
高校生のための
新学期が始まる前に同級生に差をつけよう！

※発着日時・交通機関は変更になることがありますので予めご了承ください。　

※掲載写真はすべてイメージです。

※3K=ジェットスター航空

1 3/26
（木） 関西国際空港

クラーク空港

各地から関西空港へ
空路、クラーク空港へ
到着後、送迎車で寮へ

12：55
16：20

3K-778 機

夕

発
着

クラーク レベルチェック
オリエンテーション（英語・IT）

【スービック 泊】

10 4/4
（土） クラーク空港

関西国際空港

送迎車にて空港へ
空路、関西国際空港へ
入国手続き
帰宅の途へ

07：00
11：55

3K-777 機発
着

【スービック 泊】

午前
午後

夕

滞在2 3/27
（金）

クラーク 市内観光
IT スクール（4 コマ）
IT 自習（22 時まで） 【スービック 泊】

午前
午後
夜

滞在3 3/28
（土）

クラーク 動物園
IT スクール（4 コマ）
IT 自習（22 時まで） 【スービック 泊】

午前
午後
夜

朝
昼
夕

滞在4 3/29
（日）

クラーク 英語研修（マンツーマン 4 コマ）
IT スクール（4 コマ）
IT 自習（22 時まで） 【スービック 泊】

午前
午後
夜

朝
昼
夕

滞在5 3/30
（月）

クラーク 英語研修（マンツーマン 4 コマ）
IT スクール（4 コマ）
IT 自習（22 時まで） 【スービック 泊】

午前
午後
夜

朝
昼
夕

滞在6 3/31
（火）

クラーク 英語研修（マンツーマン 4 コマ）
IT スクール（4 コマ）
IT 自習（22 時まで） 【スービック 泊】

午前
午後
夜

朝
昼
夕

滞在7 4/1
（水）

クラーク 英語研修（マンツーマン 4 コマ）
IT スクール（4 コマ）
IT 自習（22 時まで） 【スービック 泊】

午前
午後
夜

朝
昼
夕

滞在8 4/2
（木）

クラーク 英語研修（マンツーマン 4 コマ）
IT スクール（4 コマ）
IT 自習（22 時まで） 【スービック 泊】

午前
午後
夜

朝
昼
夕

滞在9 4/3
（金）

【旅行期間】2020年3月26日（木）～2020年4月4日（土）10日間
【旅行代金】

【参加条件】高校生（15歳以上）、ノートパソコンを持参できる方
【募集人員】20 名様 ( 最少催行人員：10 名様 )
【お申し込みについて】裏面「お申し込みの流れ」をご参照ください
【申込締切日】2020 年1月31日 ( 金 )※先着順で受付、定員になり次第締め切ります。
【添乗員】旅行開始日の広島駅から関西空港到着までと、帰国日の関西空港から広島駅まで同行します。
　　　　ご滞在中は現地日本人スタッフがお世話します。
 【利用予定航空会社】ジェットスター航空 ( 関西空港発着 )　【食事条件】朝食 6回　昼食 6回　夕食 9 回（機内食・ブランチ除く）

（お一人様 /学校寮 /3名 1部屋利用）273,000円
燃油サーチャージ（変動制） 現地空港諸税（変動制） 国際観光旅客税国内空港施設使用料

0円 600ペソ（現地払い） 関西 3,100円 1,000円

旅行代金に含まれないもの（2019年11月1日現在）※下記が別途必要となります

日次 月日曜 発着／滞在地 交通機関 摘要 食事現地時間

現地研修
施設 KEYSTONE

(KEYSTONE Institute of IT Training（IoT）)

KEYSTONE Institute of IT Training（IoT）は実務型グローバルIT
人材を養成するIT専門教育機関です。

■プロフェッショナルチーム
ITの専門家によって作成されたカリキュラムと技術特化の専門講師陣

■小グループ ITクラス
IT学習に最適化された小グループでITクラス進行

■ITを英語で学習
すべての講義は、基本的に英語で行われます。

■専門技術セミナー
IT技術の更新セミナーのプログレス

■安全で快適な立地
フィリピンで最も安全でクリーンな環境（スービック経済自由特区）

■各国ごとにマネージャー滞在
学生の出身国ごとに各国のマネージャーが学生をサポート

フィリピン
英語
研修 

IT
トレーニング +

・授業の紹介
・インターネット技術の紹介
・ウェブとは何か？
・HTML とは？
・タグ（Tag）とは？
・コーディングはどこにすればいいか？
　（実習の方法とツール）

