
参加者募集中 

ホームステイをしながら、午前中は現地語学学校、午後は

アクティビティーを行い、国際交流を行います。 

ホームステイは基本的に2人1組で、日本から添乗員も同行

するため、初めての海外研修でも安心です。 

 

申込書 

必着 5月10日 

郵送またはFAXにて 

(金) 

旅行取扱・実施：㈱アサヒトラベルインターナショナル 福岡営業所 

研修期間 

2019/8/3～8/16 14日間 
研修場所 

オーストラリア 

クイーンズランド州ゴールドコースト周辺 

㈱アサヒトラベルインターナショナル福岡営業所 
〒810-0001福岡市中央区天神3-10-20KG天神ビル東405 
TEL：092（753）7791 FAX：092（753）7792 
  夏期オーストラリア研修担当者 行 
 

※募集人数に達し次第、締切とさせて頂きます。 



オーストラリア・ホームステイ・プログラム 日程表案（広島発着）                          2019 年 3 月現在 
 日付 都市 交通機関 現地時間 日程 
1 2019 年 

8/3（土） 
広島 

 
福岡 

 
福岡 

アジア方面 

 
新幹線 

 
 
 
 
 

05:45 
06:05 
07:33 
08:00 

午前 
午後 

 

JR 広島駅新幹線改札口 集合 
新幹線で博多駅へ 
博多駅到着後、福岡空港へ 
福岡空港集合 チェックイン・出国 
航空機にて空路乗り継ぎ地へ 
航空機乗継ぎ(アジア方面) 
航空機にてオーストラリア・ブリスベンへ 

＜機内泊/×・機・機＞ 
2 8/4（日） ブリスベン 

 
クーメラ 

 
 
 
 
 
 

ゴールドコースト 

 
 

専用車 
 
 
 
 
 
 

専用車 
ホストファミリー 

07:05 
 
 
 
 
 
 

12:00 
 

15:00 
15:30 

ブリスベン到着後、オーストラリアの入国および通関検査 
英語講師たちによる出迎え 
専用車にて、「Dream world」へ 

- 動物園と遊園地が一緒になったオーストラリアで最大のテーマパーク 
- コアラを抱いて写真撮影。カンガルーやエミュなどオーストラリアならではの

動物との遭遇を楽しんだり、オーストラリアのワイルドライフを体験 
- 動物たち以外にも様々なアトラクションあり 

「Dream world」にてランチ 
専用車にてゴールドコーストのクラスルームへ 
ホストファミリ－と対面。ホームステイ開始 

＜ホームステイ/機・昼・夜＞ 
3 8/5（月） ゴールドコースト 

 
ホストファミリー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ホストファミリー 
 

08:30 
 

09 : 00 
 
 
 

12:00 
13:00 

 
 

15:15 
 

ゴールドコーストのクラスルームに集合 
オリエンテーション＆学校周辺の案内 
実践英語① 

- 留学生サロン「Gold Coast Student HUB」へ 
英語クラス① 

- 実用英語とホームステイで使える便利な英会話 
昼食（ホストファミリーからのお弁当） 
アボリジニについて学ぶため「Gold Coast Library」へ 
英語クラス② 

- アボリジニの文化を学ぶ、ドットペイント体験 
ホストファミリーによるお迎え 

＜ホームステイ/朝・昼・夜＞ 
4 8/6（火） ゴールドコースト 

 
 08:30 

 
 

12:00 
13:00 

 
15:15 

 

ゴールドコーストのクラスルームに集合 
英語クラス③ 

- オーストラリアと日本の文化の違いについて 
昼食（ホストファミリーからのお弁当） 
英語クラス④ 

- エコツーリズムについて 
ホストファミリーによるお迎え 

＜ホームステイ/朝・昼・夜＞ 
5 8/7（水） ゴールドコースト 

 
ホストファミリー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ホストファミリー 
 

08:30 
 
 
 
 

12:00 
13:00 

 
 
 

15:15 
 

ゴールドコーストのクラスルームに集合 
実践英語② 

- エコツーリズムについて 
- 親水公園ブロードウォーターパークで水が貴重なオースト

ラリアにおいての水資源の再生、再利用について学ぶ 

昼食（ホストファミリーからのお弁当） 
実践英語③ 

- Q1 スカイポイント(ゴールドコーストの景色を眺望) 
- サーファーズパラダイスビーチ 
- 生活英語（ショッピングモール） 

ホストファミリーによるお迎え 
＜ホームステイ/朝・昼・夜＞ 

6 8/8（木） ゴールドコースト 

 
ホストファミリー 

 
 

