
エガムコース
Royal Holloway University of London

先着 ￥20,000 引き
全コース合計30名様まで

対象年齢
10～17才

ロサンゼルスコース
UCLA（University of California Los Angeles）

ロンドン市内（イメージ） ロンドン市内（イメージ）

ロサンゼルス市内（イメージ）

対象年齢
13～17才

SHANE JUNIOR VACATION 2020
第29回 小・中・高校生のための
夏休み海外語学研修

SSA-07095

申込締切日 2020年5月31日（日）ENGLISH FOR LIFE

15日間〈7/30～8/13〉

15日間〈7/26～8/9〉
Los Angeles

Egham

学校外観（イメージ）

学校外観（イメージ）

学校外観（イメージ）

UCLA（イメージ） UCLA（イメージ）

旅行企画・実施：研修企画：



1

７/30（木）

2～13
7/31（金）
〜

８/11（火）

14

８/12（水）

15
８/13（木）

日次

Egham, Royal Holloway University of London

エガムコース

スケジュール 食事

●羽田発（JL43/11:20） 
　空路、ロンドンへ
●ロンドン着（15:50）
●着後、送迎車にてエガムへ
 ロイヤルホロウェイエガム：ドミトリー泊

●Royal Holloway University of Londonキャンパス内外、
　周辺施設にて
　語学研修（General English)＆各種アクティビティ体験
週末には、近郊への日帰り旅行も用意されています
 ロイヤルホロウェイエガム：ドミトリー泊

●送迎車にて空港へ
●ロンドン発（JL44/19:15） 
　空路、羽田へ 機中泊
●羽田着（15:00）
●解散

■日程表

＊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。必ず、最終確認をしてください。
＊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。

早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜時間帯の目安
04：00 06：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00 04：00

朝：×

昼：機

夕：○

朝：○

昼：○

夕：○

朝：○
昼：×
夕：機
朝：機

■サンプルスケジュール

※プログラムは学校の都合上、予告なくスケジュールを変更する場合があります。必ず、最終確認をしてください。
※アクティビティは一部有料のものがあります。

ヒースロー空港から20分の距離にあるロイヤルホロウェイ
は、ロンドン大学を構成するカレッジの1つです。1886年に
ヴィクトリア女王によって正式に開学されました。大学名が
「Royal」を冠しているのはそのためです。フランスにある
Château de Chambordという城をモデルにして作られた
美しいこの建物はロイヤルホロウェイの魅力の一つです。

Royal Holloway University of London
エガム

Egham

美しいお城の様な大学で英語を学び国際感覚を養う‼ 対象
年齢 10～17才

学校外観（イメージ）

アクティビティ（イメージ） ロンドン市内（イメージ）

アクティビティ（イメージ）ロンドン市内（イメージ）

運営：Oxford International

午前

午後

夕刻

Sunday

・日帰り旅行
　ブライトン観光
　（シーライフセンター）

・ディスコ
　（キャンパス内）

・ロンドン観光
　（ウォーキングツアー
＆ショッピング）

・スポーツ
・アート＆クラフト

・スポーツ

・レッスン

・会話クラブ
・ナイトウォーク

・レッスン

・ロイヤルガーデン
　パーティー

・リバーボートディスコ

・レッスン

・レッスン

・インターナショナルナイト

・オックスフォード観光
　（市内観光＆大学見学）

・ゲームショー
・トレジャーハント

・レッスン

・レッスン

・ファッションショー
・スポーツ
・映画

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

619,000円
朝13回、昼12回、夕13回（機内食含まず）

■ 旅行代金・食事条件
旅行代金（お1人様）
食　事　条　件

■ 旅行期間
2020年7月30日（木）～8月13日（木） 15日間

■ 旅行代金に含まれるもの
○旅行条件に示した航空会社のエコノミークラスの往復航空券○空港から宿泊先
までの往復送迎○英語レッスン費○アクティビティ費○宿泊費○旅行条件記載の
食事費用○現地スタッフ人件費○諸手続費○緊急連絡費○添乗員・同行者費用

■ 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（大人：2,610円、小人：1,300円）○現地空港諸税（概算
21,000円 2020年2月1日現在）○燃油サーチャージ（目安21,600円 2020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

■ 募集対象年齢：10～17才
■ 利用航空会社：日本航空（JL）（エコノミークラス）
■ 宿 泊 先：ロイヤルホロウェイ エガム学生寮

1名～2名（トイレ・シャワー付）
■ 添 乗 員：同行しません。シェーンスタッフが同行します。
■ 最少催行人員：15名
■ 申込締切日：2020年5月31日（日）