・議論
・チーム配置
・実習および開発ツールのデモ

・授業の紹介
・インターネット技術の紹介
・ウェブとは何か？
・HTML とは？
・タグ（Tag）とは？
・コーディングはどこにすればいいか？
　（実習の方法とツール）

・議論
・チーム配置
・実習および開発ツールのデモ

・最初のウェブサイト
・基本的な HTML 文法（タグのクリーアップ）
・タグの重複リスト・文書の構造
・DTD、HEAD、BODY、HTML、FORM

・WEB サイトの作成
・議論
・HTML デモ実習

・最初のウェブサイト
・基本的な HTML 文法（タグのクリーアップ）
・タグの重複リスト・文書の構造
・DTD、HEAD、BODY、HTML、FORM

・WEB サイトの作成
・議論
・HTML デモ実習

・HTML にスタイルを適用する方法
・CSS の基礎
・セレクタデフォルトのプロパティまとめ
・テキストを飾る練習、リンク、画像、サイズ設定

・議論
・CSS のデモ
・実習

・HTML にスタイルを適用する方法
・CSS の基礎
・セレクタデフォルトのプロパティまとめ
・テキストを飾る練習、リンク、画像、サイズ設定

・議論
・CSS のデモ
・実習

・グループプロジェクト

1 日目

2 日目

3 日目

4 日目

5 日目

・HTML にスタイルを適用する方法
・CSS の基礎
・セレクタデフォルトのプロパティまとめ
・テキストを飾る練習、リンク、画像、サイズ設定

・議論
・CSS のデモ
・実習

6 日目

7 日目

9 日目 ・作品発表

・グループプロジェクト8 日目 ・作品発表

授業内容（IT）

説明会に参加をご希望の方は、裏面の「説明会参加申込用紙」をFAXにて送信ください。

説明会
の

お知らせ

12/14
（土）

10：00～13：00広島会場
近畿日本ツーリスト中国四国 会議室
所在地：広島市中区立町 1-24  有信ビル 7 階

18：30～21：00福山会場
福山市ものづくり交流館 セミナールームB
所在地：福山市西町 1-1-1 エフピコ RiM7 階

1/13
（月）

09：30～12：30広島会場
近畿日本ツーリスト中国四国 会議室
所在地：広島市中区立町 1-24  有信ビル 7 階

15：30～18：00福山会場
福山市ものづくり交流館 セミナールームB
所在地：福山市西町 1-1-1 エフピコ RiM7 階

ブランチ

夕

ブランチ



■募集型企画旅行契約／この旅行は、株式会社近畿日本ツーリスト中国
四国が企画・募集し実施する企画旅行であり、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）を締結すること
になります。ここに記載のない事項については別途の当社「募集型企
画旅行条件書（海外旅行）」、出発前にお渡しする最終日程表と称する
確定書面及び旅行業約款（募集型企画旅行契約）によります。

■契約の成立／旅行契約は、当社が契約の締結を承認し、申込金を受領
したときに成立するものとします。電話等による予約の場合は3日以
内に申込書と申込金を提出していただきます。

■申込金・ご旅行代金／当社所定の旅行申込書に所定事項を記入の上、
申込金を添えて取扱営業所に提出してください。申込金の金額は、原
則として旅行代金の20％相当額以内となります。旅行代金の支払いは
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日以降
の当社の定める日までに、取扱営業所でお支払いいただくか当社指定
の口座にお振込みください。

■取消料／旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合
は旅行代金に対して、次の料率の取消料をいただきます。

■行代金に含まれているもの
①航空運賃：日程表に記載された往復エコノミークラス航空運賃
②宿泊料金：明示した宿泊料金
③食事料金：明示した食事※機内食は除く
④観光料金：明示した各地での観光料金、ガイド料金、乗り物料金
⑤手荷物料金：（利用航空会社の規定による）
⑥空港・学校間の送迎料金
⑦団体行動中のチップ・税金等の費用
⑧現地研修費用・教材費　⑨添乗員同行経費