専用車 
 
 

ホストファミリー 
 

08:30 
 
 
 
 

12:00 
 

15:15 

ゴールドコーストのクラスルームに集合 
英語クラス⑤ 

- スピーキングレッスン、英語特有の発音等 
現地校訪問① 

- 現地校のバディの授業に同行(リアル学校授業体験) 
昼食（ホストファミリーからのお弁当） 
ホストファミリーによるお迎え 

＜ホームステイ/朝・昼・夜＞ 
7 8/9（金） ゴールドコースト 

 
ホストファミリー 
専用車 

 

08:30 
 
 

ゴールドコーストのクラスルームに集合 
グリフィス大学訪問 

- キャンパスツアー(オーストラリアの大学生活を体感する) 



オーストラリア・ホームステイ・プログラム 日程表案（広島発着）                          2019 年 3 月現在 
 
 
 
 
 
 

ホストファミリー 
 

 
 

12:00 
13:00 

 
15:15 

 

現地校訪問② 
- 現地校のバディの授業に同行(リアル学校授業体験) 

昼食（ホストファミリーからのお弁当） 
 
英語クラス⑥ 

- スピーキングレッスン、英語特有の発音等 
ホストファミリーによるお迎え 

＜ホームステイ/朝・昼・夜＞ 
8 8/10（土） ホストファミリーと終日過ごします 

ホストファミリーと積極的にコミュニケーションをとりましょう 
日常の活動を通して、現地の英語やオーストラリアの文化を学ぶ最高の機会です 

＜ホームステイ/朝・昼・夜＞ 
9 8/11（日） ホストファミリーと終日過ごします 

＜ホームステイ/朝・昼・夜＞ 
10 8/12（月） ゴールドコースト 

 
ホストファミリー 

 
 
 
 
 
 

ホストファミリー 
 

08:30 
 
 

12:00 
13:00 

 
 

15:15 
 

ゴールドコーストのクラスルームに集合 
英語クラス⑦ 

- スピーキングレッスン、英語特有の発音等 
昼食（ホストファミリーからのお弁当） 
実践英語④ 
- オーストラリアのスポーツ『Auskick』(オーストラリア球技)体験 
- 英語でオーストラリアのスポーツのルールや歴史を学習 

ホストファミリーによるお迎え 
＜ホームステイ/朝・昼・夜＞ 

11 8/13（火） ゴールドコースト 

 
ホストファミリー 
専用車 

 
ホストファミリー 

 

08:30 
 
 

15:15 
 

ゴールドコーストのクラスルームに集合 
『Sea World』へ 
昼食はピクニックランチ(ホストファミリーからのお弁当) 
ホストファミリーによるお迎え 

＜ホームステイ/朝・昼・夜＞ 
12 8/14（水） ゴールドコースト 

 
ホストファミリー 

 
 
 
 
 
 

ホストファミリー 
 

08:30 
 
 
 
 

12:00 
 

15:15 
 

ゴールドコーストのクラスルームに集合 
英語クラス⑧ 

- ホストファミリーやバディへの感謝の手紙の書き方 
英語クラス⑨ 

- オーストラリアの歌謡曲、早口言葉について 
さよならパーティー 

- 修了証の授与＆ピザランチ 
ホストファミリーによるお迎え 

＜ホームステイ/朝・昼・夜＞ 
13 8/15（木） ブリスベン 

 
 
 
 

アジア方面 

 
 

専用車 
 
 
 

08:30 
 

10:00 
 

午後 
夜 

ゴールドコーストのクラスルームに集合 ホストファミリーとお別れ。 
ショートプレゼンテーション＆モーニングティー 
専用車でブリスベン空港へ 
ブリスベン空港にてチェックイン・出国 
航空機にて空路乗り継ぎ地へ 
航空機乗継ぎ(アジア方面) 

＜機内泊/朝・機・機＞ 
14 8/16（金） アジア方面 

福岡 
 夜 

朝 
航空機にて福岡へ 
福岡空港到着 
博多駅へ移動、広島行き新幹線 
JR 広島駅新幹線改札口にて解散 

※スケジュールは受け入れ先の都合により変更される場合があります。また、交通機関並びに時刻は変更になる場合があります。 
利用予定航空会社:大韓航空、又はシンガポール航空 

  

 

 

オーストラリア・ゴールドコーストでの 
語学研修でアクティブラーニング! 

