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2020年度春期海外研修 

カナダ現地体験プログラム 
現地校訪問・ボランティア体験・STEM授業 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

研 修 地：カナダ・オンタリオ州ロンドン市近郊 

研修期間：2020年3月21日（土）～31日（火）11日間 

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 

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

 今だからできる、現地校体験を 

カナダ・トロントの郊外、ロンドン市教育委員会との提携で実現した、現地校をベースとし

た研修プログラムです。毎日現地校に通い、午前中は英語講師によるアウトプットを中心と

した授業を実施、午後はボランティアや現地校での授業体験、文化交流会など他のプログラ

ムでは体験できない研修を予定しています。 

バディ
との交流 

ボランティア 

体験 
STEM 
授業体験 

現地校での同世代

との交流は学生時

代の今しかできな

い体験！ 

シニアセンターを

訪問し、利用者と

の会話や文化交流

を行います。 

カナダでの留学体

験！英語で問題提

起し解決する能力

を鍛えます。 



日程表案                                                               2019/8 

 日付 都市 交通機関 現地時間 日    程 
1 2020 年 

3/21
（土） 

広島 
福岡 

 
東京 

 
 

トロント 
 

ロンドン 

JR 
 

NH258 
 

AC002 
 

専用車 

12:00 
14:00 
15:30 
17:10 
18:50 

 
17:50 

 
20:00 

広島駅集合 新幹線で博多駅経由、福岡空港へ移動 
福岡空港国内線ターミナル集合 
航空機で空路東京へ 
東京到着、乗り継ぎ 
AirCANADA で空路カナダ・トロントへ 

------------------ 国際日付変更線通過 ------------------ 

カナダ・トロントに到着、入国・税関審査 
専用車で研修地ロンドン市へ移動 
研修地ロンドン到着 
オリエンテーション後、ホストファミリーと対面、ホームステイ開始 

<ホームステイ/夜機・朝機・昼機・夜> 
2 3/22

（日） 
ロンドン   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> 
3 3/23

（月） 
ロンドン  08:30 

 
 

12:00 
13:00 

 
 

14:30 
15:00 

 
 

16:30 

英語クラス① 
- アクティブラーニングを使った英語授業 

- カナダの歴史や文化、地理、環境について 

昼食（ホストファミリーからのパックランチ） 
ウェルカムパーティー 

- 現地校での歓迎会 

- バディと対面、簡単なゲームなど 

- キャンパスツアー 

現地校授業体験 
- カナダの学校内や授業の見学 

- 授業やアクティビティへの参加も予定 

ホストファミリーのお迎え 
<ホームステイ/朝・昼・夜> 

4 3/24
（火） 

ロンドン  08:30 
 
 

12:00 
13:00 

 
 

16:30 

英語クラス② 
- 英語でのアウトプットをメインとした授業 

- 生活英語、サバイバル英語など 

昼食（ホストファミリーからのパックランチ） 
現地校授業体験 

- バディの授業への参加を予定 

- スポーツやチームビルディング、ゲームやクラフトなどの授業にも参加予定 

ホストファミリーのお迎え         <ホームステイ/朝・昼・夜> 
5 3/25

（水） 
ロンドン  08:30 

 
 
 

12:00 
13:00 

 
 
 

16:30 

英語クラス③ 
- 英語でのアウトプットをメインとした授業 

- 午後の STEM 授業に関する学習 

※サイエンス・テクノロジー・エンジニアリング・マスマティックスに関する学習 

昼食（ホストファミリーからのパックランチ） 
STEM授業体験 

- 少人数のグループに分かれ、サイエンス・テクノロジー・エンジニアリング・マ

スマティックスの知識を用い、課題解決を行います。 

- 問題提起から課題解決への考える力を養います。 

ホストファミリーのお迎え         <ホームステイ/朝・昼・夜> 
6 3/26

（木） 
ロンドン  08:30 

 
 

12:00 
13:00 

 
 
 

16:30 

英語クラス② 
- ボランティアとショートプレゼンテーションについて 

- 日本文化紹介のための英語練習 

昼食（ホストファミリーからのパックランチ） 
ボランティア研修 

- カナダのシニアセンターのお年寄りに体験型の日本文化紹介 

- 書道や折り紙などの日本文化の実演・体験 

- カナダの文化や慣習を学ぶ 

ホストファミリーのお迎え         <ホームステイ/朝・昼・夜> 
7 3/27

（金） 
ロンドン  08:30 

 
 