■旅行代金に含まれていないものの一部
①超過手荷物料金（規定の重量、容量、個数を超える分について）
②クリーニング代、電報電話代、ホテルのボーイ・メイドなど対する
チップ、その他追加飲食など個人的性質の諸費用
③傷害・疾病に関する医療費
④渡航手続諸費用（旅券印紙代、渡航手続取扱料金） 
⑤日本国内における自宅から発着地までの交通費・宿泊費
⑥燃油サーチャージ(0円　11/1現在)

⑦現地空港諸税（600ペソ　※現地払い　11/1現在）
⑧国際観光旅客税（1,000円）

※これらを含む旅行代金全額をお支払い後に燃油サーチャージ、現地空
港諸税が変更された場合は、増額になったときは不足分を追加徴収
し、減額になったときはその分を返金致します。

■最少催行人員／明記の最少催行人員に達しないときは、旅行の催行を
中止することがあります。この場合には旅行開始日の前日から起算し
てさかのぼって23日目にあたる日より前（ピーク時の場合は33日目に
あたる日より前）に、旅行を中止する旨旅行者に通知いたします。

※ピーク時とは12/20～1/7、4/27～5/6、7/20～8/31をいいます。
■免責事項／当社に故意又は過失がない場合でお客様が次に例示する

ような事項により損害を被られたときは、損害の責任を負うものでは
ありません。イ. 天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生ずる旅行
日程の変更もしくは旅行の中止　ロ. 運送・宿泊機関の事故もしくは
火災、又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは中止　ハ. 
官公署の命令、又は伝染病による隔離　ニ. 自由行動中の事故　ホ. 食
中毒　へ. 盗難　ト. 運送機関の遅延、不通、又はこれらによって生ず
る旅行日程の変更もしくは目的滞在時間の短縮

■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い合わせ下さい。)

①旅券(パスポート)：この旅行には、残存有効期間が6ヶ月+滞在日数以
上残っている旅券が必要です。

②査証（ビザ）：この旅行には査証は不要です。
　現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証の

取得はお客様の責任で行ってください。これら手続き等の代行につい
ては、販売店が渡航手続料金をいただいてお受けいたします。

■渡航手続取扱料金
①出入国記録書類の作成を行ったとき（１カ国につき）／4,400円
②旅券申請書類の作成を代行するとき（印紙代は含みません）／4,400円
※当該料金は合算して申し受けます
※お客様がご自身で上記書類などを作成するときは、上記取扱料金は不要です。
■旅行代金の変更／利用する運送機関の適用運賃・料金が基準日以降に

著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超え
て改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがありま
す。その場合は、旅行開始日の前日から起算して15日目にあたる日よ
り前にお客様にその旨を通知いたします。

■特別補償／お客様が旅行中、生命、身体又は荷物の上に被られた一定
の損害については、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金又は損害
補償金をお支払いいたします。

■旅行内容の変更／天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関などの旅行
サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運行

サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合におい
て、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内
容を変更する場合があります。

■渡航先（国または地域）の危険情報について　渡航先（国または地域）
によっては、外務省より危険情報など安全の関係の海外渡航関連情報
が出されている場合があります。海外渡航関連情報は外務省安全相談
センターなどでもご確認いただけます。

■渡航先（国または地域）の衛生状況について
厚生労働省ホームページでご確認ください。

■海外旅行保険への加入について
より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故、盗難
にそなえて海外旅行保険に必ずご加入されることをおすすめします。

■その他／ここに記載のない事項については別途の当社「募集型企画旅
行条件書（海外旅行）」及び旅行業約款（募集型企画旅行契約）によりま
す。※この旅行取引条件説明書面の基準日は2019年11月1日です。旅
行代金は、2019年11月1日現在有効なものとして公示されている航空
運賃・適用規則を基準として算出しています。

■時間帯の目安（移動の発着時間）

■個人情報の取扱について
①（株）近畿日本ツーリスト中国四国（以下｢当社｣）およびご旅行をお申込み

いただいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込みの際にご提出い
ただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送･宿泊機関等（海外
の機関等を含む）の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契
約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内に
おいて当該機関等に提供いたします。また、旅行先でのお客さまのお買物
等の便宜のため、お客さまのお名前、パスポート番号および搭乗される航
空便等に係る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に提供いた
します。お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客
さまに同意いただくものとします。

