
【No.3】 会社名（　(株)JTB　群馬支店  ）　　　　 2019年度 

1 国・都市名

2
研修機関名

（大学名・語学学校名　等）

3 研修可能語学・コース名称

4 特徴・コース概要

5 レベル

6 １クラス学生数(最大）

7 最少催行人数

8 研修期間

9 出発～帰国日

10 授業時間数

11 修了証明書の発行

12 成績証明証の発行

13 滞在方法

14 食事条件

15 概算費用　 （１）航空賃総額 255,610 円

（２）航空券代 201,000 円

（３）入学金 17,600 円

（４）授業料 130,500 円

（５）テキスト代　　 現地払い 円

（６）プログラム登録料 0 円

　　　　　 （７）寮・ホームステイ代
ホームステイ: 131,700

寮: 119,400
円

　 （８）その他 75,900 円

　　　合　　計：
ホームステイ: 611,310

寮: 599,010
円

16
上記（８）のその他に

含まれる項目

17 トラブル発生時の対応方法

　　(連絡経路など）

18 その他

ホームステイ　・　　寮　　

ホームステイ：1日2食　／　寮：食事なし

弊社提携の現地サポート会社LACT Inc.が24時間日本語電話対応を承ります。
（追加料金不要）LACT Inc.から弊社に対応状況について連絡があります。

※土日、現地祝日は休校です。
※毎週月曜日、1週間から参加可能です。
※早期申込特典として出発日の90日前までのお申し込みで5,000円を割引しま
す。
※寮は2人部屋で算出しています。個室も空き状況により手配可能です。
※航空券代は、3/15現在の料金です。予約時の料金は変わります。
※換算レートは、清算週の月曜日の三菱UFJ銀行TTSレート＋5％のリスクヘッ
ジを適用します。
※このプログラムはESTA登録が必要です。

片道空港送迎費、取扱手続料、海外送金手数料

アメリカ合衆国・サンフランシスコ

Stafford House International, San Francisco

Essential

サンフランシスコ市内中心部の便利なロケーションにある
語学学校です。コミュニケーション能力の向上を目指す授
業に定評があり、オプショナルのアクティビティも充実し
ています。

7レベル

　可　・　不可

　可　・　不可

2019年　8月　19日（月）～2019年　9月　6 日（金）

2019年　8月　18日（日）～2019年　9月　8日（日）

15名

1名

15時間　/週(実務研修も含む）



【No.4】 会社名（　(株)JTB　群馬支店  ）　　　　 2019年度 

1 国・都市名

2
研修機関名

（大学名・語学学校名
等）

3 研修可能語学・コース名称

4 特徴・コース概要

5 レベル

6 １クラス学生数(最大）

7 最少催行人数

8 研修期間

9 出発～帰国日

10 授業時間数

11 修了証明書の発行

12 成績証明証の発行

13 滞在方法

14 食事条件

15 概算費用　 （１）航空賃総額 128,300 円

（２）航空券代 106,500 円

（３）入学金 20,200 円

（４）授業料 65,500 円

（５）テキスト代　　 4,000 円

（６）プログラム登録料 0 円

　　　　　 （７）寮・ホームステイ代
ホームステイ: 90,700

寮: 89,400
円

　 （８）その他 71,600 円

　　　合　　計：
ホームステイ: 380,300

寮: 379,000
円

16
上記（８）のその他に

含まれる項目

17 トラブル発生時の対応方法

　　(連絡経路など）

18 その他

ホームステイ　・　　寮　　・その他（　　　　　　　）

ホームステイ：平日2食・土日3食　／　寮：食事なし

片道空港送迎費、取扱手続料、海外送金手数料

弊社提携の現地サポート会社Australia Information Centre（AIC）が24時間日
本語電話対応を承ります。（追加料金不要）AICから弊社に対応状況について連絡
があります。

※土日、現地祝日は休校です。
※毎週月曜日、1週間から参加可能です。
※早期申込特典として出発日の90日前までのお申し込みで5,000円を割引しま
す。
※寮は2人部屋で算出しています。個室も空き状況により手配可能です。
※成績証兼修了証の発行になります。
※航空券代は、3/15現在の料金です。予約時の料金は変わります。
※換算レートは、清算週の月曜日の三菱UFJ銀行TTSレート＋5％のリスクヘッ
ジを適用します。
※このプログラムはETASが必要です。

　可　・　不可

オーストラリア・ブリスベン

Shafston International College, Brisbane

General English Part-time

試験対策コースなど豊富なプログラムを持つ語学学校で
す。美しいキャンパスと、語学学校では珍しい教室に直結
した学生寮が人気です。多種多様なアクティビティも行わ
れています。

