
×トラベルコース：2021年 12月4日（土） ～ 12月 5日（日） 1泊2日

ビジネスコース：2021年 12月11日（土） ～ 12月12日（日） 1泊2日

※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責任者です。
ご旅行の契約に不明な点がございましたら、遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお問い合わせください。

管理番号：AFH2101679

【お問い合せ先】

株式会社JTB虎ノ門第四事業部
営業３課 田代、土谷、石井
TEL：03-6737-9324
FAX：03-6737-9328
住所：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル23階
営業時間：月～金曜日 9:30～17:30（土・日曜・祝祭日は休業）
総合旅行業務取扱管理者：太田 諭史

【旅行企画・実施】

株式会社JTB 虎ノ門第四事業部
観光庁長官登録旅行業第64号 (一社)日本旅行業協会正会員

住所：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル23階

【一般向けご旅行代金(大人お一人様あたり)】
◆トラベルコース・・・１名参加：88,400円(税込)

２名参加：82,600円(税込)

◆ビジネスコース・・・１名参加：86,600円(税込)

２名参加：80,800円(税込)

日程表【トラベルコース】 12月4日(土)~12月5日(日) 食事

新宿駅西口 小田原城(入場) 

8:30 

小田原 宿泊施設会議室にて英会話レッスン
【宿泊施設：ニューウェルシティ湯河原】

※1名参加の方は1名1室利用、2名参加の方は2名1室利用となります。（洋室・和室いずれか）

朝：ー
昼：〇
夕：〇

2

宿泊施設にて英会話レッスン
箱根関所跡港 ＜遊覧船・乗船＞ 箱根桃源台港 仙石原 新宿駅西口

18:00頃

朝：〇
昼：〇
夕：－

【旅行条件】
・ 募集定員 ：各コース３０名（最少催行人員２０名）
・ 食事条件 ：朝食：１回、昼食：２回、夕食：１回
・ 添乗員 ：JTB添乗員は同行しません

（シェーン英会話のスタッフが同行致します。）
・ 利用ホテル：ニューウェルシティ湯河原

（洋室もしくは和室の1～2名室利用）
・ 交通機関 ：大型貸切バス（２日間）／ 東京ヤサカ観光バス

※別参加者と相席になる可能性があります。
・ お申込方法：右記の二次元コードよりお申込みください。
※先着受付順となり、定員になり次第締切とさせていただきます。

・ 締切日 ：２０２１年１０月３１日（日）

日程表【ビジネスコース】 12月11日(土)~12月12日(日) 食事

1
新宿駅西口 宿泊施設会議室にて英会話レッスン

8:30 【宿泊施設：ニューウェルシティ湯河原】
※1名参加の方は1名1室利用、2名参加の方は2名1室利用となります。（洋室・和室いずれか）

朝：ー
昼：〇
夕：〇

2
宿泊施設にて英会話レッスン 新宿駅西口

18:00頃

朝：〇
昼：〇
夕：ー

≪お申込み二次元コード≫

⇑トラベルコース ⇑ビジネスコース

【シェーン会員様ご旅行代金(大人お一人様あたり)】
◆トラベルコース・・・１名参加：85,650円(税込)

２名参加：79,850円(税込)

◆ビジネスコース・・・１名参加：83,850円(税込)

２名参加：78,050円(税込)



大人向けイングリッシュキャンプ

Point① 外国人講師と２日間英語漬けの時間を過ごす

週末を利用した国内留学気分

非日常感を味わう

2日間でトータル約23時間、生きた英語に触れることができます。
厳選された外国人講師とともに、楽しく英語を学びましょう♪

普段の環境から離れ、旅行気分も味わうことができます。
湯河原の素敵な宿で、オールイングリッシュで過ごします。

海外に行きづらい中、週末に国内で素敵な思い出を作りましょう♪

日常英会話や旅行で使える基礎的な英語を習得したい方、これから英語を学びたい方、海外旅行を考え
ている方、ご家族で海外赴任される方、会食や休日に使えるスモールトークを学びたい方 等

トラベルコース
日常英会話を中心に、トラベル英語を学びます。実際に観光地に出向き、
英語で説明する力を身に付けます。

こんな方にオススメ！

今ある英語力をブラッシュアップさせたい方、ビジネスで使える英語を集中的に学びたい方、海外赴任の
可能性がある方、外国の企業と商談をする方、英語を使う仕事に興味のある方 等

