
WIHTコロナ時代の
留学。安心のサポー
トでみなさんのチャ
レンジを応援してい
ます。2023年 東北学院大学様

春休み短期留学

留学の目的は「英語力アップ」だけではあ
りません。
「やりたいこと」、「やれること」の引き
出しをたくさん作る、それがインターサポ
ートが目指す留学です。

カウンセリングに自信があります！
留学の目的、将来の夢、現在勉強していること、趣味など、
いろいろなことをお聞きして、あなたが気づいていないぴっ
たりのプランをご提案します。

ご本人だけではなく、保護者の方もカウンセリングにご参加
いただけます。

対面でのカウンセリングを希望される方がほとんどですが、
オンラインカウンセリングももちろんできます。

インターサポートのプランは・・・
●個人参加　一人、またはお友だちと

●フレキシブルに出発日を設定　基本は土日出発

●期間や予算で学校を選択

●親切な日本人スタッフが常駐する安心の学校のみ

●緊急時に安心の24時間サポートつき

渡航型

●教授法に定評のある学校をセレクト

カウンセリングには何度でもお越しいただけます。



週20レッスン
1レッスン45分

週20レッスン
1レッスン45分

ケアンズ

週20レッスン
1レッスン45分

ケアンズ

週20レッスン
1レッスン45分

週20レッスン
1レッスン45分

NEW ZEALAND

サザンクロス大学
⼤学付属の英語コースでサザンクロス⼤学への⼊学
を⽬指す学⽣と⼀緒に学びます。最新の設備が整っ
たキャンパス内の施設が利⽤可能。

ゴールドコースト
Southern Cross University

クイーンズランド州

4週間：￥443,000

週20時間
ホームステイ：週16食
空港送迎：片道

中規模校

リゾート

日本人
スタッフ

ケアンズ カレッジ オブ イングリッシュ
グレートバリアリーフや熱帯⾬林など⾒どころ盛り
だくさんの観光地ケアンズの⼀番便利なシティセン
ターにある学校。英語の⽇記を先⽣が添削してくれ
るのでライティング⼒がアップします。

ケアンズ
Cairns College of English & Business

クイーンズランド州

1週間：￥181,000
2週間：￥254,000
3週間：￥327,000
4週間：￥400,000

週20時間
ホームステイ：週16食
空港送迎：片道

中規模校

リゾート

日本人
スタッフ

AUSTRALIA

インフォーラム  エデュケーション
学校のあるサウスポートは落ち着いた雰囲気の街。
学⽣の英語⼒向上に真剣に取り組んでいるお薦めの
学校です。⽇本⼈スタッフが親⾝にサポートしてく
れるので、初めて留学される⽅でも安⼼です。

Inforum Education

クイーンズランド州

1週間：￥198,000
2週間：￥273,000
3週間：￥348,000
4週間：￥428,000

週20時間
ホームステイ：週14食
空港送迎：片道

中規模校

リゾート

日本人
スタッフ

スタッフ
お薦め

ゴールドコースト

ワールドワイド  スクール オブ イングリッシュ
キャンパスには広いラウンジがあり、カフェテリア
からはオークランドハーバーが⼀望できます。担任
制が導⼊されているので、学⽣と先⽣の距離が近い
のが魅⼒の学校です。

オークランド
Worldwide School of English

2週間：￥248,000
3週間：￥318,000
4週間：￥387,000

週20時間
ホームステイ：週16食
空港送迎：片道

中規模校

中都市

北島

日本人
スタッフ

スタッフ
お薦め

ロトルア イングリッシュ  ランゲージ  アカデミー
ロトルアは⼤⾃然と温泉で有名な街。⾃然を満喫でき
るアクティビティが豊富です。少⼈数クラス、フレン
ドリーな先⽣、優しいスタッフ、親切なホストファミ
リーなどお薦めポイントがたくさんあります。

ロトルア
Rotorua English Language Academy

2週間：￥258,000
3週間：￥323,000
4週間：￥387,000

週25時間
ホームステイ：週16食
空港送迎：片道

小規模校

小都市

日本人
スタッフ

北島
●料金に含まれるもの
　安心サポート、入学金、授業料、ホームステイ手配料、ホームステイ代、
　空港出迎え、海外送金手数料

●料金に含まれないもの　航空券代、海外旅行保険料、おこづかい、
　日本国内の交通費、ビザ費用、
　エクスプレス料￥11,000(出発１ヶ月切っての申込み）

※為替レートの変動で、料金が変わる場合が
ございます。

※2023年の料金が未発表の学校は値上がりす
る場合があります。

2022料金2023料金

2022料金

2023料金

2023料金



ステップ１
無料カウンセリング

・両替・国際クレジットカードの案内
・持ち物・パッキングの仕方の案内
・出入国・飛行機の乗り継ぎについての案内
・留学準備に役立つ“スチューデントハンドブック”のお渡し
・最終オリエンテーション
・出迎えに会えなかった時のサポート
・ホームステイ先での過ごし方について
・学校・ホームステイ先でのトラブルのサポート
・日本のご家族からの相談サポート
・現地からの相談サポート24時間緊急サポート
・帰国後のキャリアカウンセリング