12:00 
13:00 

 
 
 
 

英語クラス② 
- 英語でのアウトプットをメインとした授業 

- 聞き手を意識したプレゼンテーションの練習 

昼食（ホストファミリーからのパックランチ） 
現地校での文化交流会 

- 日本文化を紹介するブースをいくつか設け、ブースごとに日本文化紹介 

- 書道、ダンス、着付け、アニメ、スポーツなど（得意な分野で！） 

- 日本の遊びも紹介可能 

 

バディと交流(イメージ) 
授業体験(イメージ) 

英語クラス(イメージ) 

STEM(イメージ) 

ボランティア(イメージ) 

英語クラス(イメージ) 



 
 

16:30 

フェアウェルパーティー＆修了式 
- バディと一緒にさよならパーティー 

- 修了書授与 

ホストファミリーのお迎え 
<ホームステイ/朝・昼・夜> 

8 3/28
（土） 

ロンドン 
ナイアガラ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ロンドン 

専用車 
 
 
 
 
 
 
 
 

専用車 

08:30 
10:30 

 
 
 

12:30 
 
 
 

15:30 
17:30 

専用車でナイアガラの滝へ 
ナイアガラの滝到着 

- ナイアガラ観光クルーズ乗船 

- 滝の裏側を見学 

※濡れてもいい服装と着替えを持参 
昼食（ホストファミリーからのパックランチ） 
自由研修 

- 市街地「クリフトン・ヒル」 

- 「テーブル・ロック」見学とセンター施設見学 

集合場所へ集合、専用車でロンドンへ 
到着、ホストファミリーのお迎え 

<ホームステイ/朝・昼・夜> 
9 3/29

（日） 
ロンドン   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 3/30

（月） 
ロンドン 

 
トロント 

専用車 
 

AC001 

09:00 
11:00 
13:40 

ホストファミリーとお別れ、専用車でトロントへ 
トロント空港到着、チェックイン 
Air CANADA で空路東京へ       <機内泊/朝・昼なし・機> 

11 3/31
（火） 

東京 
 

福岡 

 
NH265 

 
JR 

15:40 
17:00 
18:55 

 
21:00 

東京到着、入国審査、税関通過後、国内線に乗り継ぎ 
羽田空港から航空機で福岡空港へ 
福岡空港国内線ターミナル到着後、JR 博多駅に移動 
博多駅発の新幹線で広島駅へ 
広島駅到着後、解散。               <朝機・昼機・夜なし> 

※スケジュールは受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。 
※食事条件：朝…朝食、昼…昼食、夜…夕食、機…機内食 
 

研   修   概   要 

トロント郊外の街、ロンドン市にて 11 日間のホームステイ＆現地校交流を行います。午前中は日本人だけの英語クラスを受講し、

午後は現地校の授業やシニアセンターでのボランティア活動、STEM 授業体験、文化交流会での日本文化の紹介などを予定してい

ます。受け身の授業ではなく、積極的な授業への参加が求められるプログラムです。これまで培ってきた英語力をアウトプットし、今回

の研修で英語力をさらに向上できる貴重な体験となります。 

 

オンタリオ州ロンドン市 ホームステイ 

カナダ最大の人口を抱え、カナダ経済の中心を担うトロントから

車で約 2 時間の距離にあるロンドン市は、オンタリオ州西部で最

大の都市です。都市の由来はその名の通り、イギリスのロンドン。

教育機関を多く抱え、医

療や金融など経済活動が

盛んな都市でもあります

が、別名は「フォレストシテ

ィ」と呼ばれ、街中に緑が

溢れた地域でもあります。 

 

