教育に経験豊かなファミリー経営の中規模校。

ホーナースクール オブ イングリッシュ

■学生数：80 〜 250人
■レベル数：6レベル(初級〜上級)
■クラス人数：平均10名（最大14名）
■日本語スタッフ：いない
■アクティビティ：学校から

徒歩10分のスポーツジム
を格安で利用可能。アイル
ランド音楽鑑賞、市内観光、
ギネス博物館見学etc…

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）

School
data

A
家族経営の
良さが凝縮
された学校

世界展開している語学学校LSIのマルタ校（提携校）です。世界中の多くの学生に英語教育を提供し
ている歴史のある語学学校の一つです。学校はスリーマの街の中心にあり、海岸まで数分の場所に
あります。1クラスの人数も最大10名、平均5名〜８名と少なく、日本人の割合がとても少ないの
が特徴です。年間50ヶ国以上から参加し、日本人割合は学校全体で1 〜 2％です。先生、スタッ
フは皆フレンドリーで仲が良く、すぐに打ち解けられる雰囲気があります。会話を中心にレッスンは
行われ、世界各国からの学生と英語を勉強します。ホームステイ先も、ほとんどが徒歩圏内で、放
課後もゆっくりと観光したり、友達と過ごす事ができます。ヨーロッパの雰囲気を味わいながら、活
きた英語を学べる学校です。学校内はW-iFiが利用でき、学生が使えるパソコンルームもあります。

日本人割合の少ない学校。地中海の風を感じながら、
フレンドリーなスタッフ、先生に囲まれ、英語研修。

LSI マルタ校 (提携校)

■学生数：130 〜 350人
■レベル数：6レベル
■クラス人数：5 〜 8名（最大15名）
■日本語スタッフ：いない
■アクティビティ：市内観光、一

日市 外ツアー、バー ベキュー
パーティー、サルサレッスン、青
の洞窟観光、ボートツアー、ゴ
ゾ島観光、マリンスポーツetc…

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）
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C

世界中の学生
勢揃い

友達づくりにも

地中海に浮かぶ小さな島国マルタ。東西文化の交差点とも言われ、色々な文化が入り混じる不思議な国で
もあります。学校は、セントジュリアンの中心「パーチャビル」から徒歩10分ほど、閑静な高級住宅街スウィー
キーに位置します。校舎のすぐ隣にはミニスーパーがあり、学生達の朝昼食のパンや飲み物など生活必需
品を揃えることができます。海を見渡せる海岸へも徒歩15分ほどで、マルタらしいロケーションと言えます。
またこの学校はリゾートホテルかと間違うような雰囲気があり、その理由は、学校の敷地にプールがあり、
その周りを各学生寮が囲んでいるというスタイルになっているからです。また、ブラジル育ちの日本人スタッ
フのまゆみさんが滞在中、日本語でお世話してくれるのは安心材料かもしれません。さらに、色々な国籍の
学生が通うというのもこの学校の特徴で、パーティー好きな人はクラスメイトとたまには夜の居酒屋で交流
を深めるのも良いかもしれません。マルタの市街地（バレッタ）は世界文化遺産登録の街で、古い歴史のあ
るこの島国をくまなく散策するのも研修中の楽しみになるかも。ゴゾ島とコミノ島観光がお勧めです。

地中海の素敵な海を堪能しつつ英語を学ぼう！

クラブクラス マルタ

■学生数：450人
■レベル数：8段階（Starter 〜 Advanced）
■クラス人数：7 〜 10名（最大12名）
■日本語スタッフ：常駐している
■アクティビティ：フリーレッスンでサルサ教室

やゴゾ島・コミノ島観光等。学校のレセプション
にスケジュールが載っているのでお気軽に参加
して下さい。不定期ですが、イタリア、ギリシャ
などへの週末のエクスカーションもあります。

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）
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D
バス停目の前、
アクセス抜群

旅 行 代 金  東 京 発 着
研修校 16日間コース

（研修2週間）
23日間コース
（研修3週間）

30日間コース
（研修4週間）

レッスン数
食事・その他

コースNo.250、251　A
A 285,000円
B 262,000円

A 340,000円
B 317,000円

A 396,000円
B 374,000円

月〜金曜日
週16時間
一日2食

ホーナー スクール
オブ イングリッシュ

（標準コース）
集中コース 15,000円追加 23,000円追加 29,000円追加 週21時間

コースNo.250、251　B
A 295,000円
B 272,000円

A 353,000円
B 330,000円

A 412,000円
B 390,000円

月〜金曜日
週20時間
一日2食

アトラス ランゲージ
スクール

（標準コース）
集中コース 17,000円追加 26,000円追加 34,000円追加 週25時間

コースNo.250、251　C
A 282,000円
B 259,000円

A 336,000円
B 313,000円

A 392,000円
B 369,000円

月〜金曜日
週20レッスン

〈1レッスン：45分〉
（週15時間）

一日2食

LSI マルタ校
（提携校）

（標準コース）
集中コース 12,000円追加 18,000円追加 24,000円追加 週30レッスン（22.5時間）

コースNo.250、251　D
A 273,000円
B 250,000円

A 326,000円
B 303,000円

A 381,000円
B 358,000円

月〜金曜日
週20レッスン

〈1レッスン：45分〉
（週15時間）

一日2食

クラブクラス
マルタ

（標準コース）
集中コース 25,000円追加 38,000円追加 50,000円追加 週30レッスン（22.5時間）

学生寮追加代金 10,800円追加 18,700円追加 26,600円追加 個室/食事なし（自炊可）

※上記コースで、集中コースをご希望の場合、旅行申込時にお申し出ください。

（ご注意） 「レベル数」と「1クラスの人数」は、滞在される期間のスクールの「生徒総数」などにより、表記と異
なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、「アクティビティ」は、あくまでも「例」と
してですので、滞在中に表記されたもの全てに参加できるとは限りません。

国際クラス ホームステイ

■添乗員： 同行しませんが、研修期間中はスクールスタッフがお世話します。
■最少催行人員：1名
■滞在方法：ホームステイ（原則個室）、クラブクラスマルタのみ学生寮（個

室・自炊）のリクエストが可能です。
■利用予定航空会社： エミレーツ航空
★このコースは帰国日の変更・延長等は一切できません。
	 注）	このコースでは、旅券残存有効期間が、アイルランド・マルタ出国

時6ヶ月以上あるものをご用意下さい。
★このコースは、出発1ヶ月前までにパスポート情報が必要です。

日　程 （ダブリン）
1 1 1 土曜日：22：00 〜 23：50：成田・関空発 t

空路、ダブリンへ。（ドバイ乗り換え） v 機中泊

2 2 2
日曜日：午後：ダブリン着
着後、出迎えを受け、ホームステイ先へ。

 ダブリン泊

3
▼
14

3
▼
21

3
▼
28

ダブリン各研修校にて語学研修
●初日にオリエンテーションとクラス分けテスト
　（研修初日の月曜日が祝日の場合は翌日から）
●クラス（授業）
・週5日間（月〜金曜日）
・週16 〜 20時間（基本）
●土・日はフリータイム
　各自のプランにてお過ごし下さい。

 ダブリン泊／語学研修

15 22 29
土曜日：滞在先を後に、各自空港へ移動。
各自にて帰路のフライト・チェックイン。
午後：ダブリン発 t
空路、帰国の途へ。 v 機中泊

16 23 30
日曜日：（ドバイ乗り換え）
夕刻：成田・関空着
着後、空港にて解散。

旅行代金に含まれるもの
●日程表に記載しているエコノミークラスの団体航空運賃（この運賃・料金
には、運送機関の課す付加運賃・料金を含みます。）●ホームステイ滞在費用

