
企画・監修 特定非営利活動法人 日本国際交流振興会
Japan Foundation for Intercultural Exchange（JFIE）

旅行企画・実施 株式会社アイエスエイ

現地運営 アメリカ: GPI-US／FOA／FLS International
オーストラリア: AIIU／ISA Australia
イギリス: CHE Intercultural Exchange Ltd.／Ardmore

カナダ: GPI-NA
ニュージーランド: NZIIU
シンガポール: BlueSky Education

対象：中学生・高校生

旅行条件書
ダイジェスト版

観光庁長官登録旅行業256号 旅行業公正取引協議会 会員
一般社団法人 日本旅行業協会(JATA) 正会員 一般社団法人 海外留学協議会(JAOS) 正会員
一般社団法人 留学サービス審査機構(J-CROSS) 認定証事業者

語学学校で学ぶ英語+アクティビティ

寮滞在プログラム

全コース2名以上

添乗員同行

ホストファミリーと異文化体験！

チャレンジホームステイ
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毎回人気のロサンゼルス。多種多

様な現地のファミリー宅にホーム

ステイ。あの有名選手が所属する

大リーグチームのスタジアム見学

やテーマパーク見学も！ボラン

ティアワーク(15日間のみ)や企業

見学の機会、写真が映えるスポッ

トにもご案内します。

４つの王国からなるイギリス。イングラ

ンドの首都ロンドンは世界の政治、金融

の中心。歴史や伝統を重んじ、音楽や

アート、フットボールなど大衆文化が盛

んです。人気のハリーポッタースタジオ

見学も盛り込みました。滞在地域はロン

ドン市内から約1時間のカントリーサイ

ド。緑豊かな環境の良いところで、英語

の学習、交流を楽しんでいただけること

でしょう。

アメリカ・ロサンゼルス
ホームステイ

東京本社 Shin-ichi

関西支社 Taka

カナダ・バンクーバー
ホームステイ

カナダ西海岸に広がるブリティッ

シュ・コロンビア州最大の都市バン

クーバー。国際交流に興味がある現

地在住の児童、生徒、学生(バディ)

と交流します。英語レッスンだけで

なく、午後のアクティビティ、市内

見学も一緒に行きますので、たくさ

ん英語を使うチャンス！仲良くなっ

て友達をいっぱい作りましょう！

15日間 8月1日(月)－8月15日(月)

9日間 8月14日(日)－8月22日(月)

イギリス
ロンドン郊外
寮滞在・ホームステイ

オーストラリア
メルボルン郊外
ホームステイ

15日間 7月31日(日)－8月14日(日)

9日間 8月14日(日)－8月22日(月)

東京本社 Lisa

15日間 7月23日(土)－8月7日(日)

10日間 7月30日(土)－8月8日(月)※寮滞在のみ

オーストラリア南東部に位置するメルボ

ルンはシドニーに次ぐ、オーストラリア

第2の都市。街の約4分の1が公園という

メルボルンは、ガーデンシティとしても

知られています。英語のレッスンや自然

保護区(動物園)の見学に加えて、現地の

児童または生徒との交流機会があります。

ホストファミリーだけでなく、現地の子

供たちといっぱい仲良くなって友達をた

くさん作りましょう！

17日間 7月30日(土)－8月15日(月)

10日間 8月13日(土)－8月22日(月)

関西支社 Morita

研修終了後に参加者のみが閲覧できるアルバムサイトに写
真を掲載します。研修の内容やアクティビティの様子をご
覧いただけます。(無料でダウンロード可能)

※研修の全体の様子をお伝えするものですので、参加者全員の
撮影を保証するものではございません。

※肖像権使用に承諾されない場合は掲載を控えます。

空港での集合時から解散時まで、全日程日本人添乗員また
は引率者が全コース2名以上同行します。どうしても日本語
で相談したいときなど、例えば「授業が難しすぎる」「体
調が悪い」などお困りの際はすぐに日本語で対応します。

※このプログラムは、普段の生活をご自身で行え、心身ともに健康で、
意欲的に取り組んでいただける方をご参加対象としております。

研修中の様子を写真で公開 日本人添乗員・スタッフが
同行＆常駐

保護者様も安心のサービス



添乗員同行 夏休み海外英語研修 プログラム一覧 ※すべてのコースとも最少催行人数1 5名 定員20名

行先
コースコード／
旅行期間・日数

旅行代金
発着
空港
※予定

滞在先
スタディ
センター

現地
通学方法

参加対象
満年齢／学年
※出発日基準

ポイント
※全コース英語レッスン付き

ウェブ
サイト

ア メ リ カ

ロサンゼル
ス郊外

TYBUBL1
7/31(日)-8/14(日)

