
旅行企画・実施研修企画

Z会会員の皆さまへ

●現Ｚ会会員割引：旅行代金より25,000円引き
※「現Ｚ会会員」… お申し込み時にＺ会の通信教育・教室の本科（通年の授業）・映像を受講されている方。
　　　　　　　　お申し込み時に会員番号をお申し出ください。
※㈱国際交流センターで取り扱う割引は適用できません。

SSA-07081

申込締切日
5月31日（金）

UCバークレー（イメージ） ケンブリッジ市内（イメージ）

UCLA（イメージ） オックスフォード市内（イメージ）

世界有数の
学園都市に滞在

英語のアウトプット力を
集中的に高める夏

オックスフォードコース
7/29㈪ ～ 8/12㈪  15日間

ケンブリッジコース
8/4㈰ ～ 8/19㈪ 16日間

UCバークレーコース
7/21㈰ ～ 7/29㈪  9日間

UCLAコース
7/28㈰ ～ 8/11㈰  15日間

ロサンゼルスの世界的有名大学での
キャンパス体験

英国の学術都市オックスフォードで
ヨーロッパを感じる

サンフランシスコ近郊
バークレーで集中的に英語研修

名門校ケンブリッジ大学を擁する街で
イギリス文化体験

世界有数の学園都市で学ぶ
夏休み短期語学研修

1AZ49



■サンプルスケジュール

※上記は週ごとのサンプル日程となります。オリエンテーションにてより詳しいスケジュールをご案内いたします。

午前

午後

夕刻

Sunday

・出発・レッスン ・レッスン ・レッスン ・レッスン ・レッスン ・エクスカーション
　（スタンフォード大学見学）

・キャンパスツアー＆
　ショッピング

・ワークショップ

・フィッシャーマンズワーフ

・パーティー＆ディナー ・ワークショップ

・映画

・サンフランシスコ市内

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

スケジュール 食事9日間

1

７/21（日）

8
7/28（日）

9
7/29（月）

●羽田発（JL002/19：50発） ⇒ 空路、サンフランシスコへ
………………… 〈国際日付変更線通過〉 …………………
●サンフランシスコ着（13：30着）
●着後、送迎車にてバークレーへ

 バークレー：学生寮泊

●UCバークレー学生寮、周辺施設にて
語学研修（General English）＆各種アクティビティ体験

近郊への日帰り旅行も用意されています

 バークレー：学生寮泊

●送迎車にて空港へ
●サンフランシスコ発（JL001/16：20発） ⇒ 空路、羽田へ

 機中泊

●羽田着（19：15着）
●解散

2～7
７/22（月）
〜

7/27（土）

■日程表（例）

＊学校の都合上、予告なくスケジュールを変更する場合があります。
＊フライトスケジュールは航空会社の都合で変更する場合があります。

夕：機

朝：機

夕：○

朝：○

昼：○

夕：○

朝：◯

昼：×

夕：機

昼：機

USA

〈国際日付変更線通過〉

世界トップクラス、カリフォルニア大学
バークレー校でのキャンパス体験
アメリカのサンフランシスコの東に位置するバークレーにあるカリフォルニア大学
バークレー校（UCB）。世界大学ランキングでも常にトップクラスを誇るUCBの
学生寮に滞在します。週末には名門スタンフォード大学見学を予定しています。

サンフランシスコ市内（イメージ）

レッスン（イメージ）

UCバークレー（イメージ）

UCバークレー（イメージ）

バークレー（イメージ）

スケジュール 食事15日間

1

７/28（日）

14
８/10（土）

15
８/11（日）

●成田発（SQ012/19:00発）⇒空路、ロサンゼルスへ
………………… 〈国際日付変更線通過〉 ………………
●ロサンゼルス着（13：10着）
●着後、送迎車にてロサンゼルス市内へ

 ロサンゼルス：学生寮泊

●UCLAキャンパス、キャンパス外周辺施設にて
語学研修（General English）＆各種アクティビティ体験

近郊への日帰り旅行も用意されています

 ロサンゼルス：学生寮泊

●送迎車にて空港へ
●ロサンゼルス発（SQ011/15：30発）⇒空路、成田へ

 機中泊

●成田着（19：00着）
●解散

2～13
７/29（月）
〜

８/9（金）

■日程表（例）

※8/3（土）のディズニーランド観光時、昼食・夕食は各自にて
＊学校の都合上、予告なくスケジュールを変更する場合があります。
＊フライトスケジュールは航空会社の都合で変更する場合があります。

