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英語研修

河口湖で本気の国内留学！　集合地から英語で添乗員がご案内！

河口湖イングリッシュキャンプ 4日間
参 加 対 象
発 着 地
研 修 期 間

小学6年生～高校3年生
東京駅・羽田空港・新富士駅
① 2020年8月9日（日）～8月12日（水）
② 2020年8月12日（水）～8月15日（土）
③ 2020年8月16日（日）～8月19日（水）

富士山と河口湖／イメージ（写真提供：公益社団法人やまなし観光推進機構）

授業風景／イメージ

ー 本研修の目的 ー
ボーダーレス化する国際社会でコミュニケーション力は共通理解を
得るための必須条件になりつつあります。本研修では１日最大10時
間の授業を提供する英語力向上と併せ、SDGｓ（持続可能な発展）な
ど国際連合の理念にある『国際理解』と『国際協力』につながる内容
を授業の一部に取り入れ、将来、国際社会で活躍する人材を育てる
ことを目的の1つとしています。
強い意志を持ってご参加いただくことを期待しております。

◆ 各自のレベルに応じたクラス分けで安心です ◆
●一般英会話をレベルアップしたい方
●英検取得を目指す方（3級～準1級）
英語初級者から上級者の方まで、また小学生６年生からご参加いただ
ける総合英語学習コース。参加者の英語力をレベルチェックテストで確
認し、1クラス6～7名の適切なクラス分けを行いますので安心です。英検
対策（1次2次試験いずれも）のレッスンとしてもご活用いただけます。

国内留学で英語が伸びる理由

朝から晩まで！ 英語漬けの生活

国内留学だから「手軽で安心安全」

「1日10時間授業※！」 圧倒的な学習時間

プログラムの運営は海外に3つのスクール
を持つアチーブゴールと共同で行います

合宿期間中は日本語禁止！
朝の挨拶から始まり消灯時間まで、授業中はもちろん食事中も自由時
間も英語を使います（EOP=English Only Policy）。学校内の案内板な
ども英語で書かれており一歩キャンプ内に足を踏み入れた瞬間から
100％英語の生活が始まります。

場所は東京からわずか1時間30分、河口湖畔の施設で行われます。富
士山を目の前にした絶景のロケーションで、集中して英語の勉強に取り
組むことができます。日本人の管理人が常駐し、栄養バランスに優れ
た3食のお食事をご用意します。国内だから、手軽に安全にご参加でき
ます。

2～3日目は1コマ45分の授業やテストが1日あたり8コマ用意されてい
ます。 とてもフレンドリーできれいな発音のフィリピン人講師と楽しみな
がら英語を学び、英語の4技能「読む・書く・聴く・話す」の全てをバラン
スよく伸ばします。「実際に使える英語」「学校や社会で実践できる英
語」を身に付けるトレーニングを経験できます。 ※模擬テストと自習を含む

フィリピンのセブ島をはじめ、カナダのバンクーバー、オーストラリアの
メルボルンに語学学校を持ち運営しているアチーブゴールが、セブ島
でのメソッドを国内に持ち込みプログラムを提供しているので授業の質
も施設の運営も高品質をお約束します。

修了式／イメージ

オリエンテーション風景／イメージ

大ホール／イメージ 教室／イメージ 夏の河口湖とゆりの花／イメージ

施設外観／イメージ

※花の見頃は気候によって変動します。

コースコード：ＫＺ－２０５０Ｃ



日 月日・曜日 行　程

1
8/9（日）
8/12（水）
8/16（日）

午 前

14：00

15：00
16：00
16：50
17：40
18：30
19：15
20：00
22：30

各自、東京駅、羽田空港、新富士駅に集合後、貸切
バスにて河口湖畔へ
研修施設到着後、大ホールに移動し、オリエンテー
ションと施設の説明の後、各自の部屋へ移動
  アイスブレークゲームレッスン  （45分）
 英語レッスン①  （45分）
 英語レッスン②  （45分）
自習（45分）
テスト（45分）
夕食
入浴、自習、自由時間
消灯  〈河口湖セミナーハウス泊〉�

2
・
3

8/10（月）
8/13（木）
8/17（月）
・

8/11（火）
8/14（金）
8/18（火）

07：00
07：45

08：00
08：50
09：40
10：20
11：10
12：00
12：50
13：45
14：35
15：25
16：00
16：50
17：40
18：30
19：15
20：00
22：30