今回の研修では基本的に 2 名 1 家庭のホームステイを行いま

す。ホームステイは海外の文化や語学を学習するには最適の方

法です。生活で使う英語を学ぶだけではなく、彼らの習慣や文化

を理解することがコミュニケーション

力向上には欠かせません。言葉

を超えた繋がりをファミリーの一員

として築きましょう。 

現地校交流 ボランティア活動 STEM授業 

現地校での同世代のバディとの交流は学

生時代の今しかできない体験です。スポー

ツや遊びなど何でも自分が得意なことを生

かし、積極的に

コミュニケーション

を図りましょう。 

カナダの介護施設でボランティアを行いま

す。自分の得意なスキルを使い、シニアの

方々と交流を深めましょう。日本の文化を

伝えるだけでは

なく、ぜひカナダ

の歴史や文化

についても話し

てみてください。 

21 世紀型の新しい教育「STEM 教育」

を体験します。理系に特化した授業という

ことではなく、自分で学び、自分で理解し

ていくことを根底に

置いた学習方法で

す。英語を使い、更

なるステップアップを

目指しましょう。 

 

ナイアガラの滝(イメージ) 
観光クルーズ(イメージ) 



《 旅 行 条 件 》 
     2019 年 10 月現在 

1. 旅行期間： 2020 年 3 月 21 日（土）～3 月 31 日（火） 11 日間 
2. 募集人数： 15 名（最少催行 10 名） ※添乗員が福岡空港から全日程を同行します。 
3. 対象学年： 中学 1 年生～高校 3 年生 
4. 旅行代金： ４４０，０００円 ※参加人数により変動いたします。 

 
上記旅行代金に含まれるもの 
① 往復航空運賃（福岡-トロント） 

エコノミークラス利用 東京・経由 
② 日程に明示した専用バス等の料金 
③ ホームステイ費用（原則２名１家庭） 
④ プログラム費用（授業料・教材費・見学先入場料等） 
⑤ 日程に明示した食費 
⑥ 手荷物運搬料金、団体行動中のチップ 
⑦ 広島駅から福岡空港までの往復交通費 
⑧ 添乗員１名同行費用 

上記旅行代金に含まれないもの 
① 燃油特別付加運賃：28,000 円※ 
② 国内外空港施設使用料・諸税・航空保険料 

：8,480 円 ※原油価格、為替レート等により金額が変動します。 
③ 国際観光旅客税：1,000 円 
④ eTA 申請手数料：4,320 円 
⑤ 海外旅行保険 
⑥ 日程表に記載のない食事費用 
⑦ 超過手荷物料金 

 
5. お申込み方法：募集要項に添え付けの「参加申込書」に必要事項をご記入の上、2020 年 1 月 24 日(金)までに 

下記の弊社福岡営業所まで郵送または FAX にてお申込み下さい。 
 
6. お申込み後の流れ：別紙「準備日程表」を参照ください。 
 
7. 旅行代金のお支払：申込書郵送または FAX 後、申込金 3０，０００円（旅行代金の一部に充当）を下記振込 

先へ 1 月 31 日（木）までにご入金ください。申込書と申込金の両方を確認した時点で旅行 
契約成立となります。また、入金確認の電話は出来かねますのでご了承ください。 
残金のお支払は 2 月 21 日（木）となります。別途書面にてご案内いたします。 
 

＜ 振り込み先 ＞ 
口  座：三井住友銀行 ひなぎく支店 (当) 2854040 
口座名： ㈱アサヒトラベルインターナショナル 

※ 振込人氏名は、参加生徒氏名でお願いいたします。 

※ 振込手数料はお客様負担となりますので、ご了承ください。 
※ 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、弊社よりご連絡いたします。 

 
8. 取消料：参加申込後、取り消しをされる場合は下記取消料がかかりますのでご注意ください。 

◼ 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消・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の 20％ 
◼ 旅行開始日の前々日以降の取消・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の 50％ 
◼ 旅行開始後取消、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、手続手数料など、その他の費用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㈱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）並びに旅行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または旅行の中止につ 
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場合はこの 
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 

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 



２０２０年度春期海外研修 トロント・ホームステイ・プログラム 

 

                         準備日程表                  2019/9 

 

項目 内容 対象者・場所 

9月半ば頃 研修の募集開始 校内 

1月 24日（金） 

応募締切り 
募集要項に添え付けの参加申込書を郵送または FAX にて弊社福岡営業所までお
送りください。 
 
【提出先】 〒810-0001  

福岡市中央区天神 3-10-20 KG天神ビル東 405号 
㈱アサヒトラベルインターナショナル 福岡営業所 担当者宛 
FAX：０９２(７５３)７７９２ 

 