②当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など
販売促進活動、お客さまへのご連絡や対応のために、当社グループ企業お
よび販売店と共同利用させていただきます。当社グループ企業および販
売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。　住所、氏名、電話番
号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス、旅券番号

③上記の他、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店
頭またはホームページでご確認下さい。 

旅行開始日の前日から起算して 旅行開始後
又は

無連絡不参加

旅行開始日の
前々日以降～
旅行開始日当日

20％

30日前～3日前

10％

40日前～31日前
ピーク時のみ

50％ 100％

※ピーク時とは 12/20 ～ 1/7、4/27 ～ 5/6、7/20 ～ 8/31 をいいます。

※休業日と営業時間外の取消変更のお申出には対応ができませんので、翌営業日の受付となります。

観光庁長官登録旅行業第1926号

一般社団法人日本旅行業協会正会員 旅行業公正取引協議会
旅行業公正取引協議会会員

（株）近畿日本ツーリスト中国四国
中国四国国際交流センター

●旅行企画・実施/お申込み・お問合せ

●営業時間／09：00～17：45　●休日／土・日・祝日
〒730-0032　広島市中区立町1-24　有信ビル 7Ｆ　【担当】 常松

Tel.082-225-7801　Fax.082-223-2215

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を扱う営業所での取
引に関する責任者です。この旅行契約に関して担当者からの説明
にご不明な点があれば、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にお
たずね下さい。

株式会社近畿日本ツーリスト中国四国　中国四国国際交流センター　宛
FAX.082-223-2215

お名前 男・女

性別 年齢 学校名（学年）

歳 学校（　  年）

ふりがな

〒 電話番号　（　　　　　）　　　 －

携帯番号　（　　　　　）　　　 －

年　 　 月　 　 日

ご住所

ご希望の会場 ・ 日時に

○を付けてください。 【12/14（土）】　広島会場  ・  福山会場 【1/13（月）】　広島会場  ・  福山会場

フィリピン 英語研修+ITトレーニング説明会　参加申込用紙

旅行条件（抜粋） ※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので、事前にご確認の上、お申し込みください。

航空機や学校の受入状況によっては、締切日以前に締め切る場合もございますので、
お早目のお申し込みをお勧めします。申し込みは先着順で受け付けますが、募集人員を
超える場合は抽選となりますので、ご了承ください。

KEYSTONE校はスービック経済自由特区（SBFZ）に位置しています。
スービック経済自由特区（SBFZ）は外交通商部で指定された 4 つのステップの
旅行警報制度で最高の評価を受けた安全な地域であり、部外者の出入りを厳しく
制御するため、フィリピンで治安が最も安全な場所です。

お勧めポイント！
● スービック経済自由特区に位置し、フィリピンで治安が最も
 　安全な場所です。
● スービックは最高のリゾート地としても脚光を浴びています。
● 生徒一人一人の学習目標、レベル、受講期間に基づいて学習
 　スケジュールとコースを選択！
● English Only Policy(EOP) を徹底的に管理しています。
● すべての施設は超近代的な新築で学生が生活する不便さが
　 ないように設計及び施工し、快適な生活が送れます。

お申し込みの流れコースの特徴

1

2

3

KNT中国四国海 159619110001

総合旅行業務取扱管理者：洲﨑  浩

近畿日本ツ―リストへ説明会参加予約
参加できない方は書類を郵送いたします

説明会へ参加
行程の詳細、ご出発までのスケジュールなどをご案内
質問や不安なことはここで解消しましょう！

参加者は申込必要書類を近畿日本ツーリストへ提出
・旅行申込書
・お申込金（30,000円のお振込み／旅行代金に充当）



令和元年度短期留学プログラム参加希望書 

 

下記のとおり，令和元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 

(株)近畿日本ツーリスト 

高校生のためのフィリピン 英語研修＋ITトレーニング 

2020年３月 26日（木）～2020年４月４日（土）【10日間】 

※取得した個人情報は，本事業の目的以外に利用しません。 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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                

20 × 20 
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