夕：機

朝：機

夕：○

朝：○

昼：○※

夕：○※

朝：×

昼：機

昼：機

USA

UCバークレーコース
（運営：Converse International School of Languages）

UCLAコース （運営：EC）

〈国際日付変更線通過〉

西海岸の名門、カリフォルニア大学
ロサンゼルス校でのキャンパス体験
アメリカ西海岸にあるアメリカを代表する都市のひとつであるロサンゼルスで、
世界的に有名なカリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）のキャンパスを
体験するコースです。午後や週末にはロサンゼルスの観光や、他の参加者との
交流を図るプログラムが実施されます。

■サンプルスケジュール

※上記は週ごとのサンプル日程となります。オリエンテーションにてより詳しいスケジュールをご案内いたします。

午前

午後

夕刻

Sunday

・レッスン
・グリフィス天文台

・フリータイム ・イブニングアクティビティ

・レッスン ・レッスン ・レッスン ・レッスン ・レッスン ・ディズニーランド
・チームビルディング
・ゲティセンター

・スポーツ ・タレントショー
・チームゲーム

・フリータイム

・サンタモニカビーチ
・ダウンタウン

・プロジェクトワーク

・アクティビティ

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

ロサンゼルス（イメージ）

レッスン（イメージ）

UCLA（イメージ）

ロサンゼルス（イメージ）
ロサンゼルス（イメージ）

ロサンゼルス（イメージ）



ケンブリッジ市内（イメージ）

レッスン（イメージ）

学校外観（イメージ）

■サンプルスケジュール

※上記は週ごとのサンプル日程となります。オリエンテーションにてより詳しいスケジュールをご案内いたします。

スケジュール 食事16日間

1

8/4（日）

15

８/18（日）

16
８/19（月）

●成田発（BA006/12：55発） ⇒ 空路、ロンドンへ
●ロンドン着（17：20着）
●着後、送迎車にてケンブリッジへ

 ケンブリッジ：レジデンス泊

●ステューディオケンブリッジ（語学学校）、周辺施設にて
語学研修（General English）＆各種アクティビティ体験

近郊への日帰り旅行も用意されています。

 ケンブリッジ：レジデンス泊

●送迎車にて空港へ
●ロンドン発（BA005/15：45発） ⇒ 空路、成田へ

 機中泊

●成田着（11：15着）
●解散

2～14

8/5（月）

８/17（土）
〜

■日程表（例）

＊学校の都合上、予告なくスケジュールを変更する場合があります。
＊フライトスケジュールは航空会社の都合で変更する場合があります。

夕：機

朝：機

夕：○

朝：○

昼：○

夕：○

朝：◯
昼：×
夕：機

朝：機

美しい街並みの世界的学問都市、
ケンブリッジで英語を学ぶ
ニュートンやダーウィンを輩出した世界的名門校ケンブリッジ大学を擁するケンブリッジ。
その中でもっとも歴史ある語学学校Studio Cambridgeのプログラムに参加し
て英語レッスンやアクティビティを体験します。