6レベル

18名

1名

2019年　8月　19日（月）～2019年　9月　6日（金）

2019年　8月　17日（土）～2019年　9月　7日（土）

15時間　/週(実務研修も含む）

　可　・　不可



【No.5】 会社名（　(株)JTB　群馬支店  ）　　　　 2019年度 

1 国・都市名

2
研修機関名

（大学名・語学学校名　等）

3 研修可能語学・コース名称

4 特徴・コース概要

5 レベル

6 １クラス学生数(最大）

7 最少催行人数

8 研修期間

9 出発～帰国日

10 授業時間数

11 修了証明書の発行

12 成績証明証の発行

13 滞在方法

14 食事条件

15 概算費用　 （１）航空賃総額 183,380 円

（２）航空券代 126,500 円

（３）入学金 7,850 円

（４）授業料 68,665 円

（５）テキスト代　　 3,410 円

（６）プログラム登録料 0 円

　　　　　
（７）寮・ホームステイ代
　寮スタンダードアパート2人部屋の場合

72,590 円

（８）その他　滞在手配料 10,470 円

（８）その他　空港送迎往復 3,270 円

合　　計： 476,135 円

16 上記（８）のその他に含まれる項目

17 トラブル発生時の対応方法
　　(連絡経路など）

18 その他 ※土日、現地祝日は休校です。
※毎週月曜日、1週間から参加可能です。
※学生寮は2人部屋で算出しています。個室も空き状況により手配可能です。
※航空券代は、3/15現在の料金です。予約時の料金は変わります。
※換算レートは、清算週の月曜日の三菱UFJ銀行TTSレート＋5％のリスクヘッジを適用しま
す。
※8月18日（日）チェックイン、9月7日（土）チェックアウトの場合の料金です。
※スタンダードアパート2人部屋料金の計算となっています。1人部屋やエアコン付きのコン
フォートアパートを希望の場合は料金が異なります。
※現地にてアパートDeposit50ユーロが掛かります。チェックアウト時、鍵の紛失や破損がない
場合は返金されます。
※現地にてマルタ環境税が5€掛かります。

ホームステイ1人部屋又は2人部屋
寮スタンダードアパート1人部屋又は2人部屋
寮コンフォートアパート1人部屋又は2人部屋

寮スタジオアパート1人部屋又は2人部屋

ホームステイの場合は2食付き
寮の場合は食事なし

学校に24時間レセプション有り。また現地に日本人インターンスタッフ在籍。
その他日本オフィスも一緒に問題解決に向けサポートしていきます。

片道空港送迎費、取扱手続料、海外送金手数料

　可

マルタ

シュプラッハカフェ　マルタ校

Standard Course（週20レッスン：15時間）
※1レッスン:45分

希望によって週30レッスンを選択することも可能

マルタ最大規模の老舗語学学校。シュプラッハカフェの第二本部でもある。マルタの歴史を感じ
られるギリシャ調の石造りの美しい元リゾートホテルのキャンパスには、教室、宿泊施設（各種
アパート）、プール、テラス、カフェテリア、レストラン・バー、植物園、24時間レセプショ
ンが完備。セントジュリアンズの中心部から徒歩15分の閑静な住宅街に位置しているので環境
も大変素晴らしい。アパート寮は基本キャンパス併設、ホームステイもほぼ全て徒歩圏内。1ク
ラスの最大人数は10名（平均6-8名）の少人数制で会話力を鍛えあげる。自由で開放的且つイ
ンターナショナルな環境で、費用を抑えてヨーロッパ英語留学をされたい方に大変お勧め！

全5-6レベル
（CEFRhttp://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/30/03/__icsFiles/afieldfile/2019/01/15/1402610_1.pdf

に基づく）

1０名

1名

2019年　8月　19日（月）～2019年　9月　6日（金）

2019年　8月　17日（土）～2019年　9月　8日（日）

15時間　/週(実務研修も含む）

　可



【No.6】 会社名（　(株)JTB　群馬支店  ）　　　　 2019年度 

1 国・都市名

2
研修機関名

（大学名・語学学校名　等）

3 研修可能語学・コース名称

4 特徴・コース概要

5 レベル

6 １クラス学生数(最大）

7 最少催行人数

8 研修期間

9 出発～帰国日

10 授業時間数

11 修了証明書の発行

12 成績証明証の発行

13 滞在方法

14 食事条件

15 概算費用　 （１）航空賃総額 113,350 円

（２）航空券代 90,500 円

（３）入学金 15,000 円

（４）授業料 85,850 円

（５）テキスト代　　 現地払い 円

（６）プログラム登録料 0 円

　　　　　 （７）寮・ホームステイ代 52,700 円

　 （８）その他 60,590 円

　　　合　　計： 327,490 円

16
上記（８）のその他に

含まれる項目

17 トラブル発生時の対応方法

　　(連絡経路など）

18 その他

ホームステイ　・　　寮　　・その他（　　　　　　　）

1日3食

取扱手続料、海外送金手数料

弊社提携のサポート会社JTBグローバルアシスタンス（JGA）が24時間日本語電話対応
を承ります。（追加料金不要）JGAから弊社に対応状況について連絡があります。