24時間サポートがついた

・カウンセリングにて学校などの決定
・学校入学手続き代行
・滞在先(ホームステイ・寮)の代行
・手続き入学許可書など学校からの書類のお渡し
・国際キャッシュカードのご案内
・お得なwifi・国際携帯電話の案内
・格安航空券手配
・飛行機のチェックイン・機内での過ごし方の案内
・手続き滞在先までの空港出迎えの代行
・海外留学生保険の案内&手続き
・ビザ申請・渡航情報の案内

インターサポートのサポート内容

各国のコロナの状況を確認し、渡航時や帰国時の注意点などしっかりお伝えしています。

IELTS

インターサポートはIELTSをサポートするパ
ートナーになりました。
試験は毎月仙台で開催！試験会場はインター
サポートと同じビル。試験の3日前までにご
予約ください。

試験日程の確認＆ご予約はコチラ
https://IELTSjp.com/sendai/

出発までのステップ

目的・予算・期間・行先・留
学後の希望などに応じて、お
客様に合ったプランをご提案
します。
裏面の公式ラインのQRコー
ドよりお問合せください。

ステップ４
ご出発

お気をつけてご出発くださ
い。緊急24時間サポート
で本人とご家族から緊急の
相談を受け付けておりま
す。

ステップ３
オリエンテーション

学校からの書類、航空
券、海外保険等をお渡し
します。出入国時の流れ
や出迎えの詳細など最終
の確認をします。

ステップ２
 お申込み

①次ページの約款をお読み
の上、右のQRコードよりお
申込みください。②申込金
44,000円(内金)をお支払い
ください。

学校選びのポイント

レベル分けが細かいので、自分のレベルに合った
レッスンがうけられる。

コースが豊富な学校が多い。

大
規
模
校

1クラスの人数が少ない。

アットホームでスタッフと学生の距離が近く、よ
りしっかりサポートしてくれる。

小
規
模
校

都市選びのポイント

・放課後や週末に遊べるところがいっぱい
・交通の便がよくて便利
・滞在費が郊外よりも高め
・行動派の方におススメ

大
都
市

・治安がよい場所が多い
・交通の便があまりよくない場合がある
・滞在費が比較的安い
・勉強に集中したい方におススメ

中
小
都
市

海外旅行保険について

コロナウイルスに罹患しても保険金が支払われる海外旅行保険を
ご紹介します。

・渡航先で罹患し、滞在が伸びた場合に対応
・オプション加入で、日本出発前に罹患し、出発できなかった
　場合に対応

出発や帰国の際の航空機の遅延・欠航にも保険金が支払われます。



第１条（約款）
 申込み者は、当基本約款及び該当する個別約款を承諾の上、(株)インターサポート（以下Ｉ
ＳＰＴといいます）に対しプログラムにお申込みください。

第２条（契約の申込みと成立）
 この約款における申込みとは、申込み希望者がＩＳＰＴにこの約款に基づく所定の留学プロ
グラム申込書を作成・提出し、かつ第６条（１）に基づく留学プログラム費用（手配料）を
支払い、ＩＳＰＴにおいてその申込書の提出及びプログラム費用の支払いを確認したときを
いいます。

第３条（拒否事由）
 ＩＳＰＴは、この約款に基づく各プログラムの申込みがあったときにおいて、次に定める事
由の一つあるいは複数が認められるときは、申込みをお断りすることがあります。
（１）日本での学業成績がＩＳＰＴの定める評定平均値に達していないとき等、申込み者に
留学に適した条件が備わっていないとＩＳＰＴが認めたとき。
（２）申込み者が未成年である場合又は学生の場合に、留学について親権者（両親等）の同
意がないとき。
（３）申込み者が希望する留学先の定員に受け入れ可能な余裕がない場合等、客観的に留学
が認められる可能性がないことが明らかなとき。
（４）申込み者が希望する留学先・留学時期の申込み手続きの期限までに、留学手続きが完
了できる見通しがないとき。
（５）過去の既往症又は現在の心身の健康状態が留学に不適切であるとＩＳＰＴが認めたと
き。
（６）その他、ＩＳＰＴが不適当と認めたとき。