  

ホームステイや現地校の生徒との交流で、実用英語をさらに
ブラッシュアップしましょう。 
ネイティブの講師による英語の授業では、発表をする機会を
多く作り、自分の意見を英語で伝える練習をします。失敗を
恐れず、チャレンジしてくれることを講師たちも望んでいます! 
現地の小中高一貫校にも訪問し、同世代の学生たちにオー
ストラリアのスクールライフや授業の様子、将来の夢などたくさ
ん質問してみましょう! 
今後の留学に向けた第一歩として、是非ご参加ください。 
 



旅  行  条  件 
1. 旅行期間 : 2019 年 8 月 3 日（土）～8 月 16 日（金） 14 日間 
2. 日   程 : 日程表をご参照ください 
3. 募集人数 : 30 名（最少催行 15 名）※福岡空港から添乗員が同行します。 
4. 対象学年 : 中学 1 年生 － 高校 2 年生 
5. 旅行代金 : 福岡発着 ３８２，０００円 

広島発着 ３９８，０００円 ※広島駅から新幹線で福岡へ。行きは広島駅より係員が同行予定。 
 
上記旅行代金に含まれるもの 
① 往復航空運賃（福岡⇔ブリスベン） エコノミークラス利用、シンガポール

経由 シンガポール航空又は大韓航空利用予定 
② 日程に明示した専用車等の料金 
③ ホームステイ費用（２名１家庭）並びに食費 
④ 現地プログラム費用（授業料・教材費・現地交通費・見学先入場料等） 
⑤ 手荷物運搬料金（ｽｰﾂｹｰｽ）（重量:30 ㎏まで） 
⑥ 団体行動中のチップ 
⑦ 添乗員 1 名同行費用（福岡空港から/までの全行程） 
 

上記旅行代金に含まれないもの ※2019 年 3 月現在 
① 燃油特別付加運賃（航空券発券時の費用が加算されます）※１ 
② 福岡空港施設使用料・海外空港諸税・航空保険料（約 13,410 円

/2019 年 3 月現在）※2 
③ 海外旅行保険料（必ずご加入されることをおすすめいたします） 
④ 渡航手続き手数料 5,400 円（ETAS 登録料込） 
⑤ 国際観光旅客税 1,000 円 
⑥ 朝昼夜以外の食事、表記されていない食事 
 

 
6. お申込み方法 : 募集案内に添え付けの参加申込用紙に必要事項をご記入の上、5 月 10 日（金）までに「アサヒト 

ラベルインターナショナル福岡営業所」宛に郵送または FAX 等でご提出ください。 
 
7. 旅行代金のお支払い : 参加申し込みの後、申込金３０，０００円（旅行代金の一部に充当いたします）を 5 月 

17 日（金）までに下記口座宛てお振り込み下さい。 申込金の入金を持ちまして正式に 
旅行契約の成立となります。残りの費用につきましては、6 月末を目途に旅行代金の残金振 
込のご案内を差し上げます。 

口座:三井住友銀行 ひなぎく支店 （当座）2854071 
口座名:㈱アサヒトラベルインターナショナル 

※お振込み人氏名は、できるだけ参加生徒氏名でお願いします。 
※振込手数料はお客様負担となりますので、ご了承下さい。 
※銀行振込控えを領収書とさせて頂きます。期日までにお振込みがない場合にのみ、別途弊社よりご連絡致します。 

 
8. 取消料 : 参加申し込みの後、取り消しされた場合は下記取消料がかかりますのでご注意下さい。 

 旅行開始日の前日から起算し、さかのぼって 40 日目に当たる日以降の取り消し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 旅行代金の 10% 
 旅行開始日の前日から起算し、さかのぼって 30 日目に当たる日以降の取り消し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 旅行代金の 20% 
 旅行開始日の前々日以降の取り消し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 旅行代金の 50% 
 旅行開始後取り消し、または当日無連絡の不参加 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 旅行代金の 100% 