UK

ケンブリッジ市内（イメージ）

ケンブリッジ市内（イメー
ジ）

ケンブリッジ市内（イメー
ジ）

クライストチャーチ（イメージ）

オックスフォード市内
（イメージ）修了式（イメージ）

■サンプルスケジュール

※上記は週ごとのサンプル日程となります。オリエンテーションにてより詳しいスケジュールをご案内いたします。

スケジュール 食事15日間

1

７/29（月）

14

８/１1（日）

15
８/１2（月）

●成田発（BA006/12：55発） ⇒ 空路、ロンドンへ
●ロンドン着（17：20着）
●着後、送迎車にてオックスフォードへ

 オックスフォード ：学生寮泊

●オックスフォードブルックス大学キャンパス、キャンパス外
　周辺施設にて
語学研修（General English）＆各種アクティビティ体験

近郊への日帰り旅行も用意されています。

 オックスフォード ：学生寮泊

●送迎車にて空港へ
●ロンドン発（BA005/15：45発） ⇒ 空路、成田へ

 機中泊

●成田着（11：15着）
●解散

2～13

7/30（火）

８/10（土）
〜

■日程表（例）

＊学校の都合上、予告なくスケジュールを変更する場合があります。
＊フライトスケジュールは航空会社の都合で変更する場合があります。

夕：機

朝：機

夕：○

朝：○

昼：○

夕：○

朝：◯
昼：×
夕：機

昼：機

イギリスを代表する学園都市、
オックスフォードでの語学研修
世界でも有数の学園都市であるイギリスのオックスフォード。オックスフォード
郊外の丘の上にあるOxford Brookes University Harcourt Hillキャンパスで
の語学研修とともに、近郊都市への観光やアクティビティを通じてイギリスの
文化や歴史を学びます。

UK

オックスフォード市内（イメージ）

キャンパス（イメージ）

レッスン（イメージ）

午前

午後

夕刻

Sunday

・オックスフォード観光 ・レッスン ・レッスン ・レッスン ・レッスン ・レッスン

・スポーツ ・クイズチャレンジ

・ロンドン観光

・アート&クラフト ・スポーツ ・チームビルディング

・宝探し ・会話クラブ ・タレントショー ・ディスコ・ディスコ ・Xファクター ・ムービーナイト

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

午前

午後

夕刻

Sunday

・フリータイム

・スポーツ

・レッスン ・レッスン ・レッスン ・レッスン ・レッスン

・ケンブリッジ観光 ・ミュージアム訪問

・ロンドン観光

・キングスカレッジ ・パンティング（ボート）・スポーツ

・テーマパーティー ・ディスコ ・ムービーナイト・ミニオリンピック ・クイズ ・アート&クラフト

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

ケンブリッジコース （運営：Studio Cambridge）

オックスフォードコース （運営：Oxford International）



UK　ケンブリッジコース　（運営：Studio Cambridge）
■旅行条件
○旅 行 期 間：2019年8月4日（日）～8月19日（月） 16日間
○募集対象（年齢）：中学生・高校生（13～16才）
○利用航空会社：ブリティッシュ・エアウェイズ（BA）

（エコノミークラス）
○宿 泊 先：Studio Cambridge レジデンス

（1～2名1室利用　※男女別相部屋利用）
○添 乗 員：同行します。
○最少催行人員：10名
○申込締切日：2019年5月31日（金）

■旅行代金・食事条件

旅行代金に含まれるもの
○旅行日程に明示したエコノミークラスの往復航空運賃○現地空港～滞在先間の往復
送迎○旅行日程に明示した英語研修（教材費含む）・アクティビティ・エクスカーション費
用・宿泊の代金・食事の料金○添乗員費用
旅行代金に含まれないもの／上記のほかは代金に含まれておりません。その一部
を例示します。
○成田空港施設使用料（2,090円）・旅客保安サービス料（520円）○海外空港諸税（概
算18,000円 2019年2月1日現在）○燃油サーチャージ（目安35,000円 2019年2
月1日現在）○国際観光旅客税（1,000円）○上記以外の食事費用○自由行動中の一切
の個人的性質の諸費用（市内移動費、電話料金など）○海外旅行保険料など 

朝14回、昼13回、夕14回（機内食含まず）

旅行代金（お1人様）

食　事　条　件

通 常 価 格：619,000円
Z会会員割引価格：594,000円

USA　UCLAコース　（運営：EC）
■旅行条件
○旅 行 期 間：2019年7月28日（日）～8月11日（日） 15日間
○募集対象（年齢）：中学生・高校生（13～17才）
○利用航空会社：シンガポール航空（SQ）（エコノミークラス）
○宿 泊 先：UCLA学生寮

（2名1室利用※男女別相部屋利用）
○添 乗 員：同行します。
○最少催行人員：15名
○申込締切日：2019年5月31日（金）

旅行代金に含まれるもの
○旅行日程に明示したエコノミークラスの往復航空運賃○現地空港～滞在先間の往復
送迎○旅行日程に明示した英語研修（教材費含む）・アクティビティ・エクスカーション費
用・宿泊の代金・食事の料金○添乗員費用
旅行代金に含まれないもの／上記のほかは代金に含まれておりません。その一部
を例示します。
○成田空港施設使用料（2,090円）・旅客保安サービス料（520円）○海外空港諸税
（概算7,500円 2019年2月1日現在）○燃油サーチャージ（目安0円 2019年2月1日
現在）○国際観光旅客税（1,000円）○上記以外の食事費用○自由行動中の一切の個
人的性質の諸費用（市内移動費、電話料金など）○海外旅行保険料 ○現地での有料ア
クティビティなど 〇ESTA（米国電子渡航認証）申請費用