生徒 

参加者へ渡航書類 

の郵送 

【配布物】 
① 参加申込書(アサヒトラベル・インタ－ナショナル宛) 
② ホームステイ アプリケーションフォーム（記入例付） 

③ １８歳以下の海外渡航保護者同意書 
④ 医療同意書・健康状況調査書（両面印刷） 
⑤ eTA代行申請書 
⑥ 個人情報の取り扱いについての同意書 
⑦ パスポート取得案内         ※これからパスポ－トを申請する方 
⑧ パスポートコピー提出貼り付け紙  ※提出の際に使用します。 
⑨ 海外旅行保険について(AIU 保険)  
⑩ アサヒトラベルインターナショナルの緊急時・連絡体制のご案内 

 
※パスポートの取得が間に合わない方は取得後すぐに、パスポートのコピーを弊社までご郵

送または FAX にてお送りください。 

 

生徒 

1月 31日（木） 申込金 3万円のお振込みをお願いいたします。 (申込金は研修費用に充当されます) 生徒・保護者 

2月 3日（月） 

必  着 
渡航書類の提出期限  ※上記住所までご郵送ください 生徒 

2月 21日（金） 研修費用残金のお振込みをお願いいたします。（別途請求書をお送り致します） 生徒・保護者 

2月末から 3月中旬 
 

最終説明会 

1. ホームステイオリエンテ－ション 
2. 出発前確認オリエンテ－ション 
【配布物】 
① サクセスホームステイ   ② ハンドブック  ③ 留守宅控え    
④  入国カード・税関申告書    ➄ ネームタグ・ステッカー  
⑥ AIG保険（加入者のみ） 
 
1. ホームステイオリエンテ－ション 
＜説明内容＞ 
・現地生活やホームステイについての説明 
・ホームステイを成功させるための心構え (ケーススタディ－を話し合います)  
 
2. 出発前確認オリエンテ－ション 
＜説明内容＞ 
・最終日程表(旅程)の確認  ・旅行関連書類のお渡し 
 

生徒・保護者 

3月中旬 
ホストファミリー情報発表（手渡し 又は 郵送） 
最終説明会時にホストファミリーが決定された場合は、説明会でお知らせします。 
（決定時期目安：出発の 2 週間前～5日前） 

トロント・ホームステイ・プログラム  実施 2020年 3月 21日(土)～3月 31日(火) 11日間 



1.    研修期間中は、滞在国の法令、機関の規則を遵守するとともに、添乗員の指示に従い行動をしてください。 

   ホームステイ中は家族の一員として行動していただきますので、ホストファミリーに迷惑がかかり、プログラムの 

   継続に支障を来すと添乗員が判断した場合は、研修途中でもご帰国いただく場合がございます。 

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ホームステイ先の手配が不可能な場合があります。 

3.    研修中、貴重品（パスポートやお金、カメラ、携帯電話など）は、ホームステイ先では、スーツケース内に保管し、 

   鍵をかけるなど、自己の責任において管理してください。万が一、研修中に破損や紛失などがあった場合は、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掛かる場合があります。 