※旅行開始後とは、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時 
※保険料、手続き手数料など、その他の費用につきましては別途実費がかかります。 

◆旅行実施につきましては担当旅行会社(株)アサヒトラベルインターナショナルの旅行企画書（募集型企画旅行）ならびに旅行業約款に基づいて行われます。 
 

9. 免責:当社は、参加者が次に例示するような事由により被られた損害または旅行日程の変更もしくは旅行の中止について 
は責任を負いません。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときはこの限りではあり 
ません。天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故もしくは火災、日本または外国官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離、食中毒、盗難、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更 

 
旅行企画・実施:㈱アサヒトラベルインターナショナル 福岡営業所 

観光庁⾧官登録 141 号・一般社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員 

国際航空運送協会（IATA）公認・新しい消費者保護制度 JATA ボンド保証協会に加入 

〒810-0001 福岡市中央区天神 3-10-20 KG 天神ビル東 405 号 
TEL:092(753)7791 FAX:092(753)7792 

総合旅行業務取扱管理者:石川 重一  担当:平川・村里・山口 
 

＜ 会 社 紹 介 ＞ 
1964 年(昭和 39 年)9 月の設立から、おかげさまで㈱アサヒトラベルインターナショナルは今年で創業 55 年目を迎えました。
「学ぶ旅行を通じて異文化理解の架け橋に」、この言葉を社是として当社は海外研修・修学旅行・視察・セミナー・国際会議
の手配など、一貫して学ぶ海外旅行・教育旅行に邁進して参りました。英語学習だけでなく、歴史・音楽・美術・福祉・食物栄
養・幼児教育など多種多様な分野に広がりを見せています。2017 年 9 月には、50 年に渡る教育旅行に特化したマーケット
の拡大への貢献が認められ、Japan Tourism Awards 部門賞を受賞いたしました。社員一同これからもお客様にご満足い
ただける質の高い旅行をご提供することを目指し、今日まで積み上げた経験と理念に更なる磨きをかけ、社業に邁進して参りま
すので、変わらぬご愛好を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

㈱アサヒトラベルインターナショナル社員一同 
 



2019 年夏期海外語学研修 オーストラリアホームステイプログラム（広島発着） 

準備日程表（予定） 
日付 項目 内容 

4 月 26 日（金） 募集説明会 
オーストラリア・ホームステイ・プログラム募集説明会 
日時 : 17:30～ 1 時間程度 
場所 : 広島オフィスセンター 

5 月 10 日（金） 申込書締切 
〒810-0001 
福岡市中央区天神 3-10-20 KG 天神ビル東 405 号 
TEL:092（753）7791 FAX:092（753）7792 

5 月 17 日（金） 申込金入金 
申込金 30,000 円の入金をお願い致します。 
口  座:三井住友銀行 ひなぎく支店（当）2854071 
口座名:㈱アサヒトラベルインターナショナル 

5 月下旬 書類送付 

下記書類をお送りいたします。 
①準備日程表 
②日程表 
③ホームステイアプリケーションフォーム（記入例付） 
④健康状況調査票・医療同意書（両面印刷） 
⑤未成年海外渡航保護者同意書（記入例付） 
⑥個人情報の取扱いに対する同意書 
⑦パスポート取得案内・パスポートコピー提出用紙 
⑧AIG 海外旅行保険（記入例付） 
⑨アサヒトラベルの緊急連絡体制 
 

6 月 7 日(金)まで 書類提出期限 

下記書類を弊社までお送りください。 
•ホームステイアプリケーションフォーム （水色） 
•健康状況調査書・医療同意書 （薄緑色） 
•未成年海外渡航同意書 （黄色） 
•個人情報の取扱いに対する同意書 （ピンク） 
•パスポートコピー提出用紙 （薄紫） 
•AIG 海外旅行保険 
 

7 月上旬 研修費用 研修費用の入金期限 ※後日改めて請求書をお送りします。 

7 月中旬 
最終 

オリエンテーション 

【配布物】 
・サクセスホームステイ 小冊子 
・携行品リスト 
・ハンドブック  
・留守宅控え 
・ネームタグ・ステッカー 
・入国カード・税関申告書 

※ホストファミリー情報は、最終オリエンテーション時または 
郵送にて出発１週間前までにご案内します。 

 
≪説明内容≫ 

・現地生活やホームステイについての説明 
・海外生活における諸注意 
・ホームステイを成功させるための心構え 
・最終日程表(旅程)の確認 
・旅行関連書類のお渡し 
・質疑応答 