USA　UCバークレーコース　（運営：Converse International School of Languages）　
■旅行条件
○旅 行 期 間：2019年7月21日（日）～7月29日（月） 9日間
○募集対象（年齢）：中学生・高校生（13～17才）
○利用航空会社：日本航空（JL）（エコノミークラス）
○宿 泊 先：UCバークレー学生寮

（2～4名1室利用※男女別相部屋利用）
○添 乗 員：同行します。
○最少催行人員：10名
○申込締切日：2019年5月31日（金）

旅行代金に含まれるもの
○旅行日程に明示したエコノミークラスの往復航空運賃○現地空港～滞在先間の往復
送迎○旅行日程に明示した英語研修（教材費含む）・アクティビティ・エクスカーション費
用・宿泊の代金・食事の料金○添乗員費用
旅行代金に含まれないもの／上記のほかは代金に含まれておりません。その一部
を例示します。
○羽田空港施設使用料（2,570円）○海外空港諸税（概算7,500円 2019年2月1日
現在）○燃油サーチャージ（目安35,000円 2019年2月1日現在）○国際観光旅客税
（1,000円）○上記以外の食事費用○自由行動中の一切の個人的性質の諸費用（市内
移動費、電話料金など）○海外旅行保険料 〇ESTA（米国電子渡航認証）申請費用

UK　オックスフォードコース　（運営：Oxford International）
■旅行条件
○旅 行 期 間：2019年7月29日（月）～8月12日（月） 15日間
○募集対象（年齢）：中学生・高校生（12～17才）
○利用航空会社：ブリティッシュ・エアウェイズ（BA）

（エコノミークラス）
○宿 泊 先：Oxford Brookes University 学生寮

（1～2名1室利用　※男女別相部屋利用）
○添 乗 員：同行します。
○最少催行人員：10名
○申込締切日：2019年5月31日（金）

■旅行代金・食事条件

旅行代金に含まれるもの
○旅行日程に明示したエコノミークラスの往復航空運賃○現地空港～滞在先間の往復
送迎○旅行日程に明示した英語研修（教材費含む）・アクティビティ・エクスカーション費
用・宿泊の代金・食事の料金○添乗員費用
旅行代金に含まれないもの／上記のほかは代金に含まれておりません。その一部
を例示します。
○成田空港施設使用料（2,090円）・旅客保安サービス料（520円）○海外空港諸税（概
算18,000円 2019年2月1日現在）○燃油サーチャージ（目安35,000円 2019年
2月1日現在）○国際観光旅客税（1,000円）○上記以外の食事費用○自由行動中の
一切の個人的性質の諸費用（市内移動費、電話料金など）○海外旅行保険料など

朝13回、昼12回、夕13回（機内食含まず）

旅行代金（お1人様）

食　事　条　件

通 常 価 格：619,000円
Z会会員割引価格：594,000円

■旅行代金・食事条件

朝12回、昼11回、夕12回（機内食含まず）

旅行代金（お1人様）

食　事　条　件

通 常 価 格：659,000円
Z会会員割引価格：634,000円

■旅行代金・食事条件

朝7回、昼6回、夕7回（機内食含まず）

旅行代金（お1人様）

食　事　条　件

通 常 価 格：524,000円
Z会会員割引価格：499,000円



短 期 留 学 　 Q & A Q&A

安全・安心のサポート体制
・添乗員同行による万全のサポート体制
・出発前のオリエンテーション実施
・研修前後英会話レッスン（別料金）
　受講も可能

Qどの程度の英語力が必要ですか？
中学1・2年レベルの文法の理解は必要です。研修先
では初日または出発前にテストがあり、レベル別にク

ラス分けを行います。友達とコミュニケーションをとる際
に、挨拶や自己紹介がスラスラできると、より会話を発展
させやすいようです。シェーン英会話スクールでは研修前
後英会話レッスンを行います（別料金）。ぜひご参加くださ
い。詳しくは研修のお申し込み後にご案内いたします。