※先着割引以外の㈱国際交流センターで取り扱う割引は適用できません。

学校外観（イメージ） キャンパス内（イメージ）

エガムコース
参加予約
申込フォーム



Los Angeles, UCLA

ロサンゼルスコース 運営：EC

■サンプルスケジュール

※プログラムは学校の都合上、予告なくスケジュールを変更する場合があります。必ず、最終確認をしてください。

649,000円
朝13回、昼10回、夕11回（機内食含まず）

■ 旅行代金・食事条件
旅行代金（お1人様）
食　事　条　件

■ 旅行期間
2020年7月26日（日）～8月9日（日） 15日間

■ 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（2,130円）・旅客保安サービス料（530円）○現地空港諸税
（概算7,500円 2020年2月1日現在）○燃油サーチャージ（目安0円 2020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

■ 募集対象年齢：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：2020年5月31日（日）

※先着割引以外の㈱国際交流センターで取り扱う割引は適用できません。

アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスにある総合州立
大学です。1919年に設置されました。10の大学からなるカリ
フォルニア大学の1校で、バークレー校、サンフランシスコ校に次
ぐ歴史を持ち、カリフォルニア州の大学では学生数が最も多い
州立大学です。419エーカー（東京ドーム約36個分）の大学の敷
地内には160以上の建物があり、100以上の専攻を持ちます。

UCLA（University of California Los Angeles）
ロサンゼルス

対象
年齢 13～17才カリフォルニア州の名門、カリフォルニア大学ロサンゼルス校でのキャンパスライフ

Los Angeles

キャンパス内（イメージ）

学校外観（イメージ）

レッスン（イメージ） UCLA（イメージ）

ロサンゼルス市内（イメージ） ロサンゼルス市内（イメージ）

スケジュール 食事日次

1

７/26（日）

14

８/8（土）

15
８/9（日）

●成田発（SQ012/19:00） ⇒ 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）
●着後、送迎車にてロサンゼルス市内へ
 ドミトリー泊

●UCLAキャンパス内・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
 ドミトリー泊

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

●成田着（19：00）
●解散

2～13
7/27（月）
〜

８/7（金）

※テーマパーク観光時、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。

早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜時間帯の目安
04：00 06：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00 04：00

夕：機

朝：機

夕：○

朝：○

昼：○※

夕：○※

朝：機
〈国際日付変更線通過〉

朝：◯
昼：×
夕：機

■ 日程表

午前

午後

夕刻

Sunday

・レッスン

・キャンパス内
　アクティビティ

・ボードゲーム ・スポーツ

・レッスン ・レッスン ・レッスン ・レッスン ・レッスン ・テーマパーク
　（ディズニーランド、
　  ユニバーサルスタジオ）・キャンパス内

　アクティビティ
・キャンパス内
　アクティビティ

・ウエストウッド

・サンタモニカピア

・アート&クラフト ・スポーツ

・キャンパス内
　アクティビティ

・LAダウンタウン

・ボーリング

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

キャンパス内（イメージ）

ロサンゼルスコース
参加予約
申込フォーム



（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

～ 2019年参加者の声 ～

1位  インターナショナルナイト
2位  カラーラン
3位  バスケットボール

コース全体の印象はどうでしたか？

■ エガムコース

とても良かった
53％良かった

38％

悪かった ………… 0％
とても悪かった … 0％ とても悪かった … 0％

※アクティビティ、日帰り観光の内容は
　昨年と異なる場合がございます。

普通
9％

他国の生徒たちとの生活はどうでしたか？

とても良かった
57％

良かった
29％

悪かった　4％

普通
10％

1番印象に残ったアクティビティは？

1位　ロンドン
2位　ハリーポッターミュージアム
3位　オックスフォード

授業では英語で話したり、聞いたりして、
分からない事も多かったけど、だんだんと
分かるようになっていて、とても楽しかっ
た。また、アクティビティでは、海外の子
達とふれあい、様々な国の子と友達になる
ことができて嬉しかった。（13歳女子）