（各契約の食事／原則個室）●語学研修費用（授業料）●現地出入国税、航空保
険料●到着時の出迎え費用●燃油サーチャージ ※ホームステイは各校とも原
則個室となっておりますが、繁忙期では場合によって、相部屋になることも
ありますので、あらかじめご了承ください。●あんサポ24会費
旅行代金に含まれないもの
●日本国内の交通費、食費、滞在費●日本国内の空港施設使用料（成田：
2,090円、関空：2,730円）、旅客保安サービス料（成田：520円、関空：
310円） ※航空券に切り込みの為、旅行代金と一緒にお支払いください。●
現地での通学交通費●帰国時の空港までの交通費●現地アクティビティ代●
個人的諸費用（電話代、クリーニング代など）●自由行動中の一切の費用●超
過手荷物料金●渡航諸手続費用（旅券印紙代など）●教材費

日　程 （マルタ）
1 1 1 土曜日：22：00 〜 23：50：成田・関空発 t

空路、マルタへ。（ドバイ乗り換え） v 機中泊

2 2 2
日曜日：13：00 〜 14：30：マルタ着
着後、出迎えを受け、ホームステイ先へ。

 マルタ泊

3
▼
14

3
▼
21

3
▼
28

マルタ各研修校にて語学研修
●初日にオリエンテーションとクラス分けテスト
　（研修初日の月曜日が祝日の場合は翌日から）
●クラス（授業）
・週5日間（月〜金曜日）
・週20レッスン（基本）
　（1レッスン45分）
●土・日はフリータイム
　各自のプランにてお過ごし下さい。

 マルタ泊／語学研修

15 22 29
土曜日：滞在先を後に、各自空港へ移動。
各自にて帰路のフライト・チェックイン。
午後：マルタ発 t
空路、帰国の途へ。 v 機中泊

16 23 30
日曜日：（ドバイ乗り換え）
夕刻：成田・関空着
着後、空港にて解散。

旅行企画・実施：全国大学生活協同組合連合会　旅行センター

出発日（土）
帰国日（日）

16日間
（研修2週間）

23日間
（研修3週間）

30日間
（研修4週間）

A    9月23日 10月  8日 10月15日 10月22日
A    9月30日 10月15日 10月22日 10月29日
A  10月  7日 10月22日 10月29日 11月  5日
A  10月14日 10月29日 11月  5日 11月12日
B  10月21日 11月  5日 11月12日 11月19日
B  10月28日 11月12日 11月19日 11月26日
B  11月  4日 11月19日 11月26日 12月  3日
B  11月11日 11月26日 12月  3日 12月10日
B  11月18日 12月  3日 12月10日 12月17日
B  11月25日 12月10日 12月17日 12月24日
B  12月  2日 12月17日 12月24日 −
B  12月  9日 12月24日 − −
大阪発着追加代金 10,000円

関空発着
251

コース No.

成田発着
250

コース No.

クラブクラスマルタ
のみ

レジデンス 出発保証

7
月
21
日

7
月
21
日

◀︎面倒見のよいスタッフ
　マルケス まゆみさん
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時期によっては70カ国以上から学生が集まるとも言われる、国籍比率では定評のある学校で
す。アクティビティも映画鑑賞から小旅行までバリエーションが多く開催率も高いため、より多
くの方と関わりたい方にオススメの学校です。レベル分けが細かいことが特徴で、より自分の
レベルに合ったクラスで学ぶことが可能。校内の内装にも力を入れており、オシャレで明るい
設備で快適に学べる環境が整っています。授業では週2回、午後に選択科目があります。2週
に1回テストもあるため、自分の弱点把握や進捗確認にも役立つ上、モチベーションをしっかり
保ちながら学ぶことが可能です。また、一国籍が30％を超えることがないようしっかりと努め
ているため、申し込み制限もかかることの多い人気校です。お申し込みはお早めにどうぞ。

多くの国から学生が集まる、
オシャレな大規模校。

ILAC バンクーバー校

■学生数：1000 〜 1500人
■レベル数：17レベル（初級〜上級）
■クラス人数：平均13名
■日本語スタッフ：常駐している
■アクティビティ：水族館、

ナイトクラブ、卓 球、ラテン
ダンス、ムービーナイト、ボー
リング、スポーツ観戦、小旅
行ではウィスラー観光etc…

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）

School
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D
17段階の
詳細な
レベル分け

16・23・30日間

札幌追加
212

コース No.

福岡追加
214

コース No.

★東京（羽田または
成田）発着

（札幌・大阪・福岡追加）出発保証国際クラス ホームステイ

燃油サーチャージ 旅行代金に含みます

大阪追加
213

コース No.

日　程

1 1 1

17：30〜18：50：羽田または成田発 t
空路、トロントへ

‥‥‥‥‥《日付変更線通過》‥‥‥‥‥
夕刻：トロント着
着後、出迎えを受け、滞在先へ。
 トロント泊

2
▼
14

2
▼
21

2
▼
28

トロント各研修校にて語学研修
●初日にオリエンテーションとクラス分けテスト
　（研修初日の月曜日が祝日の場合は翌日から）
●クラス（授業）

・週5日間（月〜金曜日）
・週15〜16.7時間（基本）
●土・日はフリータイム
　各自のプランにてお過ごし下さい。

トロント泊／語学研修

15 22 29

滞在先から、各自空港へ移動。
各自にて帰路のフライト・チェックイン
午後：トロント発 t
空路、帰国の途へ。

‥‥‥‥‥《日付変更線通過》‥‥‥‥‥
v 機中泊

16 23 30 15：30〜17：30：羽田または成田着
着後、空港にて解散

旅行企画・実施：全国大学生活協同組合連合会　旅行センター

直行便で行く アクティブ
トロント 英語研修

カナダ主要3都市にて開校しているILSC。フレキシブルなカリキュ
ラムと充実した設備が魅力です。市内中心部のきれいな校舎は、地
下鉄駅からも約5分と便利です。しっかりした生徒の声を科目に反
映させるなど、「Student Centred Policy」を大切にしています。
先生の熱意や気配りも好評で安心・リラックスして授業に集中でき
ます。金曜日は午前中のみ、午後のワークショップは参加自由です。
WIFI可能、無料で使えるパソコンも約80台完備しています。ILSC
では母国語禁止ルールをしっかりと行っています。

詳細なレベル分けと豊富な選択クラス、
豊富なアクティビティ

ILSC トロント校

■学生数：610 〜 1325人
■レベル数：11レベルまで（初級〜上級）
■クラス人数：平均13名（原則16名まで）
■日本語スタッフ：常駐している
■アクティビティ：近郊散策、オンタリオ

美術館、トロントポリス博物館、イヌイ・
アート博物館、ボーリング、映画、ロイ
ヤルオンタリオ博物館、CNタワーなど。
小旅行ではナイアガラの滝etc…

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）
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C 豊富な
選択科目
が好評

■添乗員： 同行しませんが、研修期間中はスクールスタッフがお
世話します。

■最少催行人員：1名
■滞在方法：ホームステイ（原則個室）
■利用航空会社： エアカナダ、エアカナダルージュ、全 日 空  

注）航空会社の指定はお受けできません。
★このコースは、帰国日の変更・延長などは一切できません。

【札幌・大阪・福岡発着の方へ】
● 乗り継ぎの国際線は、成田空港または羽田空港となり、国内

線は往復とも別手配となります。国内線が満席等でおとりで
きない場合にはご利用いただけません。国内線は、基本、往
復羽田便での手配となりますが、成田空港利用の方は、その
際の羽田～成田空港間は、各自移動。交通機関はお客様
ご自身の手配・ご負担となります。また、羽田空港利用の方
も含め、乗継によって前後泊となる場合の宿泊費はご自身の
負担となります。

　※ 羽田～成田間のリムジンバス代3,100円～（大人片道／
2017年7月現在）

　※ 状況により国内線が成田空港経由となる場合もあります。

旅行代金に含まれるもの
●日程表に記載されているエコノミークラスの団体航空運賃（この運賃・料金
には、運送機関の課す付加運賃・料金を含みます。）●ホームステイ滞在費用