Q 授業はどんな内容ですか？
日本では伸ばしにくい「スピーキング力」と「リスニ
ング力」を中心に、「リーディング力」「ライティング

力」もバランスよく伸ばせるカリキュラムとなっています。
授業はレクチャーだけでなく、自分自身が話し、英語を使
う機会が多くあります。時には、ゲームや音楽・映像を使っ
ての授業や、ディベートやディスカッションも行われます。

Q 授業が終わった後は、何をしますか？
他国の子どもたちと体を動かしながら、机上のレッス
ンを実践するアクティビティを予定しています。スポー

ツやゲームなど、英語でのコミュニケーションやアウトプッ
トの場が設けられています。また、エクスカーションでは、
周辺の観光地などを訪れます。

Q 出発前に準備しておくことはありますか？
パスポートの取得や保険・携帯電話の申込等、様々
な手続きがあります。現地の詳細は出発前のオリエ

ンテーションにてご説明します。もちろん、英語の学習は
しっかり行っておきましょう。

Q 持っていくお小遣いはいくらぐらいですか？
このプログラムでは、研修中のほとんどの食事が旅行
代金に含まれています。またアクティビティの参加費

用も旅行代金に含まれています。お小遣いとしては 1 週間
で 10,000 円が標準的な額でしょう。その他、ドリンク代
や日程表に含まれない食事代、お土産代が必要となります。

Q 病気やけがをした場合は？
同行者が適切な対処をします。状況によっては、病
院に行く場合がありますので、出発前に海外旅行保

険に必ず加入し、滞在中は保険証券を所持してください。
申込時にご案内いたします。

Q 滞在先での生活について教えてください。
滞在先は、普段は大学生が滞在している学生寮や語
学学校が提携するレジデンスですが、夏季休暇中で

空室となっているものを利用します。トイレとシャワーは共
有です。洗濯は洗濯機を使用して自分で行います。同行の
スタッフが寮内に滞在し、生活面でのサポートをしたり、ト
ラブルの際のご相談を受け付けます。

Q 食事について教えてください。
キャンパスや語学学校ではカフェテリアなどでの食事
となります。エクスカーションで外出の場合は、外出

先での食事となります。メニューは基本的には洋食となりま
す。食品の持ち込みについては
（特に米国で）規制があります。
食事についての詳細は出発前
オリエンテーションにてご案
内いたします。

A

A

A

A

A

A

A

A

Point 1 Point 2

修了式（イメージ） レッスン（イメージ）

オックスフォードコース（イメージ）

食事（イメージ）

研修参加の前後で、シェーン英会話のネイティブ
講師の授業を特別価格で受けられます。挨拶、自
己紹介等、普段の生活で必要な基本的なサバイ
バル英会話などレベルに合わせて集中特訓しま
す。詳細はお申し込み後にご案内いたします。

英会話個人レッスン（別料金）

研修参加の前後で、国際通用性のある英語４技能試験として定評のあるケンブリッジ
英語検定を特別価格で受験できます。国内の大学入試でも、英語４技能試験の結果を
活用できる大学が増えていますから、この機にぜひ受験してみてください。詳細はお申し
込み後にご案内いたします。

英語4技能試験　ケンブリッジ英語検定（別料金）研修へのお申込み後、出発前にオリエンテーションを実施い
たします。オリエンテーションでは研修先情報のレクチャー、
各種手続きのご案内、諸連絡（持ち物・集合等）を行います。
研修の準備や現地での生活に備え、ぜひご参加ください。
オリエンテーションは6月下旬～7月上旬に行う予定です。
日程・場所等の詳細はお申し込み後にご案内いたします。

オリエンテーション

英語のアウトプット力を集中的に高める
授業は英語の4技能をバランスよく伸
ばすアウトプットを重視した内容で
す。英語を使って他国の同学年の生
徒たちと話す機会も多くあります。

Point 1

世界有数の学園都市での体験
授業やアクティビティは世界でも有名
な学園都市やその周辺で実施されま
す。世界トップレベルの学生が集う街
の雰囲気の中で、将来を見据えた体験
ができます。

レッスン（イメージ）

Z会ならではの短期語学研修プログラム
中高生の今、多様な人々と交流し、世界有数の学園都市での体験、
現地での観光やアクティビティを通じて将来への道筋を描くことは、
世界に通用する『考える力』を養っていくための原動力となります。