8 月 3 日(土) 
出発当日 

(広島駅・福岡空港) 

広島駅にて添乗員がご案内致します。（予定） 
【配布物(福岡空港にて)】 

・搭乗券（E チケット） 
・出入国カード 
・ETAS 登録控え 
・AIU 保険証書の配布（※お申込みいただいた方のみ） 

※パスポートは各自持参 

研修期間 : 2019 年 8 月 3 日（土） ～ 8 月 16 日(金) 14 日間 

 



 

≪ご旅行条件書≫ 
2019 年夏期語学研修 オーストラリア・ホームステイ・プログラム 

１．本旅行条件書の意義 

本旅行条件書は、旅行業法第 12条の 4に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5に定める契約書面の一部

となります。 
 
２．募集型企画旅行契約 

(1)この旅行は、㈱アサヒトラベルインターナショナル（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。 

(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送･宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関する

サービス(以下｢旅行サービス｣といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理すること

を引き受けます。 

(3)旅行契約の内容･条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書

面（以下｢最終旅行日程表｣といいます。）及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下｢当社約款｣とい

います。)によります。 
 
３．旅行申し込みと旅行契約 

(1)参加申込書に必要事項をご記入の上、２０１９年５月１０日（金）までにアサヒトラベルインタ―ナショナル

福岡営業所へ郵送または FAX にてお送りください。 

(2) ご参加決定後、参加申込金５月１７日（金）までに３０,０００円を下記口座にお振込ください。これは旅行

代金の一部となり、残金は旅行開始日の 1ヶ月前までにお振込みいただきます。（参加者ご本人のお名前でお振

込みください。また、振込手数料はお客様負担となります）また、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申

込金を受領した時に成立するものといたします。 

(3)お申込み時点で 20 歳未満の方は、保護者の同意書が必要です。 
 
 
４．旅程管理 

当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し,お客様に対し次に掲げる業務を行います。但

し、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合はこの限りではありません。 

(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることが出来ない恐れがあると認められるときは旅行契約に従った旅行

サービスの提供を確実に受けられる為に必要な措置を講ずること。 

(2)必要な措置を講じたにもかかわらず,契約内容を変更せざるを得ない時は代替サービスの手配を行うこと。こ

の際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程は当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努める

こと、又、旅行サービスの内容を変更するときは変更後の旅行が当初の旅行サービスと同様のものとなるよう

努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努めること。 
 
５．契約書面と確定書面（最終旅行日程表）のお渡し 

(1)当社は旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に

関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成さ

れます。 

(2)当社はお客様に集合時刻、場所、利用交通機関、宿泊機関等の確定情報を記載した最終旅行日程表を原則とし

て旅行開始日の 7 日前までにお渡しいたします。（いかに遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。）ま

た、お渡しする期日前であってもお問合せ頂ければ当社は手配状況についてご説明いたします。 
 
６．お客様が出発までに確認、実施する事項 

(1)旅券・査証について 

(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください) 

1.旅券(パスポート)：日本国の外務省では渡米の際に、パスポートの残存期間が半年以上あることが望ましい

とされています。 

2.査証(ビザ)：日本国籍の方が米国領土内に 90日以内の旅行や滞在を希望する場合、年齢を問わずどなた様も

ESTA(エスタ)が必要となります。 

(2)保健衛生について 

渡航先の衛生状況については厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ http://www.forth.go.jp/でご確認

ください。 

(3)海外危険情報について 

渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場

合があります。お申込の際に当社より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、下記の外務省「外

務省海外安全ホームページ：「www.pubanzen.mofa.go.jp」でもご確認ください。 

 