（各契約の食事／原則個室）●語学研修費用（授業料）●到着時の出迎え費用
●現地出入国税、空港税、航空保険料●燃油サーチャージ。※ホームステイは
各校とも原則個室となっておりますが、繁忙期では場合によって、相部屋になる
こともありますので、あらかじめご了承ください。●あんサポ24会費
旅行代金に含まれないもの
●日本国内の交通費、食費、滞在費●日本国内の空港施設使用料（成田：2,090
円、羽田：2,570円、関空：2,730円）、旅客保安サービス料（成田：520円、関空：
310円） ※航空券に切り込みの為、旅行代金と一緒にお支払いください。●現地
での通学交通費●帰国時の空港までの交通費●現地アクティビティ代●個人
的諸費用（電話代、クリーニング代など）●自由行動中の一切の費用●教材費●
超過手荷物料金●渡航諸手続費用（旅券印紙代など）●eTA登録代金

旅 行 代 金  東 京 発 着

研修校 16日間コース
（研修2週間）

23日間コース
（研修3週間）

30日間コース
（研修4週間）

レッスン数
食事・その他

コースNo.211〜214　A
A 319,000円
B 307,000円

A 362,000円
B 350,000円

A 407,000円
B 396,000円

月〜金曜日
週20レッスン

〈1レッスン：45分〉
（週15時間）

一日2食

スタフォード ハウス
インターナショナル トロント校

（標準コース）
集中コース 12,000円追加 18,000円追加 24,000円追加 週30レッスン（22.5時間）

コースNo.211〜214　B
A 315,000円
B 303,000円

A 364,000円
B 352,000円

A 407,000円
B 395,000円

月〜金曜日
週20レッスン

〈1レッスン：50分〉
（週16.7時間）

一日2食

ユーロセンターズ
トロント校

（標準コース）
集中コース 11,000円追加 16,000円追加 19,000円追加 週25レッスン（約21時間）

コースNo.211〜214　C

A 328,000円
B 317,000円

A 374,000円
B 362,000円

A 422,000円
B 410,000円

月〜金曜日
週15時間
一日2食

ILSC トロント校
（標準コース）

※入校不可の出発日：10/1、10/29、11/26

集中コース 13,000円追加 20,000円追加 26,000円追加 週21時間
超集中コース 23,000円追加 35,000円追加 46,000円追加 週27時間

コースNo.211〜214　D
A 311,000円
B 299,000円

A 359,000円
B 348,000円

A 406,000円
B 394,000円

月〜金曜日
週20レッスン

〈1レッスン：50分〉
（週16.7時間）

一日2食

LSI トロント校
（標準コース）

集中コース 15,000円追加 23,000円追加 23,000円追加＊キャンペーン 週30レッスン（25時間）

※このコースは、出発1ヶ月前までにパスポート情報が必要です。

※上記コースで、集中コース、超集中コースをご希望の場合、旅行申込時にお申し出ください。

（ご注意） 「レベル数」と「1クラスの人数」は、滞在される期間のスクールの「生徒総数」などにより、表記と異
なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、「アクティビティ」は、あくまでも「例」と
してですので、滞在中に表記されたもの全てに参加できるとは限りません。

このコースは、カナダのeTA（電子渡航認証）が必要です。

16・23・30日間

成田発着
201

コース No.

札幌追加
202

コース No.

福岡追加
204

コース No.

★成田・羽田発着
（札幌・大阪・福岡追加）出発保証国際クラス ホームステイ

燃油サーチャージ 旅行代金に含みます

大阪追加
203

コース No.

直行便で行く アクティブ
バンクーバー 英語研修 

ダウンタウンのお洒落なエリア、イエールタウンにある家庭的な雰囲
気と清潔感のある学校です。授業は会話中心で、特にリスニング・ス
ピーキング強化に力を入れています。週ごとにトピックを決め、語彙増
強、ディスカッションなどを行いながら進めていきます。金曜日は「ア
クティビティの日」で教室を離れて課外授業を楽しみます（授業料に含
む）。学生が楽しく前向きに英語に取り組めるよう尽力している、親切
で熱心なスタッフのケアが好評のお勧め校。豊富なイベントでクラス
以外でも学生同士の交流を後押ししています。無線インターネット可。

アットホームで徹底した学生ケア、実践的クラス、
金曜の課外授業・充実のアクティビティ。

（CSLI） カナディアン アズ ア セカンド ランゲージ インスティテュート

■学生数：200 〜 310人
■レベル数：12レベル（初級〜上級）
■クラス人数：平均13名（原則最大14名）
■日本語スタッフ：常駐している
■アクティビティ：アームレスリング、ハーバー

展望ツアー、室内ロッククライミング、人類学
博物館、美術館、市内観光、カンバセーション
クラブ、カルチュラル ディナー、テニス、バス
ケットボール、スタンレーパークツアー etc…

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）
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B
充実の

アクティビティ
親身なケア

全世界に２０以上の学校を持つ、語学学校LSIのバンクーバー校です。学校はダウンタウ
ンの中心に位置し、スタッフ、教師はとてもフレンドリーで、学校の事から普段の生活につ
いてまで親身に相談に乗ってくれたり、友達を作りやすい雰囲気づくりを心掛けており、初
めての人も安心です。ヨーロッパや南米など年間30ヶ国以上から学生が参加し、4人に1
人が友達の紹介で参加している人気校です。“会話”をとても重視しており、学校内は英語
オンリールールで、レッスンは午前は会話を中心に、読む・聞く・書く・話す、そして単語・
発音などを学び、午後はさらにディスカッションで会話力を伸ばします。ホームステイ先も
全てLSIスタッフが定期的にチェックをし、契約をしているファミリーなので安心です。

会話中心の実践的な授業でコミュニケーション力もUP!!
学校とLSI日本支社のダブルサポートで安心。

LSI バンクーバー校

■学生数：100 〜 250人
■レベル数：6レベル(入門〜上級)
■クラス人数：平均8 〜 12名（最大15名）
■日本語スタッフ：常駐している
■アクティビティ：アクティビティも充実。

シティツアー、グランビルアイランド市場、
ヨガ、レーザーゲーム、スタンレーパーク、
サイクリング、カヤック、リバー・ラフティ
ング、アイススケート、スキー etc…

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）
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A
世界的
人気校

市内中心部でスカイトレインの駅が近く通学にも大変便利です。小規模
ながら約40ヶ国から学生が集まる学校です。校内はとてもきれいで学生
ラウンジ、明るい教室、コンピュータ室などが揃っています。先生はフレン
ドリーで丁寧、学習に迷った時も個別に相談できます。学生同士の交流の
ためアクティビティもさまざまで、カンバセーションクラブなどは友達作り
にも役立ちます。また予習／復習を大切に位置づけており自習やスタ
ディークラブ（勉強会）の時間を作っています。標準コースでは英語の全
ての分野をカバーしていき、集中コースでは選択科目が追加されます。

明るい雰囲気の小規模校。
先生のパーソナルな指導で安心して英語を鍛える！！

ユーロセンターズ バンクーバー校

■学生数：200 〜 350人
■レベル数：10レベル（初級〜上級）
■クラス人数：11名（原則として最大14名）
■日本語スタッフ：常駐している
■アクティビティ：バンクーバー水族館、

美術館、グランビルアイランド、カンバ
セーションクラブ、ムービーナイト、パ
ブナイト、インドアロッククライミング、
スタディークラブ、ビリヤードetc…

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）
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C
国籍豊富
アットホーム校

■添乗員： 同行しませんが、研修期間中はスクールスタッフがお
世話します。

■最少催行人員：1名
■滞在方法：ホームステイ（原則個室）
■利用航空会社： 日本航空、エアカナダ、エアカナダルージュ、

全日空        　
                      注）航空会社の指定はお受けできません。
★このコースは、帰国日の変更・延長などは一切できません。

