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マナーハウス内観／イメージ エントランスホール／イメージ

アンバサダーズホール／イメージ

❖福島県羽鳥湖にあるブリティッシュヒルズは、中世の英国
をテーマにした建築様式で建てられた語学宿泊施設で、
中世英国の雰囲気の中で、集中して英語力アップする
「パスポートのいらない英国留学」です。
❖レッスンは外国人講師が英語で教え、英国の伝統文化を
体験しながら英語のカルチャーを学びます。オールイン
グリッシュの環境で英語力を強化することができます。

お す す め の ポ イント ̶ こんな皆さんにおすすめします ̶
●集中的に英語を学べる機会がほしい方。
●海外研修の事前学習、もしくは海外研修に代わる研修
を受けてみたい方。
●異文化体験・国際理解の学習の場がほしい方。
●「パスポートのいらない英国留学」。宿泊体験を通じて、
英国の文化・マナーに触れながら活きた英語を学び、
異文化への興味を養いたい方。

ブリティッシュヒルズ国内留学のメリットと特色

中世英国文化の雰囲気を楽しみながらの英会話レッスン

ブリティッシュヒルズ
英語研修 4日間
参 加 対 象
発 着 地
研 修 期 間

中学1年生～高校3年生
東京駅発着・新白河駅発着
2020年8月9日（日）～8月12日（水）

レッスンウォーミングアップ／イメージ

テーブルマナー／イメージ

マナーハウスツアー／イメージ

英語レッスン／イメージ

ブリティッシュヒルズの効果とメリット
英語を公用語とする語学環境に加えて、本物の英国を再現した施設環境をフルに
活用した研修を行うことで、英語力アップのみならず異文化理解を深めることがで
きます。

中世英国文化の雰囲気を楽しみながらの英会話レッスン

ブリティッシュヒルズ国内留学の特色
常時20名を超える講師が駐在、施設近隣エリアで生活しており、英語のみにとどま
らず、美術・工芸品、音楽、スポーツなどの文化を通して教えるための得意分野を有
しています。出身国は英国をはじめとして、旧英連邦諸国のカナダ、オーストラリア、
ニュージーランド、南アフリカ共和国等とバラエティに富んでいます。
講師陣は体験型滞在研修であることから、日本人が苦手とする食事をしながらの社
交会話やマナー、夕食後のカジュアルトークなども含めて、受講生の異文化学習を
多面的にサポートできるようトレーニングされています。
また、講師以外のホスピタリティ部門に働く外国人スタッフが10～15名程、レセプシ
ョン、ショップ等に配置されています。レッスン以外の時間でも総合的に高密度の英
語環境を作り出せるよう日々励んでいます。

国内にいながらにして、海外で学
んだような効果が期待できます。

英語学習に対する興味とモチベ
ーションが飛躍的に上がります。

ゲストハウス（宿泊
棟）／イメージ

コースコード：ＫＺ－２０５2Ｃ



ブリティッシュヒルズ

ご参加にあたって

海抜1,000メートルの森に位置し、7万3000坪の広大な敷地に語学研修施設と
してスタートしたブリティッシュヒルズ。英国がもっとも繁栄し世界に影響力を
もった12～18世紀の中世。当時台頭してきた荘園領主の館（マナーハウス）を
中心とした「街」を忠実に再現し、英国文化のルーツを体感できます。

マナーハウス／イメージ

お申し込み方法
●別紙のお申込書に記載後、用紙をファックスまたは返信用
封筒でお送りください。お申込書確認後予約確認書をお送
りしますので、必ず内容をご確認ください。

お申し込み期日 ●2020年7月3日（金）

日次 月日・曜日 都市名 交通機関 行　程

1 8/9（日）

※東海道新幹線ご利用の場合
岡山（06：01）▶新大阪（06：51）▶名古屋（07：41）▶東京（09：18）

東京駅集合
東 京 駅 発

新白河駅着
ブリティッシュヒルズ着

新 幹 線
送 迎 車

09：30
10：12
11：45
12：25
午 後
14：00
16：00

東京駅集合
東京駅発（やまびこ207号）にて新白河へ（11：32着）
新白河駅着後、送迎車にてブリティッシュヒルズへ
ブリティッシュヒルズ着後、チェックイン
オリエンテーション
 英語レッスン（マナーハウスツアー／90分）
 英語レッスン（サバイバルイングリッシュ／90分）