4.    添乗員より安全管理や健康管理について適宜注意をしますので、研修中（ホームステイ中も）はご自身の自覚と 

   責任において行動するように心がけてください。 

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、法律を理解することが必要です。 

6.    ホームステイコーディネーターは、皆さんが記入したホームステイ申込書をもとにホストファミリーを決定します。 

   アレルギーをお持ちの方は、必ず正確に記入してください。特にペットのいる家庭が多いので、手配に時間がかか 

   ったり手配が難しいこともあります。また、持病やアレルギーなどの症状で日常生活に支障のある方は、英文診断書 

   などの提出をお願いすることがあります。 

7.    文化や言語が違う人々に気持ちを伝えるのは困難な場合もあるかもしれませんが、ホームステイ先では用意された 

   食事や車での送り迎えの時など小さなことにも、必ず‘’Thank you‘’と感謝の気持ちを伝えましょう。 

   また断る時やお願いするときは、必ず”I’ｍ sorry ”や”Please ”を言うようにしましょう。 

8.    ホームステイは原則、１家庭に日本人は2名の滞在となります。ただし、急な事情により一時的に日本人の生徒1名 

   で滞在していただく場合もございます。また、予告なく他国からの留学生が滞在している場合がございます。 

   予めご了承ください。 

９.  ホストファミリー情報は遅くとも出発の前日までにお知らせいたしますが、受け入れ側のプライバシーの事情から 

   その開示内容には差異がございます。記載の内容にメールアドレス通りにメールを送付しても、相手の受信環境に 

   よっては、送信したメールがエラーで返ってきたりする場合もございますがあまりご心配なさらないでください。 

10.  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、子供 

   がいない、子どもが乳幼児、異性の子どもがいる、他国の留学生がいるなど)、ペットを飼っているなど家庭事情は 

   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。従いまして、 

   これらの条件に希望を出す事はできませんし、決定されたホストファミリーの変更、取り消しはできません。 

11.    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、または天災や経済事 

   情などの理由で、ホストファミリーが変更になることがあります。 

12．異国の家庭での生活は、日本とは違った生活様式なので、戸惑うこともあるかもしれません。お困りの際には 

   添乗員に何でもその場でご相談ください。現地にてすぐに対応いたします。（ご帰国後では対応出来かねます） 

   文化や生活習慣の違いは不都合と思わず、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』に記されています。必ずご一読ください。 

   ご不明な点がございましたら、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 

 

保護者、生徒の皆様へ 

ホームステイプログラムに関する注意事項 



≪ご旅行条件書≫ 
２０２０年度春期海外研修 トロント・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、２０２０年１月２４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、参加申込金を 1 月 31 日（木）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。 

口 座：三井住友銀行 ひなぎく支店 （当座）2854040 
口座名：㈱アサヒトラベルインターナショナル 

 
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。 

 
 
 
 
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) 

 
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 

担当：平川・村里・山口 
 

 

 

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 



２０２０年度春期海外研修 トロント・ホームステイ・プログラム 

 

参加申込書 

 中学・高校     年    組  

ﾌﾘｶﾞﾅ  生 年 月 日 

ローマ字 ※パスポートと同じ綴り 
西暦        年 

   月      日 （     歳） 
氏 名  

性    別 

ﾌﾘｶﾞﾅ  
 

現住所 

（〒      -        ） 

電 話 番 号(ご自宅) 

 

保護者 

緊急連絡先 
氏 名 

 
続 柄 

 携帯番号 

（保護者） 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
 

渡航中の 

緊急連絡先 

（〒    -      ）※現住所と同じ場合は不要 

 

旅 券 

(ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ) 
□ない → 取得予定日      年    月    日ごろ 

□ある → 別紙にてパスポートのコピーをご提出ください（他の配付書類と共に貼付け用紙をお渡しします） 

ホームステイ 

※このプログラムは、2 名 1 家庭での滞在が基本となります。お一人様での滞在をご希望される場合には、お申込み時にご相談ください。別
途費用がかかります。ご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。 

 ペアは誰とでも構わない ※弊社でペアを組ませていただきます。 

 ペア希望者がいる ※必ず事前にお互いの了承を得てご記入ください。 

学校：           学年：       名前：                          

健康状態 
 良好 

 良好とはいえない 又は持病がある → 具体的に（                       ） 

動物・食物等 

アレルギー 

 ない  

 ある⇒ 

※アレルギーがある場合は下記をご記入下さい。 

□猫 □犬 □その他動物（              ）□薬品（                     ） 

□食べ物（                 ）□その他（                            ） 

※多くの家庭でペットを飼っているのが現状です。ご希望に添えない場合もありますので予めご了承下さい。 

英語レベル 
 Beginner（英語入門）                     □ Elementary(英検３級・準 3 級程度) 

 Intermediate(英検２級・準 2 級程度)     □ Advance(英検１級・準 1 級程度) 

 同  意  書  

私（保護者                         ）は次の者（生徒                          ）が、 

この研修に参加するにあたり、別紙「ホームステイプログラムに関する注意事項」をよく読み、了解した上で参加を申し

込みます。またこの申込書に記載された内容に相違ありません。この申込書に記載された個人情報については、旅行

手配に必要な範囲内で旅行会社・運送機関・宿泊機関などに提供されることを了解いたします。 

  年     月     日           保護者氏名                                  印 



 

 

令和元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                
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