【札幌・大阪・福岡発着の方へ】
● 乗り継ぎの国際線は、成田空港または羽田空港となり、国内

線は往復とも別手配となります。国内線が満席等でおとりで
きない場合にはご利用いただけません。国内線は、基本、往
復羽田便での手配となります。成田空港利用の方は、その
際の羽田～成田空港間は、各自移動。交通機関はお客様
ご自身の手配・ご負担となります。また、羽田空港利用の方
も含め、乗継によって前後泊となる場合の宿泊費はご自身の
負担となります。

●関空発着直行便を利用する場合があります。
　※ 羽田～成田間のリムジンバス代3,100円～（大人片道／

2017年7月現在）
　※ 状況により国内線が成田空港経由となる場合もあります。

出発日（日）
帰国日（月）

16日間
（研修2週間）

23日間
（研修3週間）

30日間
（研修4週間）

A    9月24日 10月  9日 10月16日 10月23日
A  10月  1日 10月16日 10月23日 10月30日
A  10月  8日 10月23日 10月30日 11月  6日
A  10月15日 10月30日 11月  6日 11月13日
A  10月22日 11月  6日 11月13日 11月20日
A  10月29日 11月13日 11月20日 11月27日
A  11月  5日 11月20日 11月27日 12月  4日
B  11月12日 11月27日 12月  4日 12月 11日
B  11月19日 12月  4日 12月11日 12月18日
B  11月26日 12月11日 12月18日 12月25日
B  12月  3日 12月18日 12月25日 −
B  12月10日 12月25日 − −
札幌・福岡発着追加代金 30,000円
大阪発着追加代金 10,000円

旅行代金に含まれるもの
●日程表に記載されているエコノミークラスの団体航空運賃（この運賃・料金
には、運送機関の課す付加運賃・料金を含みます。）●ホームステイ滞在費用

（各契約の食事／原則個室）●語学研修費用（授業料）●到着時の出迎え費用
●現地出入国税、空港税、航空保険料●燃油サーチャージ。※ホームステイは
各校とも原則個室となっておりますが、繁忙期では場合によって、相部屋になる
こともありますので、あらかじめご了承ください。●あんサポ24会費
旅行代金に含まれないもの
●日本国内の交通費、食費、滞在費●日本国内の空港施設使用料（成田：2,090
円、羽田：2,570円、関空：2,730円）、旅客保安サービス料（成田：520円、関空：
310円） ※航空券に切り込みの為、旅行代金と一緒にお支払いください。●現地
での通学交通費●帰国時の空港までの交通費●現地アクティビティ代●教材
費●個人的諸費用（電話代、クリーニング代など）●自由行動中の一切の費用●
超過手荷物料金●渡航諸手続費用（旅券印紙代など）●eTA登録代金

旅 行 代 金  東 京 発 着
研修校 16日間コース

（研修2週間）
23日間コース
（研修3週間）

30日間コース
（研修4週間）

レッスン数
食事・その他

コースNo.201〜207　A
A 287,000円
B 275,000円

A 335,000円
B 324,000円

A 382,000円
B 370,000円

月〜金曜日
週20レッスン

〈1レッスン：50分〉
（週16.7時間）

一日2食

LSI バンクーバー校
（標準コース）

集中コース 15,000円追加 23,000円追加 23,000円追加＊キャンペーン 週30レッスン（25時間）
国際線羽田発着追加料金 10,000円追加 10,000円追加 10,000円追加

コースNo.201〜207　B
A 303,000円
B 291,000円

A 348,000円
B 337,000円

A 398,000円
B 387,000円

月〜金曜日
週15時間

一日3食（注）

（CSLI） カナディアン アズ ア セカンド
 ランゲージ インスティテュート

（標準コース）
集中コース 20,000円追加 23,000円追加 33,000円追加 週30時間

国際線羽田発着追加料金 10,000円追加 10,000円追加 10,000円追加

コースNo.201〜207　C
A 291,000円
B 279,000円

A 340,000円
B 329,000円

A 383,000円
B 372,000円

月〜金曜日
週20レッスン

〈1レッスン：50分〉
（週16.7時間）

一日2食

ユーロセンターズ
バンクーバー校

（標準コース）
集中コース 21,000円追加 31,000円追加 37,000円追加 週30レッスン（約25時間）

国際線羽田発着追加料金 10,000円追加 10,000円追加 10,000円追加

コースNo.201〜207　D

A 305,000円
B 294,000円

A 356,000円
B 345,000円

A 410,000円
B 398,000円

月〜金曜日
週30レッスン

（週22.5時間）
一日3食（注）

ILAC バンクーバー校
（集中コース）

※おすすめの出発日（特に2週間の方）
9/24、10/8、10/22、11/5、11/19、12/3

（毎週入校は可）
超集中コース 8,000円追加 12,000円追加 16,000円追加 週38レッスン（約28.5時間）

国際線羽田発着追加料金 10,000円追加 10,000円追加 10,000円追加

※このコースは、出発1ヶ月前までにパスポート情報が必要です。

※上記コースで、集中コース、超集中コースをご希望の場合、旅行申込時にお申し出ください。
（注）土日の場合、朝食と昼食が一緒になった「ブランチ」の場合もありますので、あらかじめご了承ください。また、平日の昼はランチボックスとなります。

（ご注意） 「レベル数」と「1クラスの人数」は、滞在される期間のスクールの「生徒総数」などにより、表記と異
なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、「アクティビティ」は、あくまでも「例」と
してですので、滞在中に表記されたもの全てに参加できるとは限りません。

このコースは、カナダのeTA（電子渡航認証）が必要です。

出発日（日）
帰国日（月）

16日間
（研修2週間）

23日間
（研修3週間）

30日間
（研修4週間）

A    9月24日 10月  9日 10月16日 10月23日
A  10月  1日 10月16日 10月23日 10月30日
A  10月  8日 10月23日 10月30日 11月  6日
A  10月15日 10月30日 11月  6日 11月13日
A  10月22日 11月  6日 11月13日 11月20日
A  10月29日 11月13日 11月20日 11月27日
A  11月  5日 11月20日 11月27日 12月  4日
B  11月12日 11月27日 12月  4日 12月 11日
B  11月19日 12月  4日 12月11日 12月18日
B  11月26日 12月11日 12月18日 12月25日
B  12月  3日 12月18日 12月25日 −
B  12月10日 12月25日 − −
札幌・福岡発着追加代金 30,000円
大阪発着追加代金 10,000円

東京発着
（羽田または成田）
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コース No.

羽田発着
205

コース No.

札幌追加
206

コース No.

大阪追加
207

コース No.

日　程

1 1 1

成田発着 羽田発着
17：00 〜 19：00：成田発 t
空路、バンクーバーへ

…《日付変更線通過》…
午前：バンクーバ一着
着後、出迎えを受け、滞在先へ。

 バンクーバー泊

夜：羽田発 t
空路、バンクーバーへ

…《日付変更線通過》…
午後：バンクーバ一着

 バンクーバー泊

2
▼
14

2
▼
21

2
▼
28

バンクーバー各研修校にて語学研修
●初日にオリエンテーションとクラス分けテスト 
（研修初日の月曜日が祝日の場合は翌日から）

●クラス（授業）
・週5日間（月〜金曜日）
・週15 〜 22.5時間（基本）
●土・日はフリータイム 

各自のプランにてお過ごし下さい。
 バンクーバー泊／語学研修

15 22 29

滞在先から、各自空港へ移動。
各 自にて 帰 路 のフライト・
チェックイン
午後：バンクーバー発 t
空路、帰国の途へ。

…《日付変更線通過》…
v 機中泊

滞在先から、各自空港へ移動。
各 自にて 帰 路 のフライト・
チェックイン
午後：バンクーバー発 t
空路、帰国の途へ。

…《日付変更線通過》…
v 機中泊

16 23 30 夕刻：成田着
着後、空港にて解散

夜：羽田着
着後、空港にて解散

旅行企画・実施：全国大学生活協同組合連合会　旅行センター

参加者
プレゼント!!