(4)渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行について 

旅行のお申込後、旅行の目的地に外務省「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変

更し又は解除することがあります。「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が

発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。但

し、当社が安全に対し適切な措置がとられると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様

が旅行を取り止められるときは、当社は所定の取消料を申し受けます。 
 
７．旅行契約内容・旅行代金の変更 

(1)当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の変更や中止、

官公署の命令、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図る為止

むを得ない時は、原則、お客様に事前説明をした上で、旅行サービスの内容を変更することがあります。 

(2)著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送期間の運賃･料金の改定があっ

た場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算して遡って 15日目に当

たる日より前にお知らせします。 
 
８．お客様による旅行契約の解除（取消料のかかる場合） 

お客様は標記取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することが出来ます。 

(1) 参加申込の後、取消した場合は下記取消料がかかりますのでご注意下さい。 

 ・旅行開始日の前日から起算し、遡って４０日目に当たる日以降の取り消し・・旅行代金の１０％ 

・旅行開始日の前日から起算し、遡って３０日目に当たる日以降の取り消し・・旅行代金の２０％ 

・旅行開始日の前々日以降の取り消し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の５０％ 

・旅行開始後取リ消しまたは当日無連絡の不参加・・・・・・・・・・・・・旅行代金の１００％ 

(2)当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も所定の取消料をいただきます。 
 
９．お客様による旅行契約の解除（取消料のかからない場合） 

次の場合は取消料をいただきません。（一部例） 

(1)旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき 

a.旅行開始日又は終了日の変更 

b.入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更 

c.運送機関の種類又は会社名の変更 

d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更 

e.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 

f.本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 

g.宿泊機関の種類又は名称の変更 

h.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 

(2)旅行代金が増額された場合 

(3)当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合 

(4)当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき 
 
１０．当社による旅行契約の解除 

次の場合当社は旅行契約を解除することがあります。（一部例） 

・旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき 

・申し込み条件の不適合 

・病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき 
 
１１．当社の責任 

(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたり、当社又は手配代行者の故意または過失により、お客様に損害を与

えた時はお客様が被られた損害を賠償いたします。（但し、損害発生の翌日から起算して 2年以内に当社に対し

て申し出があった場合に限ります。） 

(2)お客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合は、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。

①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 ②運送･宿泊機関等の

事故、火災により発生する損害 ③運送･宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらの為に生じる旅行日程の

変更もしくは旅行の中止 ④官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる

旅行日程の変更もしくは旅行の中止 ⑤自由行動中の事故 ⑥食中毒 ⑦盗難 ⑧運送･宿泊機関等の遅延･不通･

スケジュール変更･経路変更など、又はこれらによって生じる旅行日程の変更･目的地滞在時間の短縮 

(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算

して 21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、旅行者 1名につき 15 万円を限度に賠償いたします。 
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１２．特別補償 

(1)当社はお客様が当旅行参加中に、偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物に被られた

一定の損害について、旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金/2500 万円、後遺障害補償金/2500 万円を

上限、入院見舞金/入院日数により 4～40 万円、通院見舞金/通院日数により 2万円～10 万円、携行品にかかる

損害補償金(15万円を上限。但し、一個又は一対についての補償限度は 10 万円）を支払います。但し、当社の

手配による旅行サービスの提供が一切行われない日については、日程表においてその旨が明示された場合に限

り、「当該募集型企画旅行参加中」とは致しません。 

(2)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、

貯金証書（通帳及び現金支払機用カードを含みます。）、各種データその他これに準ずるもの、コンタクトレン

ズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害賠償金を支払いません。 

(3)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義

務が履行された時はその金額の限度において補償金支払義務･損害賠償義務とも履行されたものといたします。 
 
１３．お客様の責任 

お客様の故意又は過失等により当社が損害を被ったときは、当社は当該のお客様から損害の賠償を申し受けます。

お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他の募集型企画旅

行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された

旅行サービスについて記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社添乗員、当社の手

配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷

害等により保護を要する状態にあると認めた時は、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、こ

れが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当

該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。 
 
１４．旅程保証 

(1)当社は、旅行日程に次表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によ

りその変更の内容に応じて旅行代金に次表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。(旅行終了日の

翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います｡)但し、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は

旅行代金の 15%を限度とします。また、一旅行代金とは表記の旅行代金に一人部屋利用料等追加代金を加えた

合計額です。 

(2)次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。 

①旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 ②戦乱 ③暴動 ④官公署の命令 ⑤欠航、不通、休業等運送

機関等の旅行サービス提供の中止 ⑥遅延、運航スケジュール変更等当初の運航計画によらない運送サービス

の提供 ⑦旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 ⑧日程に記載した旅行サービスの提供を

受ける順番が変更になった場合(当該旅行サービスの提供を旅行中に受けることができた場合において) 

