
株式会社アイエスエイ首都圏支社

03-5463-7536 tgg@isa.co.jp

https://www.isa.co.jp/ 
〒108-0075 東京都港区港南1-6-41 芝浦クリスタル品川10階

営業時間：月～金 9:30-17:30 (土日祝 休)

総合旅行業務取扱管理者：植田和宏 山中慎治

問い合わせ先

TOKYO GLOBAL GATEWAY(東京都英語村)

〒135-0064 東京都江東区青海2-4-32 TIME24 1-3階

体験型の英語学習施設〈 TOKYO GLOBAL GATEWAY (TGG) 〉と、

国際教育に特化した教育旅行の専門会社〈ISA〉が初タッグ！

英語が飛び交う非日常な空間で、世界への扉をあけよう！

その他のコース紹介 紹介コースの詳細は、下記の連絡先までお問合せください

大学生キャリアプランニングプログラム
対 象 大学1年生～4年生（専門学校生・短大生含む）

TGGでのプログラムとISAのエンパワーメントプログラムを通して、自身の希

望企業やキャリアを突き詰めるプログラム。英語面接やグループディスカッ

ション、発表などを通して就職に対する意識を高めます。

修学旅行プログラム
対 象 小学校・中学校・高等学校等の学校団体

ただの東京観光ではもったいない！東京を英語で楽しみませんか？

TGGでのレッスンはもちろん、東京の観光地も英語ガイドによる解説で巡り

ます。最終日にはこの修学旅行を英語で振り返り、皆の前で英語で発表をする

プログラムです。

海外渡航事前準備プログラム
対 象 海外コースによる(渡航時9歳～18歳)

英語レベル 海外コースによる(初級～上級)

ISAのチャレンジホームステイ・寮滞在、未来応援プログラムや語学研修プロ

グラムにTGGでのレッスンがついたプログラム。実際に海外渡航する前に、日

常会話の英語表現を学んだり、現地校授業を体験しておくことでより自信をつ

けて海外に出発！（TGGでのレッスンは参加海外コースによって異なります）

オーダーメイドプログラム
対 象 8名以上の団体

完全オーダーメイドのプログラム。国内旅行・海外旅行問わず団体様のご要望

をお伺いし、弊社がTGGでのレッスンを含めたご希望に添うプログラムをご提

供いたします。宿泊先や移動交通手段、添乗員等の手配から海外現地団体との

仲介まで、弊社が全て承ります。

未来のグローバル人へ

from TGG×ISA

研修先

＜アイエスエイWebサイトはコチラから＞



1

はじめに・・・

プログラム名 日程 集合/解散場所
募集
人数

最少催行
人数

金額 締切日

コース

１
1DAY

クリスマススペシャル
2020

12/19(土)

①千葉・東京
②横浜・川崎
③水戸・つくば

①②③
各30名

①②③
各20名

①②¥14,800
③¥16,800

(保護者)¥5,000
11/30(月)

コース

2
北欧のクリスマス体験

withムーミン

2020
12/19(土)
~20(日)

高崎駅 35名 20名
（小学生）¥49,000
（中学生）¥51,000

11/30(月)

コース

3

1DAY
海外生活体験

イングリッシュプログラム

2021
1/30(土)

①千葉・東京
②横浜・川崎
③水戸・つくば

①②③
各30名

①②③
各20名

¥14,800 11/30(月)

コース

4
1DAY

バレンタインスペシャル
2021

2/14(日)

①千葉・東京
②横浜・川崎
③水戸・つくば

①②③
各30名

①②③
各20名

①②¥14,800
③¥16,800

(保護者)¥5,000
1/15(金)

募集プログラム概要

取消料について

お申込みいただいた後に、ご参加者様のご都合

によりお取消される場合はFAXやEメールなど、

その意向を必ず書面にてお知らせください。

また、取消のご連絡をいただいた時期により右

記の取消料が発生することを予めご了承くださ

い。ご返金の手順につきましては、申込み取

消のご連絡をいただいた際にご案内いたします。

※プログラム中の遅刻・早退・欠席に対する返

金はございません。

※現地集合・解散される場合の貸切バス代、又

は途中で離団された際の返金はございません。

取消料規定(弊社規定)