外国人とのコミュニケーションは、言語の
壁があって難しいと思ってたけど、ジェス
チャーなどでも意外とコミュニケーション
をとれて楽しかった。（14歳男子）

寮生活は友達と協力して過ごすため、きず
なが深まります。一方で授業では、他国の
生徒達と仲良くできるのでたくさん友達が
できます。（12歳女子）

英語だけの授業サイコーでした!!　参加して
いた子は良い子ばかりでした。（17歳女子）

最初は不安もたくさんあったが、日本人や
外国人のたくさんの人と友達になることが
でき、また、日本人が誰もいないという環
境で授業を受け、良い経験になった。海外
に行ったのは初めてだったが、楽しむこと
ができた。また機会があれば、行ってみた
い。（14歳男子）

いろんな国籍の人がいたが、差別なく、皆
がそれぞれの他国の人と仲良くしていた事
がとても印象的だった。みんなが一つに
なって色んなことを進んで取り組んでいた
姿を見て、私も海外の人ともっとかかわっ
ていきたいという気持ちにもなれた。それ
ぞれ言語はちがうけど、努力して英語で
しゃべって友達を作ったり、将来につなが
る体験ができた。（13歳女子）

1番印象に残った日帰り観光は？

感想

1位  ビーチでのキャンプファイヤー
2位  パーティー
3位  ボーリング

コース全体の印象はどうでしたか？

とても良かった
64％

良かった
29％

悪かった ………… 0％
とても悪かった … 0％ とても悪かった … 0％

普通
7％

他国の生徒たちとの生活はどうでしたか？

とても良かった
67％

良かった
17％

悪かった　8％

普通
8％

1番印象に残ったアクティビティは？

1位  ディズニーランド
2位  ハリウッド
3位  メジャーリーグ

ロサンゼルスで経験したことは全てと言って
いいほど、どれもいい思い出でした。また、私
達以外にも、フランス人やセネガル人、中国
人、ロシア人といった、日本ではなかなか話
す機会がない人達と出会って、最初はどう話
しかけようかたくさん考えたけれど、慣れて
いくうちにだんだん会話が弾むようになって
いて、とても楽しかったです。（16歳女子）

実際に参加すると、他国の、日本とは180
度違った考えや行動の人とたくさん出会え
ました。世界は広いです！（13歳女子）

他国籍の方ともたくさん話せて仲良くなる
ことができた。帰りたくないぐらい毎日が
幸せでとても楽しかった。（14歳女子）

絶対に忘れられない思い出になりました。
日本人、外国人問わず最高の友達ができ、
今まで生きた中で1番充実していた時間
だったと思います。英語力の向上はもちろ
ん、若いうちに留学に行くことで、世界の
広さをすごく感じさせられるし、これから
の人生を決めていく上でとても意味のある
経験ができたと思います。（13歳女子）

授業では文法などではなく、日常的に使う
英語が学べた。面白かったのでまた行きた
い。（14歳男子）

1番印象に残った日帰り観光は？

感想

■ ロサンゼルスコース

※アクティビティ、日帰り観光の内容は
　昨年と異なる場合がございます。



Q&A
Q1：どの程度の英語力が必要ですか？

学校では初日にペーパーと
口頭のテストがあり、その
テストの結果によってクラ
スがレベル別に分かれるの
で、どのレベルの方でもご
参加できます。

Q2：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」と「リスニング」を
中心に、「リーディング」「ライティング」もバランスよく伸
ばせるカリキュラムとなっています。
授業はその日の授業のテーマについて、様々な角度からアプ
ローチします。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
も多くあります。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。

Q3：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
ツや観光を通して、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、その国の名所や周辺の観光地
などを訪れます。

Q4：出発前に準備しておくことはありますか？
パスポートや ESTA（ロサンゼルスコース）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。ご準備の詳細
は出発前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。

Q5：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、日程表に含
まれない食事代、お土産代が必要とな
ります。

Q6：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。申込後にご案内しま
す。

Q7：ドミトリー（学生寮）について
普段は大学生が滞在している学生寮ですが、夏季休暇中で空
室となっているものを利用します。
生活に必要なベッド・寝具・机・椅子・クローゼット等が用
意されています。
シャワー・トイレは共有です。洗濯は洗濯機を使用して自分
で行います（有料）。キャンパス内では、無料でWiFi 利用
が可能です。
同行の添乗員が寮内に滞在し、生活面でのサポートをいたし
ます。

Q8：食事について教えてください。
キャンパス内では食堂での食事となります。エクスカーショ
ンで外出の場合は、ランチパックや外出先での食事となりま
す。ロサンゼルスコースでは一部費用をご負担いただく食事
があります。