〈ブリティシュヒルズ泊〉

2 8/10（月） ブリティッシュヒルズ

朝
09：00
11：00
午 後
14：00
16：00
夜

朝食
 英語レッスン（発音／90分）
 英語レッスン（私について自己紹介／90分）
昼食
 英語レッスン（映画の英語／90分）
 英語レッスン（スポーツの世界／90分）
夕食

〈ブリティシュヒルズ泊〉

3 8/11（火） ブリティッシュヒルズ

朝
09：00
11：00
午 後
14：00
16：00
夜

朝食
施設内で自由散策
 英語レッスン（リスニング／90分）
昼食
 英語レッスン（道案内の英語／90分）
 英語レッスン（記述／90分）
英語でテーブルマナー

〈ブリティシュヒルズ泊〉

4 8/12（水） ブリティッシュヒルズ発
新白河駅発
東 京 駅 着

送 迎 車
新 幹 線

朝
09：00
11：00
午 後
15：45
16：51
18：16

朝食後、チェックアウト
 英語レッスン（文化とマナー／90分）
 英語レッスン（英国の旅／90分）
昼食後、施設内でショッピング
送迎車にて、新白河駅へ
着後、新幹線にて、東京駅へ（やまびこ216）
東京駅着 

※東海道新幹線ご利用の場合
東京（18：51）▶名古屋（20：33）▶新大阪（21：23）▶岡山（22：09）

■宿泊施設について
●シャワールーム、洗面化粧台、トイレは各階にあります。
●各宿泊棟のラウンジがご利用になれます。朝は７時から、夜は２３時までです。
●お部屋の電話は外線にはかけられません。
■授業に関して
●授業は時間厳守で行われます。絶対に遅れないようにしてください。
●英会話の授業では筆記用具と英和辞典が必要になります。
■服装について
●食事会場ではラフな服装は避けてください。ディナー時には男子はジャケッ
ト、女子はワンピースが基本です。ジーンズ、トレーニングウェアは堅くお断り
します。
●制服は節度を持って着用しましょう。極端なミニスカートや腰下げズボン、
シャツをズボンの外に出すなどは避けてください。朝食・昼食時や授業中は
カジュアルな服装でも構いませんが、学生らしい身だしなみをこころがけ
てください。
■その他
●滞在中、名札を常に胸などの見やすい所につけておいてください。スタッフ
から声をかけやすくなります。
●ブリティッシュヒルズは標高1,000メートルの山の上にあり、麓の医療施設ま
では車で約40分かかります。健康管理上もしくは運動機能上、特別な配慮
が必要なお客様のご参加については、事前に十分な情報提供をいただきご
相談させてください。
●食品アレルギー等で健康上の配慮が必要な場合には、所定の書式にて申告
をお願いいたします。準備の都合上、ご出発3週間前までにはお申し出くだ
さい。

〔募集型企画旅行契約〕
●この旅行は、日通旅行株式会社（東京都千代田区大手町1-6-1、観光庁長官登録
旅行業第1937号）（以下「当社」といいます。）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
います。）を締結することになります。
●旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、別途お渡しする国内募集型
企画旅行条件書、確定書面（最終日程表）及び当社の旅行業約款（募集型企画旅
行契約の部）によります。 

〔旅行のお申し込み・契約成立の時期〕
●申込書と申込金の振り込みをもって成立するものといたします。
〔旅行代金のお支払い〕
●旅行代金は当社の指定する期日までにお支払いただきます。
〔旅行代金に含まれるもの〕
●旅行日程に明示した利用交通機関の運賃・料金・観光料（入場料）
●旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(部屋条件は別途明記します)
●旅行日程に明示した食事の料金（昼食はお弁当の場合があります）
●添乗員同行費用
●教材費
〔旅行代金に含まれないもの〕
●追加飲食代その他個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金
●自由行動中の一切の費用
●日本国内における自宅から集合・解散場所までの交通費・宿泊料
●空港施設使用料
●お客様の傷害・疾病に対する医療費
〔旅行契約内容・代金の変更〕
●当社は、旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変更することがあります。詳しくは、
「条件書」によります。

〔取消料〕
●お客様はいつでも以下の取消料を支払って旅行契約を解除することができま
す。当社の責任とならないローン、渡航手続きの事由によるお取消の場合も下
記取消料をいただきます。
◇旅行開始日の前日から起算して20日前～8日前まで ・・・・・・・旅行代金の20％

◇旅行開始日の前日から起算して7日前～2日前まで ・・・・・・・・旅行代金の30％
◇旅行開始日の前日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の40％
◇旅行開始日当日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の50％
◇旅行開始日後または無連絡不参加 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の100％