【宿泊型】
お申込み後ご参加を取消された時期
(募集型企画旅行約款に準じる)

【通学型】
お申込み後ご参加を取消された時期
(弊社規定に準じる)

お支払頂く取消料

旅行(研修)開始日の前日から起算してさか
のぼって20日目にあたる日以降に取消さ
れた場合(下記に掲げる場合を除く)

旅行(研修)開始日の前日から起算してさかのぼって
10日目にあたる日以降に取消された場合(下記に掲
げる場合を除く)

旅行(研修)代金の20％

旅行(研修)開始日の前日から起算してさか
のぼって7日目にあたる日以降に取消され
た場合(下記に掲げる場合を除く)

旅行(研修)開始日の前日から起算してさかのぼって
7日目にあたる日以降に取消された場合(下記に掲
げる場合を除く)

旅行(研修)代金の30％

旅行(研修)開始日の前日に取消された場合 旅行(研修)開始日の前日に取消された場合 旅行(研修)代金の40％

旅行(研修)開始日当日に取消された場合 旅行(研修)開始日当日に取消された場合 旅行(研修)代金の50％

旅行(研修)開始後の解除、又は
無連絡不参加の場合

旅行(研修)開始後の解除、又は
無連絡不参加の場合

旅行(研修)代金の100％

しおりの送付

旅行代金に含まれるもの 旅行代金に含まれないもの

■英語レッスン料

教材費

アクティビティ代 など

■貸切バス代 集合/解散場所―研修地間

(高速道路・駐車料金含む)