※現地祝日は休校です。
※寮は内部寮3人部屋料金で算出しています。
※毎月指定の金曜日（期間中は8/23）にプログレステストがあります。プログレステス
トを受験した場合、成績書にテストの結果が反映されます。任意受験のため、プログレス
テストを受験していない場合は、成績証には最初のプレイスメントテストの結果のみ反映
されます。
＜現地払い費用＞
SSP（就学許可書）代：PhP6,500
電気代：PhP1,350
水道代：PhP600
IDカード代：PhP250
教材費：1冊PhP150～500
管理費：PhP900
送迎費（片道）：PhP800
※帰国時にTermination  Fee PhP850を空港で支払
※航空券代は、3/15現在の料金です。予約時の料金は変わります。

　可　・　不可

フィリピン・セブ

Philinter

General ESL

フィリピンの語学学校の中では比較的国籍バランスが良い、国際
色豊かな学校です。学生一人ひとりに担任がつき、授業、生活、
試験準備など様々な分野でケアする安心の担任制度があります。
授業はマンツーマンとグループクラスの組み合わせで、短期間で
集中的に英語力を強化します。

11レベル

スモールグループレッスン：8名

1名

2019年　8月　19日（月）～2019年　9月　6日（金）

2019年　8月　18日（日）～2019年　9月　7日（土）

22.5時間　/週(実務研修も含む）

　可　・　不可



【No.7】 会社名（株式会社 JTB　群馬支店）　　　　 2019年度 

1 国・都市名

2
研修機関名

(大学名・語学学校名　等)

3 研修可能語学・コース名称

4 特徴・コース概要

5 レベル

6 １クラス学生数(最大） 名

7 最少催行人数 名

8 研修期間

9 出発～帰国日

10 授業時間数 29.5

11 修了証明書の発行

12 成績証明証の発行

13 滞在方法

14 食事条件

15 概算費用　 （１）航空賃総額 147000 円

　　　（航空券本体のみ） 125500 円

（2）入学金 0 円

（3）授業料 137000 円

（4）テキスト代　　 0 円

（5）プログラム登録料 0 円

　　　　　 （6）ホームステイ代 69000 円

　 （7）その他 30000 円

　　　合　　計： 383000 円

16
上記（７）のその他に

含まれる項目

17 トラブル発生時の対応方法

　　(連絡経路など）

18 その他

　可　（プログラム修了証）

　可　（英語研修評価シート）

カナダ　ブリティッシュ・コロンビア州　バンクーバー

JEIC（JTB Educational Institute of Canada）

英語・JEIC ツーリズム・ホスピタリティープログラム

過去7年間で、高崎経済大生が約30名参加した人気のプログラ
ム。JTBのカナダ現地法人JTBインターナショナル・カナダが
運営する教育施設JEICが提供するグローバルキャリアプログラ
ム。ホームステイ＋英語研修＋国際観光ビジネス視察＋オフィス

体験まで組み込まれています。

初級～

17

6　（他大学を含めて）

時間　/週(実務研修も含む）

2019 年 9 月 2 日 (月)　～　9 月 16 日 (月)

2019 年 9 月 2 日 (月)　～　9 月 17 日 (火)

ホームステイ

ホームステイにて3食付

現地手配料金・現地送迎費

研修期間中はJEICのスタッフが常駐しています。（日本語で対応可）　常駐のス
タッフが毎日学生の安全を確認します。時間外の緊急連絡先も初日のオリエン

テーション時にご案内します。JEICのクラスルームが２階、JTBカナダバンクー
バー支店が１階という構造なので絶えず目が行き届きますので安全です。

JEICは、リッチモンド市の認可を受けた教育施設で、JTBインターナショナル・
カナダ社が直接企画・運営・管理し、学生の将来のキャリアデザインをサポート
する各種プログラムを提供しています。就業力を高め将来国際ビジネスで活躍を
目指す学生の皆さんにはピッタリのプログラムです。実務研修は、JTBカナダ各
社にて実施します。JEICは、関東エリアの様々な大学とキャリア教育提携協定を
締結するとともに、埼玉県のグローバル人材育成事業のプログラムとして採用さ
れるなど。各方面から高い評価をいただいています。また説明会には、JEICの日

本駐在スタッフが来校して、直接プログラム内容に関してご説明致します。