朝食
朝の集会
【授業内容一例（内容はクラス・レベルにより異なります）】
 英語レッスン①（リスニング1） （45分）
 英語レッスン②（リスニング2） （45分）
自習（35分）
 英語レッスン③（スピーキング） （45分）
 英語レッスン④（スピーキング・リスニング）（45分）
自習（45分）
昼食
 英語レッスン⑤（リーディング1） （45分）
 英語レッスン⑥（リーディング2） （45分）
自習、休憩（30分）
 英語レッスン⑦（ライティング1） （45分）
 英語レッスン⑧（ライティング2） （45分）
自習〈英単語〉（45分）
テスト〈英単語〉（45分）
夕食
入浴（21：00まで）、自習、自由時間
消灯  〈河口湖セミナーハウス泊〉���

4
8/12（水）
8/15（土）
8/19（水）

07：00
08：00
10：20
12：00
12：50
13：45
15：00
夕 刻

朝食・朝の集会
 英語レッスン（3コマ） （140分）
アセスメントテスト＆レビュー（35分）
 英語レッスン（自習） （45分）
昼食
卒業式、退寮
貸切バスで東京駅、羽田空港、新富士駅へ
各地着後、解散  ��

旅行代金
（お一人様）

東京駅・羽田空港発着� 139,000円
新富士駅発着�� 137,000円

■添乗員：東京駅から東京駅まで同行。羽田空港、新富士駅では係員がご案内します。
■食事：朝3回・昼3回・夕3回
■最少催行人員：各出発日10名
■利用予定交通機関：東都観光バス、関東自動車、富士急行バス、山梨交通、シンフジハイヤー
■利用予定宿泊施設：東洋大学河口湖セミナーハウス（男女別3～4名1室、洋室2段ベッド、部

屋内に浴室、トイレなし）
■プログラム運営：アチーブゴール
※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。
※各集合場所までの交通機関も手配しますのでお問い合わせください。

施設概要

イングリッシャキャンプ Q&A

研修施設は河口湖畔に立地し、施設の目の前には富士山の
広大なパノラマが広がっています。施設は新しくとても清
潔感があり、充実の機能が備わっていますので、国内留学の
メリットを最大限実感していただけます。自慢の施設と立地
で、充実した留学生活を送ることができます。
【施設収容人数】100名（今回は最大50名までの受け入れとなります）
【宿　　　　泊】施設内の8人部屋を今回は3〜4名で使用します。
【クラスの人数】通常10名程ですが、今回は6〜7名を基本といたします。

Q 授業内容について

A 6〜7人の少人数レッスンを基本とし、生徒のレベルに応じた授業を行います。例え
ば聞き取りが弱点の生徒であっても、マンツーマンレッスンでその弱点を徹底的に
克服するようプログラムを組みますので「英語を学ぶことは楽しいこと」と思って
いただけます。

Q 日本語は授業以外の場所でも禁止ですか？

A はい、施設内に一歩足を踏み入れた瞬間から、日本語は禁止とします。日中英語に
触れてせっかく英語脳に近づいてもお部屋に戻ってから日本語を話してしまった
のでは合宿の効果が現れません。朝起きて夜寝るまで、英語以外使わないという
強い意志でお申し込みください。ただし緊急時や英語指導上必要な場合は日本語
で対応します。

Q 基本的な持ち物を教えてください？

A バスタオル、タオル、歯ブラシ、（化粧水、クリーム）、室内履き、水筒、 筆記用具、虫
よけスプレー、身分証明書・健康保険証のコピーなど。

Q 外出はできますか？

A 基本的に緊急時を除いて外出禁止です。

Q 病気になったら？

A 添乗員が適切に対処し、最寄りの病院などにお連れします。保険証をお忘れなくお
持ちください（国内旅行傷害保険も推奨します）。

お申し込み方法 ●下記お問い合わせ先にお電話またはFAXでお申し込みください。

お申し込み期日 ●2020年7月3日（金）

〔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〕
●旅行日程に含まれる送迎自動車等の料金。但し、旅行日程に「お客様負担」と表記

してある場合を除きます。
●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
●施設使用料
●教材費
●添乗員同行費用

〔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
●お客様の傷害・疾病に対する医療費
●任意の国内旅行傷害保険

〔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〕
●10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1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000号　承認日：2020年00月00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

大浴場／イメージ

お部屋の一例／イメージ

食堂／イメージ

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