ケンブリッジコース（イメージ）UCバークレーコース（イメージ）UCLAコース（イメージ）



空港施設使用料・旅客保安サービス料
成田からの国際線出発 2,610円
羽田からの国際線出発 2,570円

国際観光旅客税

1,000円

＊燃油サーチャージ金額の変更、空港諸税の新設、又は税額の変更があった場合、徴収額が変更になる場合があります。予めご了承ください。
＊上記日本円目安額は2019年2月1日現在のものです。日本円換算額はご旅行のお申込を頂いた後に確定いたします。

現地出入国税・空港施設使用料
ロサンゼルス概　算

日本円 7,500円
サンフランシスコ
7,500円

ロンドン
18,000円

燃油サーチャージ
シンガポール航空航 空 会 社

日本円目安額 0円
日本航空
35,000円

ブリティッシュ・エアウェイズ
35,000円

□ UCLAコース　　　□ UCバークレーコース　　　□ オックスフォードコース　　　□ ケンブリッジコース

ご旅行条件（要約）お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込みください。

航空券発券時に徴収することを義務付けられている空港諸税一覧（販売店でお支払いいただくもの）

●募集型企画旅行約款
⑴この旅行はISS（株）国際交流センター（観光庁長官登録旅行業第1148号、
以下当社といいます）が企画・実施する旅行であり、この研修に参加されるお客
様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。当社はお客様が
当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他
の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」といいます）の提供を受けるこ
とができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
⑵旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最
終旅行日程表と称する確定書面（以下「最終旅行日程表」といいます）及び当
社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「当社約款」といいます）により
ます。当社約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習
によります。
●旅行のお申込み及び契約成立時期
⑴当社又は当社の受託営業所にて（以下「当社ら」といいます）当社ら所定の旅
行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申込みいただ
きます。申込金は旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱いま
す。また、旅行契約は当社らが予約の承諾をし申込書と申込金を受領したとき
に成立するものといたします。
⑵当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約
申込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立してお
らず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して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。この期間内に申込書の提
出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みはなかったものとし
て取り扱います。
⑶お申込金（おひとり)　50,000円　(旅行代金の一部）
　　振込先銀行
　　三菱UFJ銀行　高田馬場支店
　　普通預金口座 1131154　（株）ISS国際交流センター
●旅行代金のお支払い
残金は出発日の前日からさかのぼって40日前迄に(お申込みが間際の場合は当
社が指定する期日迄）指定銀行口座にお振込みください。

●取消料
お客様の解除権
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を
変更・解除することができます。
【取消しの方法】電話のみによる取消し、変更はお受けできません。当社営業時間

内に書面にてお知らせください。

●当社の解除権
ご参加者の人数が、パンフレッ卜に記載した最少催行人数に満たない場合
は、旅行開始日から起算してさかのぼって23日目に当たる日より前に旅行中
止のご通知をいたします。
●旅行代金に含まれるもの
○旅行日程に明示したエコノミークラスの航空運賃○空港～滞在先間の往復
送迎○旅行日程に明示した英語研修（教材費含む）・アクティビティ・エクス
カーション費用○宿泊の代金・食事の料金○添乗員費用
●旅行代金に含まれないもの
上記のほかは料金に含まれておりません。その一部を例示します。
○国内の空港施設使用料・旅客保安サービス料・海外空港諸税○燃油サーチャー
ジ◯国際観光旅客税○ESTA（米国電子渡航認証）申請費用（UCLAコース、UC
バークレーコースのみ）○上記以外の食事費用○自由行動中の個人費用（市内
移動費・電話料金など）○現地での有料アクティビティ○海外旅行保険費用など