※コース2は下記のものが含まれます

■宿泊費用・二食付き

（ホテル：マロウドイン熊谷/洋室ツイン

もしくはトリプル）

■施設利用料

■TGG入場料

■日本人スタッフ費用

■(保護者同伴の場合)保護者1名 入場料

■ムーミンバレーパーク入園料

+1デイパス

■自宅から集合解散場所までの往復交通費

■昼食代

■個人的費用：お小遣い（お菓子、お土産など）

※インターネットが使用できない場合

は、お問い合わせ先までご連絡くださ

い。

※事前提出書類＜質問書、プログラム

参加同意書、アレルギー調査票など＞。

各書類はレッスン、宿泊部屋のグルー

プ分け、施設とのアレルギー対応に必

要となります。

※プログラム開始の約１週間前に、

当日の集合場所や持ち物、注意事

項などを記載したしおりをご自宅

に送付いたします。

事前書類の提出、

プログラム料金のご入金

アイエスエイのホームページに掲

載されている参加希望のプログラ

ムページを確認し、下段にある

[オンライン申込み]ボタンから

オンライン申込みフォームの入力

プログラムの催行確定後、

弊社から事前書類とご請求書を

送付

2 3 4

「TOKYO GLOBAL GATEWAY (TGG)」とは2018年にお台場に設立

された、まったく新しいタイプの体験型英語学習施設。「世界

一の都市・東京」の実現を目指す上で、日本人のグローバルな

コミュニケーション能力には、大きな課題があるとされている

中で、東京都教育委員会が児童・生徒が英語を使用する楽しさ

や必要性を体感し、英語学習の意欲向上のきっかけ作りを目的

として、開設しました。

今回、1970年の設立以来グローバル人材育成のため、成長段階

に応じた国内・海外プログラムを提供してきたISAとTGGがタッグ

を組むことで、皆様に より楽しく 実践的に英語を学んでいた

だけます。積極的に英語で話してみることで、普段の学習効果も

高まることが期待されます。

対 象 年長～小学2年生(保護者同伴も可)
小学3年生～中学3年生

英語レベル 初級 / 日帰り

お申込みからご参加までの手順

1DAY
クリスマススペシャル

プログラム詳細

コース１の1DAYクリスマススペシャルに参加した後、翌日

の終日をムーミンバレーパークで北欧のクリスマスを満喫

できるプログラム。同世代のお友達と英語を学んだあとは

ムーミンバレーパークでのフリータイム時間が待っていま

す！高崎駅より専用バスで移動します。添乗員同行のため

お一人での参加でも安心です。もちろんお友達との参加も

大歓迎です。一緒に思い出をつくりましょう！

＊1アトラクションエリアとは…海外の街並みがリアルに再現されたエリア。飛

行機内やスーベニアショップ、クリニックなど海外で訪れることが想定される施

設を舞台に、店員役を務める外国人スタッフを相手に、英語でやりとりをします。

午 前 午 後 食 事

日
帰
り

■集合 (8:00-9:00)
■専用バスでTGGへ移動

■ウォーミングアップアクティビティ

■レッスン(アトラクションエリア)

■昼食
■レッスン (アトラクションエリア)

■振り返り

■専用バスで解散地へ移動
■解散 (17:00-18:00)

朝食…なし
昼食…持参

夕食…なし

対 象 小学３年生～中学３年生
英語レベル 初級 / 日帰り

1DAY 海外生活体験
イングリッシュプログラム

集合地から専用バスで日本人スタッフと共にTGGに移動。

バレンタインならではのミッションをグループでクリアし

ていきます。グループには、日本人アシスタントも同行す

るので、一人参加でも安心です。

レッスン終了後も、専用バスで解散場所まで移動します。

保護者が同伴される場合は、お子様の授業の様子をご見学

いただけます。

午 前 午 後 食 事

日
帰
り

■集合 (8:00-9:00)
■専用バスでTGGへ移動

■ウォーミングアップアクティビティ

■レッスン
(バレンタインアクティビティ)

■昼食
■レッスン

(バレンタインアクティビティ)

■振り返り

■専用バスで解散地へ移動
■解散 (17:00-18:00)

朝食…なし
昼食…持参

夕食…なし

集合地から専用バスで日本人スタッフと共にTGGに移動。

クリスマスに装飾された海外の街並みがリアルに再現され

たTGGをグループで巡ります。グループには、日本人ス

タッフも同行するので、一人参加でも安心です。

TGGでのレッスン終了後、専用バスで都内のクリスマスイ

ルミネーションを見ながら解散場所まで移動予定です。

保護者が同伴される場合は、お子様の授業の様子をご見学

いただけます。

午 前 午 後 食 事

日
帰
り

■集合 (8:00-9:00)
■専用バスでTGGへ移動

■ウォーミングアップアクティビティ

■レッスン
(クリスマスアクティビティ)

■昼食
■レッスン

(クリスマスアクティビティ)

■振り返り

■専用バスで解散地へ移動
■解散 (17:30-18:30)

朝食…なし
昼食…持参

夕食…なし

1DAY
バレンタインスペシャル

対 象 年長～小学2年生(保護者同伴も可)
小学3年生～中学3年生

英語レベル 初級 / 日帰り

対 象 小学3年生～中学3年生
英語レベル 初級 / 1泊2日

1日目 2日目 食 事

2
日
間

■集合 (7:00-7:30)
■専用バスでTGGへ移動
■ウォーミングアップアクティビティ

■レッスン (クリスマスアクティビティ)

■レッスン終了後、専用バスにてホテルへ

■チェックイン/夕食

■朝食/チェックアウト
■専用バスにてムーミンバレーパークへ

■各班に分かれて、パーク内を散策
■専用バスにて解散地に向けて出発
■解散(17:00-18:30)

1日目
朝：×

昼：持参
夕：〇

2日目
朝：〇

昼：各自
夕：×

集合地から専用バスで日本人スタッフと共にTGGに移動。

TGGの３つのアトラクションエリア(＊1)を外国人グループ

リーダーと巡ります。レッスン終了後、専用バスでスタッ

フと解散地まで移動。参加しやすい日帰りコースです。

北欧のクリスマス体験
with ムーミン