参加者
プレゼント!!

スタフォードハウス インターナショナル トロント校

ダウンタウンの北側の地下鉄駅に直結した近代的ビルにある学校。通
学や放課後の行動もしやすく、建物には図書館、映画館、フードコート
などもあり、とても便利な環境です。明るい窓のある教室などきれい
な設備が印象的。勉強面からホームステイでの生活面までスタッフが
親切な対応を心がけている、お勧め校です。レッスンの午前中は英語
の必須技能を磨くコアクラス。午後の選択科目は生徒の興味や希望
等を考慮しながら決められます。生徒の交流を深めるためアクティビ
ティも頻繁に行われます。自分のパソコンで無線インターネット可。

話せる英語を目標に。スタッフが全力でサポートする、
安心のアットホーム校！ “NYツアー”も楽しみ！！

■学生数：140 〜 200人
■レベル数：7レベル（初級〜上級）
■クラス人数：平均9名（原則15名まで）
■日本語スタッフ：常駐している
■アクティビティ：トロント市内観光、カー

サ・ロマ、映画鑑賞、CNタワー、ビール工
場見学、スポーツ観戦、美術館、博物館、
ケベック・モントリオール・ナイアガラの滝
観光、シカゴ、ニューヨークツアー etc…

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）

School
data

A

相談できる
親切な
スタッフ

CNタワーやスカイドームなど繁華街に近く、トロント市内でも特に中心部にありま
す。小規模ながら約40カ国から学生が集まる学校です。校内はとてもきれいで
学生ラウンジ、明るい教室、コンピュータ室などが揃っています。先生はフレンド
リーで丁寧、学習に迷った時も個別に相談できたり、学習の進み具合やレビューを
したりしています。学生同士の交流のためアクティビティもさまざまでカンバセー
ションクラブなどは友達作りにも役立ちます。また予習／復習を大切に位置づけ
ており自習やスタディークラブ（勉強会）の時間を作っています。標準コースでは
英語の全ての分野をカバーしていき、集中コースでは選択科目が追加されます。

参加者の国籍が多い。先生のパーソナルな
指導で安心して英語を鍛える！！

ユーロセンターズ トロント校

■学生数：100 〜 260人
■レベル数：10レベル（初級〜上級）
■クラス人数：平均10名（原則として最大14名）
■日本語スタッフ：常駐している
■アクティビティ：ロイヤルオンタリオ博

物館、オンタリオ美術館、CNタワー、NBA
観戦、ムービーナイト、パブナイト、ロック
クライミング、スタディー クラブ、カンバ
セーションクラブ、スポーツ観戦etc…

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）

School
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B

日本に支社があり、世界展開をしている語学学校LSIのトロント校です。学校はトロント中心のヤングストリート
にあり、地下鉄駅へも近く、観光にも便利です。2016年度の参加者割合は、ブラジル15％、トルコ14％、サ
ウジアラビア11％、イタリア9％、ベネズエラ＆スペイン8％、日本5％、その他にもドイツ、フランスなどヨーロッ
パ、南米、アジアと世界中から約20ヶ国の方にご参加頂きました。学校内は英語オンリールールで、しっかり英
語を学べます。会話中心のレッスンで、午前に読む・聞く・書く・話すを中心にペアワーク、グループワークを行
い、単語や発音なども学び、午後はディスカッションなどで更に会話力を養います。また午後は選択レッスンも
あります（レベル・参加人数による）。広いラウンジやPCルームもあり、アクティビティも豊富なので、学生同士
がすぐ仲良くなれる学校です。ホームステイも全て学校の契約ファミリーなので安心。無線LAN対応校。

英語力は会話力！ 創立20年以上の
実績をもとに使える英語をしっかり学べる。

LSI トロント校

■学生数：100 〜 200人
■レベル数：6レベル(入門〜上級)
■クラス人数：平均8 〜 12名（最大15名）
■日本語スタッフ：いない
■アクティビティ：アクティビティも充実。

シティツアー、CNタワー、スポーツ観戦、
トロント動物園、ムービーナイト、オンタ
リオ美術館、ロイヤルオンタリオミュージ
アム、オンタリオ湖ボートクルーズetc…

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）

School
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D
英語を喋れる
ようになりた
い人おススメ

●フライ・オーバー カナダ入場券（2・3週間の方）
　（カナダを空から体験する新感覚アトラクション！！）

●ウィスラー 観光（2・3週間の方）
　（�四季折々で楽しむ、カナダが誇る山岳リゾート!!）

●週末シアトル旅行（4週間の方）
　注）�日本国籍の方はビザは必要ありませんが

入国料（約US$6）が必要です。

● 週末ビクトリア旅行（4週間の方）
　（�ビクトリアはブリティッシュ・コロンビア州の州
都で、英国調の美しい街です）

参加者
プレゼント!!

● ナイアガラの滝観光
　＆CNタワー（4週間の方）
● ナイアガラの滝観光
（2・3週間の方）

市内中心部
のアット
ホーム校

7
月
21
日

7
月
21
日



クラブクラス ロンドン

LSI ブリスベン校 
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16・23・30日間

★東京
（羽田または成田）
（札幌・中部・関空・福岡）発着

★東京
（羽田または成田）
（札幌・名古屋・大阪・福岡）発着

燃油サーチャージ 旅行代金に含みます

アクティブ
ブリスベン・メルボルン・シドニー

英語研修 

ブリスベン市内中心部からバスで10分ほどの住宅街にあり、広々とした緑の芝生のキャ
ンパスが魅力の学校。敷地内にはカフェ、図書館、学生寮などがあり設備が大変充実し
ています。日本人スタッフもいて行き届いた学生ケアに努めています。授業は英語の
必須技能に集中し、読む・書く・聞く・話す・発音といったあらゆる分野をカバーしてい
きます。集中コースでは午後に（初級以外は）選択科目が追加されます。平日のアクティ
ビティは無料のものも多く、シティウォーキングツアー、サッカークラブ、ボードゲーム、
ムービーナイトなどがあり、異なるクラスの学生とも会話を楽しむチャンスです。キャン
パス内の学生寮（相部屋）もリクエスト可能です。（清掃費約A$50、現地にて支払い。）

都市に緑のキャンパス。充実した設備と
気さくでフレンドリーなスタッフでおすすめ校！！

シャフストンインターナショナル カレッジ

■学生数：550 〜 800人
■レベル数：6レベル(入門〜上級)
■クラス人数：平均15名
■日本語スタッフ：常駐している
■アクティビティ：発音クリニック、ダンス、ゴ

ルフ、バーベキュー、モートン島、サイクリン
グ、ローンパイン・コアラ園、ヌーサ、熱帯
雨林ツアー、ワインテイスティング、スカイ
ダイビング、ゴールドコースト旅行etc…

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）

School
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B
キャンパス内
の寮滞在も
可能！

世界中に展開している語学学校LSIのブリスベン校です。Central駅から徒歩数分の好立地で、街の中心にあり
ます。授業は創立52年のLSI語学教育の歴史を活かし、短期間でも英語力を総合的に伸ばせるように構成され
ています。午前中は、読む・聞く・書く・話すを中心に、文法、語彙、発音などを学び、午後はさらに表現力・会話
力を伸ばすコミュニケーション英語レッスンを行います。スタッフ、教師は参加される学生を大切に考えており、困っ
た事があればいつでも相談に乗ってくれます。世界展開している学校なので、様々な国、特にヨーロッパから学生
が参加します。LSI Job Clubという仕事の探し方を学ぶサークルや、実際にコアラを抱っこ出来るローンパイン
コアラ保護区、ゴールドコースト、バイロンベイ観光などのアクティビティをご用意しております。滞在先ホストファ
ミリーは学校と直接契約しているので安心です。学校内はEnglish Only。校内はWi-Fiが無料で使用できます。