15日間
599,000円

羽田
ホーム
ステイ

教会または
公共施設

車、徒歩、
公共交通機関

など

12歳－18歳
中学1年生－高校3年生

・大学キャンパスツアー
・エンジェルススタジアムツアー
・ボランティアアクティビティ
・テーマパーク見学

TYBUBL2
8/14(日)－8/22(月)

9日間
478,000円

・エンジェルススタジアムツアー
・現地企業訪問
・テーマパーク見学

ボストン
郊外

TYBUBB1
7/25(月)－8/7(日)

14日間
608,000円 成田 寮 寮施設 徒歩

15歳－18歳
中学3年生－高校3年生

・ボストン市内見学
・マサチューセッツ工科大学見学
・マーケットプレイス、水族館見学

ニューヨー
ク郊外

TYBUBN1
7/31(日)－8/8(月)

9日間
478,000円 羽田

ホーム
ステイ

語学学校 公共交通機関
13歳－17歳

中学1年生－高校3年生
・ニューヨーク市内見学
・美術館または博物館見学

カ ナ ダ

バンクー
バー郊外

TYBCBV1
8/1(月)－8/15(月)

15日間
548,000円

成田
ホーム
ステイ

教会または
公共施設

車、徒歩、
公共交通機関

など

12歳－18歳
中学1年生－高校3年生

・現地在住同世代との交流
(参加者5名程度に対して１名)

・大学キャンパスツアー
・バンクーバー市内見学
・自然公園見学

TYBCBV2
8/14(日)－8/22(月)

9日間
438,000円

・現地在住同世代との交流
(参加者5名程度に対して１名)

・バンクーバー市内見学

イ ギ リ ス

ロンドン
郊外

TYBGBL1
7/23(土)－8/7(日)

16日間
598,000円

羽田 寮 学校施設 徒歩
12歳－帰国時17歳

中学1年生－高校3年生

・ウィンザー見学
・ロンドン市内見学
・ハリーポッタースタジオ見学

TYBGBL2
7/30(土)－8/8(月)

10日間
465,000円

・ロンドン市内見学
・ハリーポッタースタジオ見学

TYBGBL3
7/23(土)－8/7(日)

16日間
638,000円 羽田

ホーム
ステイ

教会または
公共施設

車、徒歩、
公共交通機関

など

12歳－帰国時17歳
中学1年生－高校3年生

・オックスフォード見学
・ウィンザー見学
・ロンドン市内見学
・ハリーポッタースタジオ見学

オ ー ス ト ラ リ ア

ブリスベン
郊外

TYBABB1
7/30(土)－8/13(土)

15日間
568,000円

成田
ホーム
ステイ

語学学校
車、徒歩、
公共交通機関

など

12歳－18歳
中学1年生－高校3年生

・ブリスベン市内見学
・動物園見学

TYBABB2
8/13(土)－8/21(日)

9日間
448,000円

・ブリスベン市内見学
・アボリジニ文化学習

メルボルン
郊外

TYBABM1
7/30(土)－8/15(月)

17日間
528,000円

成田
ホテル、
ホーム
ステイ

教会または
公共施設また

は学校

車、徒歩、
公共交通機関

など

12歳－18歳
中学1年生－高校3年生

・アボリジニ文化センター見学
・現地校生徒との交流
・動物園見学TYBABM2

8/13(土)－8/22(月)
10日間

428,000円

シドニー
郊外

TYBABS1
7/23(土)－8/6(土)

15日間
558,000円 成田

ホーム
ステイ

語学学校
徒歩、公共交
通機関など

12歳－18歳
中学1年生－高校3年生

・シドニー市内見学
・シドニー大学見学
・世界遺産ブルーマウンテンズ見学
・動物園見学
・ミュージアム見学

TYBABS2
8/13(土)－8/21(日)

9日間
428,000円 羽田

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド

クライスト
チャーチ
郊外

TYBNBC1
7/30(土)－8/13(土)

15日間
598,000円

成田
ホーム
ステイ

語学学校
徒歩、公共交
通機関など

(参加者負担)

14歳－18歳
中学2年生－高校3年生

・クライストチャーチ市内見学
・カンタベリー大学キャンパス
ツアーTYBNBC2

8/13(土)－8/20(土)
8日間

498,000円

シ ン ガ ポ ー ル

シンガ
ポール
郊外

TYBSBS1
7/31(日)－8/7(日)

8日間
328,000円 成田

寮 寮施設 徒歩
12歳－18歳

中学1年生－高校3年生

・シンガポール市内見学
・大学キャンパスツアー
・サイエンスセンター見学
・ユニバーサルスタジオ見学

TYBSBS2
8/13(土)－8/20(土)