〔当社の責任〕
●当社は当社又は手配代行者がお客様に損害をあたえた時は損害を賠償いたし
ます。（お荷物に関する賠償限度額は当社に故意または重大な過失がある場合
を除きお１人15万円までとし、損害発生の翌日から起算して１４日以内に当社に
申し出された場合）その他は「条件書」によります。

〔特別補償〕
●当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行中、急激かつ偶然な外来の事
故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について補償金及び見舞
金を支払います。詳しくは「条件書」によります。 

〔旅程保証〕
●旅行日程に重要な変更が行われた場合には、当社はその変更の内容に応じて変更
補償金を支払います。詳しくは「条件書」によります。

〔お客様の責任〕
●当社はお客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社
が損害を被った時はお客様から損害の賠償を申し受けます。

〔クレジットカード利用の通信契約〕
●当社は当社が提携するクレジットカード会社の会員（以下「会員」といいます。）
より、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けること（以下「通信契
約」といいます。）を条件に電話その他の通信手段による旅行のお申し込みを
受ける場合があります。その場合、会員は「出発日」「旅行名」に加えて「カード
名」「カード番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。

●通信契約による旅行契約は、電話による申し込みの場合、当社が受諾した時に成
立し、その他の通信手段による申し込みの場合は、当社が契約の締結を承諾す
る旨の通知を発した時に成立するものとします。
●通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金
等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の
場合は契約解除のお申し出のあった日となります。 

〔最少催行人員〕
●7名。これに満たない場合、旅行の実施を中止することがあります。ただし、この
場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１３日目(日帰り旅行の場合は
３日目)にあたる日より前に通知いたします。

〔最終日程表の交付時期〕
●確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最終日程表は旅行開始
日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の7日前以降にお申し込みいた
だいた場合には旅行開始日当日に交付することがあります。なお、期日前であっ
てもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。 

〔個人情報の取り扱いについて〕
●当社は、旅行申し込みの際にお申込書にご記入いただきましたお客様の個人情
報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお
申し込みいただいた旅行の手配において必要な範囲内で運送・宿泊機関及び手
配代行会社に提供させていただきます。

〔旅行条件・旅行代金の基準日〕
●この旅行条件は、下記の日付を基準としています。
2020年6月23日

〔写真について〕
掲載している写真は撮影時のアングル・天候など諸条件により、実際にご覧になる景
観とは異なる場合があります。また、｢イメージ｣と付記されている写真は旅行日程
とは関係ない旅行目的のイメージ、旅情等を表現したものです。
〔総合旅行業務取扱管理者について〕
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
遠慮なく下記の取扱管理者にお尋ねください。

観光庁長官登録旅行業第1937号
東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル1階
総合旅行業務取扱管理者：谷　雄輔

日通旅行㈱
団体営業部

旅行企画・実施

承認番号：業推広第004号　承認日：2020年6月10日

お問い合わせは

ご旅行条件（抜粋）お申し込みいただく前に別途お渡しする「国内募集型企画旅行条件書」を必ずお読みください。

時間帯の目安
早朝=04:01～06:00／朝=06:01～08:00／午前=08:01～12:00
午後=12:01～18:00（昼=12:01～14:00 夕刻=16:01～18:00）
夜=18:01～23:00／深夜=23:01～04:00 
食事マークについて
：機内食　 ：朝食　 ：昼食　 ：夕食　 ：食事なし

旅行代金（お一人様）
東京駅発着 149,000円
新白河駅発着 135,000円

■研修期間：2020年8月９日（日）～8月12日（水）・3泊4日
■添乗員：東京駅出発時から東京駅帰着時まで同行します。
■食事：朝3回・昼3回・夕3回
■最少催行人員：各出発地の合計で7名
■利用予定交通機関：新幹線（普通席）
■利用予定宿泊施設：福島県ブリティッシュヒルズ〈男女別ツイン（ドミトリータイプ）2～3名1室〉
※交通機関や、天候状況、現地受け入れ先の都合などにより行程が変更になる場合がございます。
※英語レッスンの内容はサンプルとなります。参加人数、天候状況によって変更となる場合がございます。
※新型コロナウイルス感染予防対策を行っておりますが、発生状況の変化に伴い、運営方法を変更する場合がございます。
※東海道新幹線を利用して参加される場合の旅行代金はお問い合わせください。

株式会社ダイワグループ　
航空券通販センター　国内英語研修係
〒106-0003 東京都杉並区高円寺南４－２７－１７
       恒陽サンクレスト高円寺ビル９０３
TEL: 03-5377-1381   FAX:  03-3314-6094
www.kokunairyoko.com

www.kokunairyoko.com