立地条件も抜群、観光にも便利。
分かりやすく質の高い授業と国籍バランスの良い人気校。

■学生数：70 〜 100人
■レベル数：6レベル(入門〜上級)
■クラス人数：平均8 〜 12名（最大15名）
■日本語スタッフ：いない
■アクティビティ：バーベキューラン

チ、ローンパイン・コアラ保護区、
ゴールドコースト観光、ビデオ鑑賞、
モートン島/フレーザー島ツアー、
市内観光、各種スポーツetc…

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）

School
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A
小規模校、
親身で
熱心な指導

学校はシドニーのセントラル駅に近く、お店やレストランが並ぶオックスフォードストリートに
も近い好立地です。「使える英語」「英語で考える」「表現力」に焦点をあてたコース内容で短
期間で英語思考力が向上し英会話を上達させるよう考えられています。また初〜中級でも
会話の要素を多くして、英語に自信がない方にも実践的な授業が受けられるよう考慮してい
ます。スタッフや先生はフレンドリーで気軽に相談できます。広いラウンジやテラスがあり、
他クラスの学生とも交流しやすい環境でWIFIなど設備も整っています。集中コースは会話
中心のクラスと英語の必須能力を向上させるクラスから構成されています。集中コースでは
午後の選択科目が追加され、レベル・人数によって希望の科目を選択します。

便利なシドニー・セントラル駅周辺。
英語での思考力を向上させ英会話の上達を目指す！！

アクセス ランゲージ センター

■学生数：200 〜 350人
■レベル数：6レベルまで（初級〜上級）
■クラス人数：平均15名
■日本語スタッフ：常駐している
■アクティビティ：シドニー水族館、パディ

スマーケット、チャイニーズガーデン、パブ、
映画、ハーバーブリッジ展望台、シドニー
博物館、パワーハウス博物館、オペラハウ
ス、マンリー、ジャノラン渓谷etc…

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）

School
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C
会話力向上
を目指す

世界中で経験を積んだ数名の教師により設立された学校で、生徒目線で考え、効率よく英語力
を伸ばせるようコースやアクティビティなどが考えられています。毎週、レポート／プレゼン等
の課題、宿題、レビューテスト、授業への参加姿勢といった評価が行われ、確実な英語力向上を
サポートしていきます。2016年に引っ越したばかりの明るく清潔感のある校内には、広い学生
ラウンジ、PC、図書室などの設備もあります。街の中心地にあるため、放課後の行動にもとて
も便利。平日アクティビティは有料・無料のものがあり多くにスタッフも同行します。校内は英
語オンリーです。伸び悩んでいる生徒との面談やレベルの相談、生活相談などで安心して勉強
に打ち込める環境作りを心がけています。レベルにより時間割は午前・午後に分かれます。

学生目線で学習と楽しみの充実を目指す学校。
放課後にはアクティビティや無料レッスンも。

ディスカバー イングリッシュ

■学生数：280 〜 350人
■レベル数：8レベル（初級〜上級）
■クラス人数：平均12名
■日本語スタッフ：常駐している
■アクティビティ：メルボルン動物

園、バリスタ基礎体験、サッカー、
ボートパーティ、パブ、ジョブクラ
ブ、ワインツアー、グレートオー
シャンロード、フィリップ島etc…

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）

School
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D
サポート重視！
教師が設立
した学校

■添乗員： 同行しませんが、研修期間中はスクールスタッフがお世話します。
■最少催行人員：1名
■滞在方法：ホームステイ（原則個室）
  シャフストン インターナショナル カレッジのみ、ホームス

テイのほか学生寮（相部屋・食事なし）のリクエストが可
能です。

■利用航空会社： カンタス航空、全日空、日本航空、大韓航空、キャセ
イパシフィック航空、シンガポール航空、タイ国際航空 
注）航空会社の指定はお受けできません。

★このコースは、帰国日の変更・延長などは一切できません。
★ETASは大学生協が無料で代行取得いたします。

【札幌・名古屋・大阪・福岡発着の方へ】
● 国内線は往復とも別手配となります。満席などでご利用いただけない

場合はご利用いただけません。基本、羽田便での手配となります。そ
の際の羽田～成田空港間は各自移動。交通機関はお客様ご自身の
手配・ご負担となります。状況により、国内線が成田空港利用となる
場合があります。

※羽田～成田間のリムジンバス代3,100円～（大人片道/2017年7月現在）

出発日（土）
帰国日（日）

16日間
（研修2週間）

23日間
（研修3週間）

30日間
（研修4週間）

A    9月23日 10月  8日 10月15日 10月22日
A    9月30日 10月15日 10月22日 10月29日
A  10月  7日 10月22日 10月29日 11月  5日
A  10月14日 10月29日 11月  5日 11月12日
A  10月21日 11月  5日 11月12日 11月19日
A  10月28日 11月12日 11月19日 11月26日
A  11月  4日 11月19日 11月26日 12月  3日
A  11月11日 11月26日 12月  3日 12月10日
A  11月18日 12月  3日 12月10日 12月17日
A  11月25日 12月10日 12月17日 −
A  12月  2日 12月17日 − −
札幌・福岡発着追加代金 10,000円
中部・大阪発着追加代金 10,000円

旅行代金に含まれるもの
●日程表に記載しているエコノミークラスの団体航空運賃（この運賃・料金には、運送
機関の課す付加運賃・料金を含みます。）●ホームステイまたは学生寮滞在費用（各契
約の食事／ホームステイは原則個室）●語学研修費用（授業料）●教材費●到着時の
出迎え費用●現地出入国税、空港税、航空保険料●燃油サーチャージ●ETAS取得手
数料 ※ホームステイは各校とも原則個室となっておりますが、繁忙期では場合によっ
て、相部屋になることもありますので、あらかじめご了承ください。●あんサポ24会費
旅行代金に含まれないもの
●日本国内の交通費、食費、滞在費●日本国内の空港施設使用料（成田：2,090円、羽
田：2,570円、中部国際：2,570円、関空：2,730円、新千歳：1,030円、福岡：970円）、
旅客保安サービス料（成田：520円、関空：310円） ※航空券に切り込みの為、旅行代
金と一緒にお支払いください。●現地での通学交通費●帰国時の空港までの交通費
●現地アクティビティ代●個人的諸費用（電話代、クリーニング代など）●自由行動中
の一切の費用●超過手荷物料金●渡航諸手続費用（旅券印紙代など）

旅 行 代 金  東 京 発 着
研修校 16日間コース

（研修2週間）
23日間コース
（研修3週間）

30日間コース
（研修4週間）

レッスン数
食事・その他

コースNo.220〜224　A

A 314,000円 A 364,000円 A 417,000円
月〜金曜日

週20レッスン
〈1レッスン：50分〉

（週16.7時間）
平日2食/土日3食（注）

LSI ブリスベン校
（標準コース）

集中コース 15,000円追加 23,000円追加 30,000円追加 週30レッスン（25時間）

コースNo.220〜224　B

A 343,000円 A 396,000円 A 452,000円
月〜金曜日
週15時間

平日2食/土日3食（注）
（注-1）

シャフストン
インターナショナル カレッジ

（標準コース）
集中コース 21,000円追加 31,000円追加 42,000円追加 週25時間

学生寮追加代金 9,000円追加 13,500円追加 18,000円追加 相部屋/食事なし（自炊可）

コースNo.220〜224　C

A 358,000円 A 413,000円 A 471,000円
月〜金曜日
週20時間

（集中コース）
平日2食/土日3食（注）

アクセス
ランゲージ センター

（集中コース）
超集中コース 6,000円追加 9,000円追加 12,000円追加 週23時間

コースNo.220〜224　D

A 338,000円 A 397,000円 A 458,000円
月〜金曜日

週20時間+週10時間の
無料レッスン（注-2）

平日2食/土日3食（注）

ディスカバー
イングリッシュ
（集中コース）

※ETASは無料で代行取得いたします。

※上記コースで、集中コース、超集中コースをご希望の場合、旅行申込時にお申し出ください。
（注）土日の場合、朝食と昼食が一緒になった「ブランチ」の場合もありますので、あらかじめご了承ください。
（注-1）  学生寮の場合は、原則「相部屋・食事なし」となります。入寮時に返金可デポジット（保証金）、清掃費（約A$50）のため、ビザまたはマスターカードが必要です。 （注-2）無料レッスン週10時間には自主学習が5時間含まれます。 