変更補償金の支払いが必要となる変更 

一件あたりの率（％） 

旅行開始日前日

迄に通知の場合 

旅行開始日以降

に通知の場合 

1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 

2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(ﾚｽﾄﾗﾝを含みます)その他の旅行の目的地の変更 

3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備

の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 

4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 

5.契約書面に記載した本邦内と旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 

6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 

7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 

8.契約書面に記載した宿泊機関の客室種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 

9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 

１．５ 

１．０ 

１．０ 

 

１．０ 

１．０ 

１．０ 

１．０ 

１．０ 

２．５ 

３．０ 

２．０ 

２．０ 

 

２．０ 

２．０ 

２．０ 

２．０ 

２．０ 

５．０ 
 
１５．個人情報の取扱について 

(1)当社は旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡の為に利用

させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行において運送･宿泊機関等の提供するサービスの手配及

びそれらのサービスの受領の為の手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます 

この他、当社では 1.会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 2.旅行参加後の

ご意見やご感想の提供のお願い 3.アンケートのお願いに、お客様の個人情報を利用させていただくことがあ

ります。 

 

(2)当社における個人情報取り扱い、個人情報取扱管理者の氏名については、当社ホームページ 

(http://www.ati-jp.com)の「プライバシーポリシー」のページをご参照ください。 
 
１６．旅行条件・旅行代金の基準 

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットに明示した日となります。 
 
１７．その他 

(1)お客様が個人的な案内･買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発

生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失･忘れ物回収に伴う諸費用、別行動に要した諸費用等が生じた

時には、それらの費用はお客様にご負担いただきます。 

(2)ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかる場合があります。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な場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で

十分な額の海外旅行保険に加入される事を強くお勧めいたします。 

(3)当社はいかなる場合でも旅行の再実施は致しません。 

(4)この条件に定めのない事項は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。 

当社旅行業約款をご希望の方は当社にご請求ください。 

※当社旅行業約款は当社ホームページ http://www.ati-jp.com からもご覧になれます 

(5)参加生徒の健康状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮措置、また医師の診断書のご提

 出が必要になる可能性があります。特別な配慮・措置が必要となる可能性のある方（例：心身に障害のある方、              

 生死に関わる持病や治療中の疾病をお持ちの方など）は、ご相談させて頂きますので、必ずお申し出下さい。 

 

旅行企画・実施： （株)アサヒトラベルインターナショナル 

観光庁長官登録旅行業第 141 号・(社)日本旅行業協会（JATA）会員・国際航空運送協会（IATA）公認 

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 3-10-20 KG 天神ビル東 405 号 

電話:（092）753-7791  FAX:（092）753-7792 

ホームページ：http://www.ati-jp.com 

総合旅行業務取扱管理者：石川重一   担当者：平川・村里・山口 

 