第４条（プログラムの範囲）
 ＩＳＰＴは、この約款に基づいて、以下に明記された申込み者の希望する留学先に対する留
学申込み手続き等の代行、出発にあたってのオリエンテーションや情報提供等を行うもので
あり、申込み者の希望する留学先への合格、又留学先での課程修了等を請け負ったり、その
他留学中あるいは、留学修了後の申込み者に対して何ら保証を行うものではありません。
 このプログラムに含まれるサービスあるいは制度は次のとおりです。
（１）各種手続きの代行
①各留学プログラムの個別約款に定められた入学の手続きを代行します。
②留学する際の寮・ホームステイ先の申込み手続きを代行します。
③フライト手配手続きを行います。
④留学先学校等への留学費用（第６条（３）参照）の支払い手続きを代行します。
⑤海外留学生保険加入手続きを行います。
⑥留学先で査証（ビザ）が必要となる場合、希望者には申請書類作成又は、代理申請を別途
料金にて行います。
（２）オリエンテーションで留学生の心構えなどをアドバイスし、必要な情報を提供しま
す。
（３）ＩＳＰＴ緊急時対応
病気、ケガ、盗難はお入りいただいた保険会社の24時間サポートへご報告ください。緊急の
場合は、ご本人とご家族からご相談ください。

第５条（諸費用）
（１）留学費用
 記載の料金に含まれるものを参照してください。
（２）エクスプレスサービス料
申込み日から1ヶ月以内に出発される場合または申込み日から学校が定める申込み締切日まで
が1ヶ月を切っている場合、エクスプレスサービス料として11,000円を申し受けます。

第６条（変更手数料）
申込み者の都合により、次に定める現地研修機関へ依頼を要する申込み内容変更の場合に
は、各プログラムの個別約款に定める変更手数料が必要です。書面にて変更の旨をＩＳＰＴ
までお知らせください。書面を受け取りました時点で正式の変更として取り扱います。尚、
電話での変更はできません。
①申込み者の都合で現地研修機関を変更する場合
②申込み者の都合で希望したコース開始日、コース期間、コース内容、滞在先を変更する場
合
③申込み者の都合で出発を保留にする場合

株式会社インターサポート　プログラム約款 株式会社インターサポート　プログラム約款
第７条（為替変動）
 申込み後に取り消された場合、学校から留学費用の返金がある時は、受領後にＩＳＰＴが日
本円に換算する時の為替レートにて決済を行います。

第８条（申込み後の取り消しと返金）
 申込み後に留学の手続きを取り消す場合は所定の取消料がかかります。返金がある場合、送
金手数料は申込み者の負担とします。また、申込み学校先に対するキャンセル料や渡航手配
にかかる航空会社に対するキャンセル料等、申込みの取り消しに伴い発生する費用及び損失
については申込み者の負担とします。

第９条（免責事項）
（１）次に例示するようなＩＳＰＴの責によらない事由により、申込み者が留学できなかっ
た場合、留学希望先への正式入学ができなかった場合、又は出発日時が変更になった場合
は、ＩＳＰＴは一切の責任を負いません。従ってこの場合でも所定の入学手続き代行費用・
選定手続き費用・諸手続き費用（滞在先手続き費用、空港出迎手続き費用、海外送金手続き
費等）及び手数料（国際通信費、変更手数料等）を申し受けます。
 ①申し込んだ学校、コース等が定員に満ちていて入学できなかった場合。
 ②希望滞在施設が定員に満ちていて希望滞在施設に入れなかった場合。
 ③通信又は学校側の事情によりＩＳＰＴの諸手続き書類が現地に到着しなかった場合、又入
学許可書が期日までに届かず出発ができなかった場合。
④現地研修機関の理由（入学基準の変更等）で入学又は参加が不可能になった場合。
⑤日本における学業成績等が希望現地研修機関の入学レベルに達せず入学不許可になった場
合、あるいは英語力が一定の水準に達する事ができない、又はその他の条件（出席日数、学
業態度等）で、学部入学ができなかった場合。
⑥申込み者がパスポート又は査証（ビザ）を取得できず、又は渡航先国に入国拒否された場
合。
⑦天災地変、戦争、ストライキ、陸海空における不慮の災難、その他不可抗力による場合。
⑧官公署の命令、出入国規制又は伝染病による隔離。
（２）渡航後は留学生個人の責任において行動するものとし、法令、公序、良俗もしくは現
地留学機関の規則等に違反した場合、損害等は留学生個人の負担となり、ＩＳＰＴは一切の
責任を負いません。留学中のスポーツ等による事故は留学生本人の責となり、又、特定のス
ポーツを行うにあたり保険の特約が必要な場合は、本人の責において加入手続きを行いま
す。
（３）参加者が病気、傷害その他の理由で、医師の診断、治療が必要とＩＳＰＴ又は現地研
修機関が判断した場合、保護者の同意があるものとして、必要な医療処置をとることができ
ます。この判断について、ＩＳＰＴ及び現地研修機関は一切の責任を負いません。又、これ
に要する費用は、すべて参加者の負担とします。
（４）ＩＳＰＴ、現地研修機関、その他プログラムに関係する全てのスタッフ及びホストフ
ァミリーは、参加者の故意又は過失によって損害を被ったときは、その参加者から損害の賠
償を申し受けます。

