
2023年度 夏期

カナダ

バンクーバーバンクーバー

����年に設立された、長い歴史と国際的な評価を持つ語学学
校。バンクーバーのダウンタウン中心地に立地。���人もの生徒
を収容できる国際色豊かな新しい校舎。交通の便も良く、どこへ
行くにも便利なロケーション。

HISが直営する語学学校なので、安心性に自信あり！

■ プログラム概要
● コース／
 - part-time (週��レッスン) コース     *コアクラス（総合英語）のみ

 - Full-time (週��レッスン) コース      *コアクラス（総合英語）＋選択クラス

● レッスン／�レッスン��分（月曜～金曜までの指定時間）  
 ※土日は自由時間
● クラス定員／�～��名
● 事前テストによりクラス分けあり（初級～上級まで�レベル）
 ※基礎クラスは日本人が多い傾向あり
● 放課後、週末有料アクティビティあり
● 滞在方法／ ホームステイ（�名�室部屋）
 ※他校に通う日本人生徒、または、他国の学生が滞在している場合あり

企画／ 東北学院大学

Vancouver

Canada

マルチメディアを最大限に活用したカリキュラム

豊富なアクティビティ･プログラム

国際色豊かで日本人率も高くならない

2週間ｺｰｽ 2023年8月13日(日)～ 8月27日(日)   13泊15日間

1週間ｺｰｽ 2023年8月13日(日)～ 8月20日(日)   6泊 8日間

3週間ｺｰｽ 2023年8月13日(日)～ 9月 3日(日)   20泊22日間

4週間ｺｰｽ 2023年8月13日(日)～ 9月10日(日)   27泊29日間

東北学院大学 短期留学プログラム

CCEL （Canadian College of English Language）

HISが直営するアットホームが魅力の
歴史ある語学学校で学ぶ

HISが直営するアットホームが魅力の
歴史ある語学学校で学ぶ

短期留学短期留学



語学研修デスク ☎ ���-����-����

旅行条件書（要旨）  お申し込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読みください。 

1．募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、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。旅行契約の内容・条件は、別途お渡しする旅行条件書（全文）、ご出発前にお渡
しする最終旅行日程表（確定書面）によります。

2．旅行のお申込みと契約の成立
当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みいただきます。電話、郵便
その他通信手段でお申込みの場合、当社が予約の承諾を通知した日から起算して３日以内に、申込書と申
込金をお支払いいただきます。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立いたし
ます。申込金は「旅行代金」、「取消料」、「違約料」のそれぞれに一部または全部として取り扱います。

旅行契約の取消日 特定日に開始する旅行 特定日以外に開始する旅行
旅行開始前日起算40日前 ～ 31日以前
旅行開始前日起算30日前 ～ 3日前以前
2日前（前々日）以降 ～ 当日の旅行開始前
旅行開始後 または 無連絡不参加

旅行代金の 10％ 無料
旅行代金の 20%
旅行代金の 50%
旅行代金の 100%

申込金として （お一人） 50,000円

（1）現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビザの要否などをご確認のうえ、
ご自身の責任においてご旅行に必要なパスポート、ビザをご用意ください。
（2）渡航先の「海外危険情報」「海外感染症情報」をご確認ください。
・海外安全ホームページ http://www.pubanzen.mofa.go.jp/
・感染症情報ホームページ http://www.forth.go.jp/
・たびレジ  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

4．お客様の確認事項

（1）コースに明示されていない場合はエコノミークラスを利用します。
（2）より安心してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて海外旅行傷害保険のご加入
をお勧めします。
（3）特別な手配をご希望の方は必ずお申込み時に担当者へお申し出ください。  
   （食事制限があるなど／一部有料）

5．その他

（火～土 ��:��~��:�� ／日･月 臨時休業）

̶ お問合せはこちら —

〒���-���� 東京都渋谷区千駄ヶ谷�-��-�  サウスゲート新宿ビル�F
����������������������������� 観光庁長官登録旅行業第���号     総合旅行業務取扱管理者：海野 未帆

株式会社エイチ・アイ・エス

3．取消料
お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、いつでも旅行契約を解除できます。
※特定日：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7