1． プログラム中は、滞在国の法令、公的機関の規則、現地ホームステイコーディネーターの参加者条件を遵守するとともに、担当添乗員の 

   指示に従い行動をしてください。集団行動を乱し、他の参加者、現地のホストファミリーに迷惑がかかると現地コーディネーター、 

   添乗員が判断した場合は、研修途中であってもご帰国いただく場合がございます。その際には、保護者の方に 

   現地までお迎えに来ていただくことになります。（途中帰国に伴う費用が生じた場合は、全てご自身にてご負担いただきます。） 

２． 当研修にご参加されるにあたり、健康状況調査書をもれなくご記入いただきます。ホームステイ滞在や集団行動を伴う研修ですので、 

   健康上の理由によりご渡航をお断りする場合がございます。また、現地コーディネーターの判断により、英文の診断書のご提出が必要に 

   なる場合がございます。また、アレルギーをお持ちの方は必ず万が一の場合の対処薬（服用薬・エピペン等）のご準備をお願いしております。 

   英文診断書ご提出後に、ご渡航をお断りする場合もございます。 

３． プログラム中、貴重品（パスポートや現金、カメラ、携帯電話など）は、自己の責任において管理してください。ホームステイ先ではご自身の 

   スーツケースに入れ鍵をかける、ホテル滞在時はセーフティーボックスに預けるなどしてご保管下さい。万が一、プログラム中に破損や紛失など 

   があった場合、弊社は責任を負いかねます。また、パスポートを紛失した場合などは再取得のための追加費用がかかります。 

４． プログラム中はご自身の自覚と責任において行動してください。安全管理や健康管理については、添乗員より適宜注意を促しますが、 

   不慮の事故、テロ、暴動、犯罪などで損害を被られた場合でも、弊社は一切の責任を負いかねます。 

５． ホストファミリーは、現地受け入れ先のホームステイ・コーディネーターが、1軒ずつ家庭訪問を行い選定しています。ホームステイは、 

   家族の一員として現地家庭に滞在することを通じて異文化体験・国際交流を目的としています。従いまして、相手の生活様式、 

   習慣、宗教、法律、約束事をご理解ください。 

６． ホームステイは原則２名1家庭での滞在です。但し、２名滞在を希望されていてもご希望に添えず、１名滞在となる場合がございます。 

   その場合でも、１名滞在の追加費用が掛かりますのでご了承ください。１名でお申込みされた場合は、別途費用がかかります。 

   ホストファミリーの情報はご出発の約5～3日前 （遅くとも前日まで）にご連絡します。ホストファミリーのプライバシー保護のため、 

      事前にお伝えできる情報が限られる場合があります。 

７． ホストファミリーの人種、住宅事情(ホストファミリーの子どもと同室など)、職業、宗教、家族構成(母子家庭、子どもの有無、 

   子どもの年齢、異性の子どもの有無）、他国の留学生の有無など、家庭事情は様々です。しかし、ホストファミリーが好意をもって 

   皆さんを受入れる気持ちに変わりはありません。従って、事前にこれらの条件に希望を出す事はできません。また、決定後にそれらの 

      理由によってのホストファミリーの変更、取り消しもお受けすることができません。 

８． ホストファミリーの決定後やホームステイ開始後でも、家庭内の不慮の出来事や、家族の病気、または天災などの理由で、 

   ホストファミリーが変更になる場合があります。その際は、できるだけ速やかにお知らせいたします。 

９． 異国の家庭での生活様式は日本とは異なり、戸惑うこともあるかもしれません。文化や生活習慣の違いは不便・不都合と捉えず、 

   現地の生活習慣に慣れるよう努力して下さい。詳しくは、今後お配りする『サクセスホームステイ』に記載されています。必ずご一読下さい。 

   お困りの場合は、同行している添乗員に何でもその場でご相談下さい。 

１０．プログラム中における疑問点（プログラム内容、ホームステイ先での生活など）については、同行添乗員、ホストファミリー、コーディネーターに、 

   直接お早目にお問い合わせください。現地にて対応致します。（ご帰国後では対応致しかねます。） 

   先にご参加者から日本のご家庭に直接連絡を取られた場合、添乗員が状況を把握できず、適切な対応が現地でとれないこともございます。 

１１．ホームステイでペアのご希望がある方は、必ずペアの方との了承を取り、できるだけペアの方と一緒に申込書をご提出さい。     

    

       

   ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 

                                                      （株）アサヒトラベルインターナショナル 福岡営業所 

                                              TEL: 092-753-7791 （福岡事務所）/  FAX: 092-753-7792         

                       

 

保護者、生徒の皆様へ 

 ホームステイプログラム申込条件 
※必ずご確認ください   



平成31年度短期留学プログラム参加希望書 

 

下記のとおり，平成31年度短期留学プログラムへの参加を希望します。 
 
 

ふ り が な  

氏 名 
 

 
性 別 

 

※○で囲む 

男 ・ 女 

生年 

 

月日 

 
平成 年 月 日生 （満 歳） 

現 住 所 

〒 TEL: 

 

在 籍 学 校 

・学 年 

※学校名，学科・コース，学年を記入のこと 

 

 

（ 学科・コース）第 学年 在学中 

保 護 者 

連 絡 先 

ふり がな 

氏 名 TEL: 
 

 

 

 

携帯: 
〒 

参 加 希 望 

プ ロ グ ラ ム 
2019年夏期海外語学研修 オーストラリア ホームステイプログラム 

※取得した個人情報は，本事業の目的以外に利用しません。 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

平成31年度短期留学プログラム 作文用紙 

  

○留学を希望する理由と留学経験をどのように生かすかについて，400字以内で書いてください。 

 

氏名                

20 × 20 

 