ビジネスコース
ビジネス英語に特化し、お仕事の場で使える英語を学びます。
実際のビジネスシーンを想定し、実践的に学びます。

＜参加特典＞
全員対象

書籍「JAPAN 100 HIDDEN
TOWNS」を無料プレゼント！！

シェーンコーポレーションアカデミックマネージャーのAnthony Gardner執筆。
日本の隠れた名所100を英語でご紹介。

☆厚さ約2cm/通常価格2,420円☆

Point②

Point③

こんな方にオススメ！

× ×



Day1 Day2

8:30/9:00
｜

12:00

Bus Activities
Presentation Prep

Field work
Presentation

12:00 Lunch

13:00
|

18:00

Culture Studies
Field work

Omotenashi English

Travel English (Bus Activities)

18:00 Dinner

19:00
|

Social Event

Day1 Day2

8:30/9:00
｜

12:00

Bus Activities Business Word Games

Business Brush-up
Virtual Office Role-play

Presentation Skills

12:00 Lunch

13:00
|

18:00

English for Hospitality Business Culture Commparison

Travel English Presentation

Business for Meetings (Bus Activities)

18:00 Dinner

19:00
|

Social Event

トラベルコース カリキュラム

ビジネスコース カリキュラム

※内容は変更の可能性がございます。

【Field Work】…講師と観光を楽しみながら、観光地をどのように英語で説明するか実践的に学びます。
【Omotenashi English】…道案内や地元のオススメの伝え方などをロープレ形式で学びます。
【Culture Studies】…色々な国と日本との文化の違いについて学びます。
【Travel English】…空港、ホテル、レストランなど海外旅行で役立つフレーズを学びます。

【Business Brush-up】…自己紹介、電話、メールなど基本的なビジネス英語を学びます。
【Virtual Office Role-play】…会議、交渉などの一般的な対応をロープレ形式で行います。
【Presentation】…ロールプレイレッスンからテーマを選び、最後にプレゼンテーションを行います。
【Social Event】…リラックスして参加できる、カジュアルな交流の場を体験します。

※内容は変更の可能性がございます。

×



＜旅行条件(要約)＞ 必ずお読みください
◆お申込の際には必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容をご確認の上お申込ください。

・募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社JTB 虎ノ門第四事業部（東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル23階）観光庁長官登録旅行業第64号。以下「当社」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社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになり
ます。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しするご旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅
行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
・旅行のお申し込み及び契約成立時期
(1)所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。
(2)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
(3)申込金：20,000円
・旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（もしくは当社が指定する期日までに）にお支払ください。また、お客様
が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。こ
の場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
・取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下記に記載されている金額を取消料として申し受けます。
契約解除の日／取消料（お一人様）
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

1．21日目にあたる日以前の解除／無料
2．20日目にあたる日以降の解除（3～6を除く）／旅行代金の 20％
3．7日目にあたる日以降の解除（4～6を除く）／旅行代金の 30％
4．旅行開始日の前日の解除／旅行代金の 40％
5．当日の解除（6を除く）／旅行代金の 50％
6．旅行開始後の解除又は無連絡不参加／旅行代金の100％

・旅行代金に含まれるもの
(1)各旅行日程およびご案内に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消
費税等諸税。
(2)添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付け。
(3)パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。

・旅行代金に含まれないもの
上記「旅行代金に含まれるもの」以外のものは含まれませんが、その一部を以下に例示します。
(1)超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について）。
(2)空港施設使用料等（パンフレット等に明示した場合を除きます）。
(3)クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(4)ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー（別途料金の小旅行）の料金。
(5)運送機関が課す付加運賃・料金（例：燃油サーチャージ）。
(6)自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
・特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集
型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、
補償金又は見舞金を支払います。
死亡補償金：1,500万円
入院見舞金：2～20万円
通院見舞金：1～5万円
携行品損害補償金：お客様1名につき～15万円（但し、補償対象品１個又は1対あたり10万円を限度とします。）
「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こ
と（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
(1)契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（E-mail等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様
に到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。
(2)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料
を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
・国内旅行保険への加入について
旅行先において、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回
収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に
加入することをお勧めします。詳細については、お問合せください。
・事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込個所にご通知くだ
さい。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）
・個人情報の取扱について
(1)当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お
客様がお申込みいただいた旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の
費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただ
いたパンフレット及び最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗され
る航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。
(2)当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、
お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報
を当社及び販売店に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(3)その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。なお、当社の個人情報に関するお問
い合せ窓口は次の部署となります。
株式会社JTB お客様相談室 〒140-8602 東京都品川区東品川2-3-11

https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp
・旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2021年10月1日を基準としています。又、旅行代金は2021年10月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。