●特別保証
当社は当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様
が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に
被られた一定の損害につきましては死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及
び通院見舞金、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。
●旅券査証について
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っ
ていただきます。
このパンフレット記載の旅行には帰国までの有効期間のあるパスポートが必要です。
また、UCLAコース、UCバークレーコースはESTA（米国電子渡航認証）が必要です。
●海外危険情報
渡航先（国または地域）によっては、「外務省海外危険情報」等、国、地域に
関する情報が発出されている場合があります。お申込みの際に海外危険情報
に関する書面をお渡し致します。「外務省海外安全ホームページ：
http://www.anzen.mofa.go.jp」でもご確認下さい。
●海外旅行保険について
募集型企画旅行契約約款特別補償規定により、募集型企画旅行について当社は、
お客様が被られた損害について一定の範囲で補償させて頂きますが、傷害、疾病治
療費については補償いたしません。訪問先の国情などにより不測の事態が生じた
際、十分な補償が得られない場合もあります。安心して楽しい旅行ができるために
もお客様ご自身及び携行品等には必ず保険をかけられますようお願い致します。
●個人情報の取り扱いについて
当社は研修申込みの際に提出された個人情報（氏名、住所、電話番号、メールアド
レスなど）については、参加者との連絡に利用させていただく他、申込みいただい
た研修における現地受入機関・運送・宿泊等のサービス手配のための手続きに必
要な範囲内で利用させていただきます。この他では研修参加後のご意見や感想
の提供のお願い、アンケートのお願い、統計資料の作成などに、お客様の個人情
報を利用させていただく事が有ります。
●募集型企画旅行契約約款について
この条件に定めない事項は当社募集型企画旅行約款によります。ホームページでもご
覧いただけます。この書面は旅行業法第12条4による取引条件説明書になります。

旅行代金の10％

旅行代金の20％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

取消料区分
イ．旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
40日目にあたる日以降に解除する場合
（ロからニまでに掲げる場合を除く）

ロ．旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目にあたる日以降に解除する場合
（ハ及びニに掲げる場合を除く）

ハ．旅行開始日の前々日以降に解除する場合
（ニに掲げる場合を除く）

ニ．旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

コース名

氏　　名

生年月日

現 住 所

在学校名 名称

旅券（パスポート）番号

フリガナ

西暦　　　　年 月 日 年齢 性別

フリガナ

（姓） （名） 姓（Family） 名（First）

パスポート記載名
（ローマ字で
ご記入ください）

□ 男　　□ 女 国籍 □ 日本　　□ その他（　　　　　　　　　　）

□ 電　話

□ F a x ー　　　　　　　ー

ー　　　　　　　ー

ー　　　　　　　ー

＠□ E-mail

（自宅）

（保護者携帯）

所　　属 □ Z会の通信教育　　□ Z会の教室　　□ Z会の映像
□ その他　　　  ※複数回答可

学年

Z会会員
番号

〒（　　　　 -　　　　　　）

旅券有効期限 年 月 日
（※1）旅券をお持ちでない方は、この欄は空欄でご提出ください。

ただし、旅券を受領次第、旅券番号、発行日、有効期間をお知らせください。

現Ｚ会会員（お申し込み時にＺ会の通信教育・教室の本科（通年の授業）
・映像を受講されている方）は旅行代金を基本代金より25,000円引き
といたします。会員番号をご記入ください。

ISS㈱国際交流センター宛
●お申し込み時にご提出ください。※英文はブロック体でご記入ください。

個人情報保護の観点から、申込書をFAXする際は番号の押し間違いに
ご注意頂き、送信後はお手数ですが着信のご確認をお願い致します。

当パンフレット記載の旅行条件および旅行手配のために必要な
範囲内での運送・宿泊機関等その他への個人情報の提供につ
いて同意のうえ、以下の旅行に申し込みます。

FAX：03-6304-5104

日中ご連絡させていただく場合の連絡先にチェックを入れてください。

世界有数の学園都市で学ぶ　夏休み短期語学研修 参加予約方法
以下のいずれかの方法でお申込みください。
①専用のURLにアクセスし、参加予約申込フォームに入力
②参加予約申込書をFAXにて送信

①参加予約申込フォーム

②参加予約申込書
https://www.iss-ryugakulife.com/zsummer2019/

■旅行企画・実施・お問合せ・お申込み担当部署
観光庁長官登録旅行業第1148号  社団法人 日本旅行業協会ボンド保証会員  社団法人 日本旅行業協会（JATA）正会員  一般社団法人JAOS海外留学協議会会員  J-CROSS（社）留学サービス審査機構認証留学事業者

ISS㈱国際交流センター  シェーン留学センター
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル B2

TEL：0120-951-571 / FAX：03-6304-5104
E-mail:shane@iss-ryugaku.co.jp　http://www.iss-ryugakulife.com

総合旅行業務取扱管理者：本間 光彦　担当：中・本間
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取扱管理者にお尋ねください。