（ご注意） 「レベル数」と「1クラスの人数」は、滞在される期間のスクールの「生徒総数」などにより、表記と異
なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、「アクティビティ」は、あくまでも「例」と
してですので、滞在中に表記されたもの全てに参加できるとは限りません。

このコースは、オーストラリアのETAS（電子入国許可）
またはオーストラリアビザ（観光ビザ）が必要です。

出発保証国際クラス ホームステイ ドミトリー

シャフストンのみ

日　程

1 1 1
夜：東京（成田または羽田）発 t
空路、シドニーへ

（オーストラリア国内、またはアジアの都市乗継）。
v 機中泊

2 2 2 午前：シドニー着
着後、出迎えを受け、滞在先へ。  シドニー泊

3
▼
14

3
▼
21

3
▼
28

各研修校にて語学研修
●初日にオリエンテーションとクラス分けテスト
　（研修初日の月曜日が祝日の場合は翌日から）
●クラス（授業）
・週5日間（月〜金曜日）
・週15 〜 20時間
●土・日はフリータイム
　各自のプランにてお過ごし下さい

 シドニー泊／語学研修

15 22 29

滞在先から各自空港へ移動。
各自にて帰路のフライト・チェックイン。
夜：シドニー発 t
空路、帰国の途へ

（オーストラリア国内、またはアジアの都市乗継）。
v 機中泊

16 23 30 朝：東京（成田または羽田）着
着後、空港にて解散。

旅行企画・実施：全国大学生活協同組合連合会　旅行センター

※上記のフライトパターンはカンタス航空利用（シドニー行き）の例です。
※利用フライトによっては、復路、現地を朝または午前出発し、日
本には同日の夜到着となるため、旅行期間が15・22・29日間とな
る場合があります。

①②15・22・29日間
③16・23・30日間

東京発着
（羽田または成田）

230
コース No.

東京発着
（羽田または成田）

220
コース No.

札幌発着
231

コース No.

大阪発着
243

コース No.

福岡発着
244

コース No.

出発保証国際クラス ホームステイ

燃油サーチャージ 旅行代金に含みます

名古屋発着
242

コース No.

アクティブ イギリス
英語研修

ロンドン中心部であるゾーン１の中のホルボーン駅から徒歩２、３分という好立地にある
この学校は、赤と青のロゴが人目を引くデザインですぐに見つけられます。この界隈に
はオシャレなカフェやレストランも多く、ロンドンライフを楽しめるエリアと言えます。こ
の学校は小規模校ではありますが、最低必要現のものが全て揃っており全く不自由は感
じませんし、特徴のアットホームさが出ている学校と言えます。クラスルームは現代風
なモダンで使いやすいデザインで統一され、快適な授業が受けられます。大英博物館、
オックスフォードストリート、カーナビ―ストリート等ロンドンの主な観光スポットへはほ
ぼ徒歩圏になり、放課後の活動も楽しくなることは間違いありません。

ロンドン中心部で
魅力満載。

■学生数：８０〜２５０人
■レベル数：８段階（Starter 〜 Advanced）
■クラス人数：平均7 〜 10名（最大12名）
■日本語スタッフ：いない
■アクティビティ：カラオケ、ミュージカル

鑑賞、博物館やロンドンアイへの観光な
ど。タイムリーな企画も沢山あります。
週末のエクスカーションは定番のスト
ラットフォードからストーンヘンジetc…

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）

School
data

B 会話の多い
学校で、
スピーキング
力アップ

世界20以上の学校を持つLSIの最初の学校として創立52年の実
績があります。緑多いオシャレな街並みのハムステッド校は、ロンド
ン中心まで地下鉄で15分と便利な場所にあり、落ち着いた環境で
勉強したい！という人におススメの学校です。授業では会話中心の
レッスンでしっかり英語力を伸ばし、午後のアクティビティーでは、大
英博物館、美術館などを訪問したり、学校内でのパーティー等で世
界中の学生との交流を楽しむ事ができます。

治安が良く、緑の多いおしゃれな街ハムステッド。
落ち着いた雰囲気の中で学び、放課後はロンドンを満喫。

LSI ロンドン ハムステッド校

■学生数：100 〜 200人
■レベル数：5レベル(初級〜上級)
■クラス人数：平均8 〜 12名（最大15名）
■日本語スタッフ：いない
■アクティビティ：カラオケ、パブナイ

ト、ミュージカル鑑賞、グリニッジへ
の遊覧船トリップ、リーズ城観光、ケ
ンブリッジ、オックスフォード、バース、
ストーンヘンジへの日帰り旅行etc…

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）

School
data

A

初めての人も
安心！52年の
経験・実績！

世界的に有名な大学街ケンブリッジは、学ぶ環境としては最適です。校舎は19世
紀末に建てられたビクトリア朝風の建物は22の教室、図書や16台のコンピュータ、
マルチメディアが完備されたラーニングセンター、カフェテリア、サービスオフィス
など充実した設備があります。もちろんインターネットは無料。経験豊富な教師陣、
とてもフレンドリーなスタッフ。授業は初日のテストでクラス分けを行いますが、ニー
ズアナリストがあなたの希望を細かく教師に伝え、最適の環境を作ります。さらに
集中コースの午後のレッスンは、６種類のコースから選択して学べます。（英語力に
応じて選択可能なコースが変わります。）国籍割合が良く、満足度がとても高いです。

大学街ケンブリッジで、勉強と観光の充実した生活を
送ってみませんか？

ステューディオ ケンブリッジ

■学生数：150 〜 300人
■レベル数：6レベル（初級〜上級）
■クラス人数：12名（原則として最大16名）
■日本語スタッフ：いない
■アクティビティ：（平日）カレッジ見学、パ

ブナイト、パンティング、Tシャツデザイン、
バドミントン、映画、クイズ大会等。 （週末）
ロンドン、グリニッジ、ブライトン、オックス
フォード、リバプール＆チェスター etc…

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）

School
data

D
60年の歴史を
誇るケンブリッ
ジの老舗校

旅行代金に含まれるもの
●日程表に記載されているエコノミークラスの団体航空運賃（この運賃・料金
には、運送機関の課す付加運賃・料金を含みます。）●ホームステイまたは学生
寮滞在費用（各契約の食事／原則個室）●語学研修費用（授業料）●到着時の
出迎え費用●現地空港諸税、航空保険料●燃油サーチャージ。※ホームステイ
は各校とも原則個室となっておりますが、繁忙期では場合によって、相部屋にな
ることもありますので、あらかじめご了承ください。●あんサポ24会費
旅行代金に含まれないもの
●日本国内の交通費、食費、滞在費●日本国内の空港施設使用料（成田：
2,090円、中部国際：2,570円、関空：2,730円、新千歳：1.030円、福岡：970
円）、旅客保安サービス料（成田：520円、関空：310円） ※航空券に切り込みの
為、旅行代金と一緒にお支払いください。●現地での通学交通費●帰国時の空
港までの交通費●現地アクティビティ代●個人的諸費用（電話代、クリーニング
代など）●自由行動中の一切の費用●教材費●超過手荷物料金●渡航諸手続
費用（旅券印紙代など）