第１０条（損害の負担）
 ＩＳＰＴは、ＩＳＰＴの責によらない事由により申込み者が何らかの損害を受けた場合、
又、申込み者が本約款を理解しないことによって生じるいかなる精神的、物質的損害に対し
ても、ＩＳＰＴは一切の責任を負いません。

第１１条（授業内容等の変更）
 ＩＳＰＴでは、留学先学校等からＩＳＰＴに送られてきた最新資料に基づき留学プログラム
を提供しますが、留学先学校等の事情による授業内容の変更、滞在先の変更、その他留学内
容に関する変更について、ＩＳＰＴは一切の責任を負いません。

第１２条（約款の変更）
 本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。

第１３条（裁判管轄）
 本約款に関する訴訟については、仙台地方裁判所のみを専属裁判所とします。

第１４条（発効期日）
 本約款の内容は、2022年4月１日以降に申し込まれるすべてのプログラム申込み契約に適用
されます。

〒980-0021
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友だち登録をして
お問合せください！
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東北学院大学　春休み短期留学

2週間 3週間 4週間

¥262,000 ¥332,000 ¥402,000

¥156,300 ¥156,300 ¥156,300

¥11,900 ¥15,420 ¥17,730

¥2,200 ¥2,750 ¥2,750

¥430,200 ¥503,720 ¥576,030

■より詳しいお話をする説明会を開催いたします。
目的・予算・期間・行先・オススメの語学学校・航空会社や現地の安全状況、留学中のサポート体制などご案内いたします。

ご希望の方は説明会後に個別カウンセリングもお受けいただけます。

■個別カウンセリング　　上記の日時がご都合の悪い方は個別カウンセリングをお申込みください。

左のQRコードより説明会・個別カウンセリングにお申込みください。

 株式会社 インターサポート　　 宮城県知事登録旅行業3-234号
 〒980-0021 仙台市青葉区中央2-2-10 仙都会館ビル3F
 Tel:022-214-6115　 Fax:022-214-6117　 E-mail:info@ispt.co.jp   URL:www.ispt.co.jp

 営業時間：平日10:00～18:00／土曜10:00～17:00／日曜・祝日:休み  担当：浦沢みよこ

出発／帰国の曜日 土in/土out　または　日in/日out

コース名 General English

レッスン数 週20時間

合計

滞在方法 ホームステイ(1人部屋)　　週14食

航空券

海外旅行保険

留学費用

期間

早期お申込みは航空券もお得！

　　※航空券と海外旅行保険はインターサポートでお申込みください。

※航空券代はカンタス航空の料金です。(9/27現在)
※航空券は航空会社や出発日により料金が変わります。
※航空券代には出入国税と燃油税が含まれます。
※上記のほかに、パスポート取得費用、空港までの交通費、お
小遣い、ビザ取得費用が必要です。
※海外旅行保険料は、005タイプの料金です。補償額の高いプ
ランもございます。
※海外旅行保険の旅行キャンセル費用特約(オプション)は、
補償30万1,650円　40万2,200円、50万2750円、60万3,300円

概算見積例

インターサポートでの説明会・個別カウンセリングのお知らせ

東北学院大学の学生の方限定の早割のお知らせ

学校名 Inforum Education

都市 オーストラリア／ゴールドコースト

旅行キャンセル費用特約

11月末までのお申込みで

5,000円引き！

10月8日(土)

13：00～14：00

10月20日(木)

17：00～18：00

10月22日(土)

13：00～14：00