8日間
378,000円 関西

※旅行代金のほか、海外、国内諸税、保険料、燃油サーチャージ、渡航手続手数料、お小遣いなどが必要になります。

※運送機関の運航中止、現地受入団体の受け入れ停止などにより、募集や催行が中止になる場合がございます。

※本誌掲載の情報は20 22年4月1日現在有効のものです。利用航空会社及びスケジュール、燃油サーチャージ、航空保険料、日本国内、海外空港税、

諸税に変更が生じる場合がございます。予めご了承ください。
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オンライン募集説明会へ参加！

オンラインお申込み

・各コース紹介ページよりお申込みください。
・備考欄に第2希望、第3希望のコースを必ずご入力ください。
ご希望のコースが満席、または不催行の場合には他のコースを
ご案内させていただきます。

お申込金のお振込み

お申込金のご請求書をお送りしますので、振込期日までにお申込金(旅行代金の一部金)
50,000円または100,000円をお振込みください。※分割払いやクレジットカード支払は承っておりません。

※期日までにお振込みをいただけない場合はキャンセルとみなし、他の方へ繰り上げる場合がございます。

「オンラインお申込み」 と「お申込金のお振込み」をもって正式なお申込みとなります。

説明会へのご参加は必須ではありませんので、
説明会へご参加いただかなくてもお申込み
いただけます。

渡航手続書類一式、顔写真、パスポートコピーのご提出

お申込締切前後に、「催行決定通知」と「渡航手続書類」一式をお送りします。
期限までにご提出ください。※催行ができない場合は事前にご連絡します。

6月上旬 まで

旅行代金のお振込み ※分割払いやクレジットカード支払は承っておりません。

旅行代金残金の請求書をお送りいたします。内容をご確認のうえ、請求書に記載の振込期日までにお振込みください。
＜旅行代金の請求書とは＞ 旅行代金の全額からお申込みの際にお支払いただいたお申込金(旅行代金の一部金)を差し引いた残りの旅行代金とその他かか
る費用の請求書です。

ご出発 約1か月前

渡航前オリエンテーション（動画）

現地滞在中の心構えや現地の生活習慣、出入国手続きの流れ等について詳しくご説明します。
最終日程表(「研修のしおり」)をご出発の1週間前頃にお送りします。※詳細は催行決定通知をお送りする際にご案内いたします。

7月上旬以降

ホストファミリー情報の送付 (ホームステイプログラム参加者対象) 滞在するホストファミリーのご案内を郵送します。

※現地事情により、現地到着後以降に情報をご案内する場合がございます。

ご出発の当日まで※

東日本エリア 050-5515-6975 西日本エリア 050-5515-1833 E-mail fit@isa.co.jp

東京都港区港南1-6-41 芝浦クリスタル品川10F
総合旅行業務取扱管理者：植田和宏、橋本眞一 観光庁長官登録旅行業第256号

お問合せ 平日 9:30－17:30(土日祝休み)

お申込みからご出発までの流れ

プログラムを探す

チャレンジホームステイ
ご紹介ページ

5月 20日(金)
申込
締切

正式なお申込みを済まされた方から先着順となります。
定員になり次第、募集を締め切りますので、お早めにお申込みください。

www.isa.co.jp

株式会社アイエスエイ

・お申込みの際は弊社の標準旅行業約款、旅行条件(募集型企画旅行契約の部)にて、約款および取消料等を必ずご確認ください。
標準旅行業約款、旅行条件(募集型企画旅行の部)は右のQRコードからご覧いただけます。プログラムへのお申込みには、
当約款および参加同意書記載事項へのご同意が必要になります。

・プログラムお申込み、キャンセルは電話では受け付けておりません。必ずメールなどでご連絡ください。
・日本および渡航国の出入国時に必要なコロナワクチン接種義務、陰性証明のご提示、ご提出を順守いただけない方は、お申込み、ご参加

いただけません。
・5月20日(金)時点で、渡航国の感染症危険情報レベルが３以上の場合、お申込み、ご参加人数にかかわらず催行を中止いたします。
・外国籍の方の、出入国時のワクチン接種義務、陰性証明提示の未必、渡航先入国査証(VISA)は、個人でご確認をお願いいたします。
査証取得には1ヶ月以上かかる場合もございますので、時間に余裕を持って申請してください。取得が間に合わない場合など、個人的な
理由のキャンセルは、約款に基づき取消料を申し受けます。

ご注意事項

ご出発！

中学生
プログラム一覧

高校生
プログラム一覧

適用条件：
2022年5月以前のISAの国内
英語研修、添乗員同行海外短期研修
(チャレンジホームステイ、未来応援
プログラム、語学研修(ジュニアプロ
グラム)に参加されたご本人様。

※学校での研修は対象外です。
※必ずお申込み時にご申告ください。
後日ご申告の場合は、理由を問わず
適用いたしかねます。