旅 行 代 金  東 京 発 着
研修校 16日間コース

（研修2週間）
23日間コース
（研修3週間）

30日間コース
（研修4週間）

レッスン数
食事・その他

コースNo.230、231、242〜244　A
A 362,000円
B 351,000円

A 425,000円
B 413,000円

A 482,000円
B 471,000円

月〜金曜日
週20レッスン

〈1レッスン：50分〉
（週16.7時間）

一日2食

LSI ロンドン ハムステッド校
（標準コース）

集中コース 16,000円追加 23,000円追加 25,000円追加 週30レッスン（25時間）

コースNo.230、231、242〜244　B
A 359,000円
B 348,000円

A 414,000円
B 403,000円

A 472,000円
B 461,000円

月〜金曜日
週20レッスン

〈1レッスン：45分〉
（週15時間）

一日2食

クラブ クラス ロンドン
（標準コース）

集中コース 29,000円追加 43,000円追加 58,000円追加 週30レッスン（22.5時間）

コースNo.230、231、242〜244　C

A 368,000円
B 357,000円

A 426,000円
B 415,000円

A 481,000円
B 470,000円

（ホームステイ）
月〜金曜日

週20レッスン
（週15時間）

一日2食

スタフォード ハウス
インターナショナル ロンドン校

（標準コース）

集中コース 28,000円追加 42,000円追加 56,000円追加 週30レッスン（週約22.5時間）
学生寮差額 14,000円追加 21,000円追加 28,000円追加 個室/食事なし（自炊可）（注）

コースNo.230、231、242〜244　D
A 392,000円
B 381,000円

A 454,000円
B 443,000円

A 518,000円
B 506,000円

月〜金曜日
週20レッスン

〈1レッスン：45分〉
（週15時間）

一日2食

ステューディオ ケンブリッジ
（標準コース）

※12/24帰着コースはございません

集中コース 17,000円追加 25,000円追加 33,000円追加 週28レッスン（約21時間）

※上記コースで、集中コースをご希望の場合、旅行申込時にお申し出ください。
（注）  チェックイン時に返金可デポジット（保証金）としてクレジットカード（VISA、Master）が必要です。個室・専用バスルームですが各ユニットは男女別ではありません。

（ご注意） 「レベル数」と「1クラスの人数」は、滞在される期間のスクールの「生徒総数」などにより、表記と異
なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、「アクティビティ」は、あくまでも「例」と
してですので、滞在中に表記されたもの全てに参加できるとは限りません。

※上記フライトパターンは、基本コースの成田発着・大韓航空利用の例です。
空席状況により、羽田空港も利用します。

※利用航空会社により、出発・到着時間帯、日程が異なる場合があります。

■ 添乗員：同行しませんが、研修期間中はスクールスタッフがお世
話します。

■最少催行人員：1名
■滞在方法：ホームステイ（原則個室）、スタフォードハウス イン

ターナショナル ロンドン校のみ学生寮（個室・自炊）のリクエスト
が可能です。

■利用航空会社：
	 《①韓国系・欧州系コース》※基本コース
 大韓航空、アシアナ航空、フィンランド航空、スカンジナビア航空、

エールフランス航空、KLMオランダ航空、ルフトハンザドイツ航空、
スイスエアー
	 《②直行便利用コース》	ブリティッシュエアウェイズ、日本航空、全日空
《③エミレーツ航空利用コース》	エミレーツ航空（旅券残存有効
期間が、英国出国時6ヶ月以上あるものをご用意下さい。）

 注）航空会社の指定はお受けできません。
★このコースは、帰国日の変更・延長等は一切できません。
★このコースは、旅券のコピーが必要です。（入学許可取得の為必要）

日　程

1 1 1

午前：成田発 t
空路、ロンドンへ。（ソウル乗換え）
夕刻：ロンドン着
着後、出迎えを受け、ホームステイ先へ

／R ロンドン泊

2
▼
13

2
▼
20

2
▼
27

イギリス各研修校にて語学研修
●初日にオリエンテーションとクラス分けテスト
　（研修初日の月曜日が祝日の場合は翌日から）
●クラス（授業）
・週5日間（月〜金曜日）
・週15 〜 16.7時間
●土・日はフリータイム
　各自のプランにてお過ごしください。

／R ロンドン泊／語学研修

14 21 28
滞在先から、各自空港へ移動。
各自にて帰路のフライト・チェックイン。
夜：ロンドン発 t
空路（ソウル乗換え）、帰国の途へ。

v 機中泊

15 22 29 夜：成田着
着後、空港にて解散

旅行企画・実施：全国大学生活協同組合連合会　旅行センター

出発日
【韓国・欧州系直行便】

▶ 15・16日間帰国日
（研修2週間）

22・23日間帰国日
（研修3週間）

29・30日間帰国日
（研修4週間）

A   9月24日（日）▶ 10月  8日（日） 10月15日（日） 10月22日（日）
A 10月  1日（日）▶ 10月15日（日） 10月22日（日） 10月29日（日）
A 10月  8日（日）▶ 10月22日（日） 10月29日（日） 11月  5日（日）
A 10月15日（日）▶ 10月29日（日） 11月  5日（日） 11月12日（日）
B 10月22日（日）▶ 11月  5日（日） 11月12日（日） 11月19日（日）
B 10月29日（日）▶ 11月12日（日） 11月19日（日） 11月26日（日）
B 11月  5日（日）▶ 11月19日（日） 11月26日（日） 12月  3日（日）
B 11月12日（日）▶ 11月26日（日） 12月  3日（日） 12月10日（日）
B 11月19日（日）▶ 12月  3日（日） 12月10日（日） 12月17日（日）
B 11月26日（日）▶ 12月10日（日） 12月17日（日） 12月24日（日）
B 12月  3日（日）▶ 12月17日（日） 12月24日（日） −
B 12月10日（日）▶ 12月24日（日） − −
※ エミレーツ航空利用コースの場合は、出発日が前日の土曜日となり、 

 旅行期間が16・23・30日間となります。
札幌発着追加代金 20,000円
大阪・名古屋・福岡発着追加代金 10,000円
②直行便利用コース追加代金 20,000円追加
③エミレーツ航空利用差額代金（東京/大阪発着のみ） 30,000円割引

学生寮

札幌発着
221

コース No.

福岡発着
224

コース No.

関空発着
223

コース No.

中部発着
222

コース No.

スタフォードハウス インターナショナル ロンドン校

市内中心部で大英博物館やロンドン大学があるエリアです。規模は小さめでも約50カ国の留学
生が集まる国際色豊かな学校です。校内には学生ラウンジやランチもとれるカフェ、多機能な電
子ボード付教室などがあり設備充実。スタッフが学生の名前を覚えて気さくに挨拶したりでフレン
ドリーな雰囲気。相談したいことがあればオフィススタッフがサポートしますが、日本語のできる
先生もいます。標準コースは英語の必須技能「読む・書く・聴く・話す」を伸ばします。集中コー
スでの選択科目にはさまざまなものがあり、生徒の興味や希望等を考慮しながら決められます。
標準コースのみ学生数が多いと午後の時間割となる場合があります。学生寮からの通学はとても
便利で、約20分ほど。休日の観光の際も快適です。学生寮は個室・専用バスルーム付です。  

授業でもアクティビティでもたくさん話すことが大切！
フレンドリーなスタッフ、洗練された校内設備

■学生数：平均200人
■レベル数：7レベルまで（初級〜上級）
■クラス人数：10名（原則として最大14名）
■日本語スタッフ：常駐している
■アクティビティ：市内散策、

テニス、水 族 館、ロンドンタ
ワー、美術館、ケンジントン宮
殿、ロンドンアイ、アフタヌー
ンティー、動物園etc…

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）

School
data

C

ロンドン
中心部！
通学約20分
の学生寮！

スタフォードハウス
のみ

7
月
21
日

7
月
21
日