研修期間

利用航空会社

滞在

食事

添乗員/引率

最少催行人数

代金

�週間ｺｰｽ ����年�月��日(日)～�月��日(日)  �泊 �日間

日本航空（JL）

ホームステイ（�名�室利用）

�日  �食（朝・昼・夕） 

なし

各コース ��名

お一人様あたり

�週間ｺｰｽ ����年�月��日(日)～�月��日(日)  ��泊��日間
�週間ｺｰｽ ����年�月��日(日)～�月 �日(日)  ��泊��日間
�週間ｺｰｽ ����年�月��日(日)～�月��日(日)  ��泊��日間

※週末はブランチとして１日�食の場合あり

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

【代金に含まれるもの】
・往復航空運賃（エコノミークラス） ・宿泊費（ホームステイ） ・日程に表示される食事代金
・日程に表示される送迎費 ・研修プログラム費用（入学費、授業料） 

【代金に含まれないもの】  ※上記のほかは旅行代金に含まれておりません。その一部を例示いたします。
・ 燃油サーチャージ（��,���円） ・成田空港施設使用料・旅客保安サービス料（�,���円） 
・国際観光旅客税（�,���円） ・現地出入国税（�,���円） ・カナダ電子渡航認証(eTA)申請費用
・個人的費用（交通費、通信費など） ・自由行動中の一切の費用 ・週末アクティビティ費用
・海外旅行傷害保険料  ・仙台から成田までの往復交通費
・PCR検査費用（出国前、帰国前）、抗原検査費用 ・隔離等が必要になった際に係わる費用  など

※表示金額は����年�月�日現在のものです。
※燃油サーチャージは、�ヶ月に一度変動いたします。急激な税額の変更で、追加徴収が発生する場合がございます。

※上記����年�月時点の参考スケジュールとなり、今後変更になる場合もあります。

実  施  要  項

申 込 方 法

締切日 ￤ ����年�月��日(金)  ��:��まで

プログラム内容をご確認のうえ、東北学院大学ホームページ内 
または、下記「留学申込フォーム」QRコードより
お申込みください。

申込登録ID  ：   tu_ryugaku 
パスワード ：   別途ご案内します 

バンクーバー Vancouver

CITY GUIDECITY GUIDE

                   は、美しい自然と完成された都市のハーモニーが楽しめ、世界
で最も魅力的な都市トップ��にも選ばれています。四季をそれぞれ楽しむ事が出来るのもバンクーバーの魅
力です。春は色とりどりの花が咲き乱れ、夏は大自然を堪能できるアクティビティの数々、秋は意外にも紅葉
を街で楽しめ、冬はバンクーバー近郊の雪山で冬のアクティビティを楽しめます。
近年は様々なグルメアワードで賞をとるような美味しくて素敵なレストランや日本でも有名な数々なアパレ
ルショップなど、アクティビティ、グルメ、ショッピングなど、訪れる人に合わせて楽しむ事が出来ます。
また、ビクトリアやウィスラーなども日帰りで行くことができるので、さらに多くのアクティビティを楽しむ事が
出来ます。
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スケジュール／宿泊地 食事�週間 �週間 �週間

■CCELにて語学研修

終日ホストファミリーとお過ごしください。

●Part-time (週��レッスン)  

○ 週末はフリータイム

成田発       JL���（��:��）
バンクーバー着(��:��)
送迎車でホームステイ先へ

送迎車で空港へ
バンクーバー発      JL���（��:��）

成田着（��:��）
着後、解散

【ホームステイ 泊】

【ホームステイ 泊】

【機中 泊】

・月-木   �:��~��:��　金 �:��~��:��
・読む、聞く、話す、書くの�技能に加え、
  ボキャブラリー、文法、発音などを総合的に学ぶ

●Full-time (週28レッスン)
・月-木   �:��~��:��、��:��~��:��／ 金   �:��~��:��
・午前中は、総合英語を学びます
  午後選択クラス(Smrt Elective)では、
  個人的に強化したいスキルを集中的に学ぶ

旅行期間 �週間ｺｰｽ �週間ｺｰｽ �週間ｺｰｽ �週間ｺｰｽ

���,���円 ���,���円 ���,���円 ���,���円

���,���円 ���,���円 ���,���円 ���,���円

週��ﾚｯｽﾝｺｰｽ
（Part-time)

週��ﾚｯｽﾝｺｰｽ
（Full-time)