Q9：国際電話・WiFi ルーターについて
海外レンタル携帯電話・WiFi ルーターをご案内します。高
額になりがちな国際通話・通信料を安心の料金プランでご案
内します。

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

エガムコース学生寮（イメージ） ロサンゼルスコース学生寮（イメージ）

エガムコース食事例（イメージ） ロサンゼルスコース食事例（イメージ）

お申し込みをご検討の方対象に説明会を行います。
【東京会場】日時：4月12日（日）11：00～12：30
　　　　　　　場所：TKPモノリスカンファレンスセンター11A （新宿区西新宿2-3-1 モノリスビル 11F）
【名古屋会場】日時：4月18日（土）14：00～15：30
　　　　　　　場所：ISS国際交流センター名古屋支店 （名古屋市中村区椿町1-16 井門名古屋ビル 3F）
【大阪会場】日時：4月25日（土）14：00～15：30
　　　　　　　場所：ISS国際交流センター大阪支店 （大阪市北区曽根崎新地1-4-10 銀泉桜橋ビル 1F）
予約方法：お電話またはメール【電話】0120-951-571　【メール】shane@iss-ryugaku.co.jp
　　　　 『ジュニアバケーション  説明会参加希望』として、
　　　　　氏名・年齢・参加人数を明記の上、ご連絡ください。

説明会の
ご案内



ご旅行条件（要約）お申し込みの際には、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し込みください。
■募集型企画旅行約款
⑴この旅行は㈱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、パンフレツト、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
○旅行条件に示した航空会社のエコノミークラスの往復航空券○空港から宿泊先まで
の往復送迎○英語レッスン費○アクティビティ費○宿泊費○旅行条件記載の食事費用
○現地スタッフ人件費○諸手続費○緊急連絡費○添乗員費用○同行者費用
■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。
○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（ロサンゼルスコースのみ）
○上記以外の食事費用○海外旅行保険料 など
■特別補償
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以下の金額の範囲において補償金また
は、見舞金を支払います。
死亡補償金：2500万円、入院見舞金：4～40万円、

通院見舞金：2～10万円、
携行品損害保証金：～15万円（ただし、補償対象品1個当たり10万円を限度としま
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日までの有効期間のあるパスポートが必要で
す。また、ロサンゼルスコースは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。

取消料

旅行代金の10％

旅行代金の20％

旅行代金の50％
旅行代金の100％

契約解除の日
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日目にあたる日以降3日目にあたる日まで
旅行開始日の前々日～当日の場合
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

＊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2020年2月1日現在のものです。ご旅行お申し込みを頂いた後に確定致します。

航空券発券時に徴収することを義務づ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）

参加希望コースにþをご記入下さい □ エガムコース　　　　　□ ロサンゼルスコース

ISS㈱国際交流センター宛 ※郵送又はFAXにてお申込み下さい。個人情報保護の観点からお申込みは郵送をおすすめします。
FAXの場合は番号の押し間違いにご留意いただき、送信後は到着確認をおねがいいたします。

03-6304-5104FAX②参加予約申込書

①参加予約申込フォーム

1,000円

国際観光旅客税旅客保安サービス料

成田からの
国際線出発 530円

現地空港税等
国　名

日本円
概算額

イギリス

21,000円

アメリカ

7,500円

空港施設使用料

2,130円

大人：2,610円
小人：1,300円

成田からの国際線出発

羽田からの国際線出発

燃油サーチャージ
航空会社

日本円
目安額

日本航空

21,600円

シンガポール航空

0円

■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。

ふ り が な

□ 電　　話

□ 保 護 者　 携帯電話

ローマ字　※パスポート記載のアルファベット 性 別 国 籍

ISSホームページ

男
・
女

お　名　前

生 年 月 日 通学している
シェーンスクール名
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。

過去にシェーンの留学に
参加したことがありますか ある　・　ない

西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日（満　　　　才）　学年：

〒（　　　　　-　　　　　　）

ふ り が な

現　住　所

□ 日本
□ その他
（　　　　　  ）

SHANE JUNIOR VACAＴION 2020 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各コース専用のQRコードにアクセスし、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

各コースのページ右下の参加予約申込フォームQRコードよりアクセスしてください。
ISSホームページからもアクセスできます。（https://www.iss-ryugakulife.com/）

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。

保 護 者 名 パンフレット記載事項を承諾の上、プログラム参加を保護者として認めます。


