
【No.35】 会社名（ 株式会社エイチ・アイ・エス）　　　　 2019年度 

1 国・都市名

2 研修機関名

3 コース名称

4 コース内容・特徴

5 最少催行人数 名

6 研修期間

7 出発～帰国日

9
従事時間のわかる活動証明

書の発行

10 滞在方法

11 食事条件

12 概算費用　 （１）航空賃総額 106,210 円

　　　（航空券本体のみ） 98,000 円

　　　　　 （２）プログラム代 227,790 円

　 （３）その他 8,000 円

　　　合　　計： 342,000 円

13
上記（３）のその他に

含まれる項目

14 トラブル発生時の対応方法

　　(連絡経路など）

15 その他

研修時間数8

ホームステイ　・　　寮　　・その他（　　　　　　　）

平日３食／週末２食

企画料金・成田空港斡旋手数料・海外送金手数料

基本的に週末はお休みですが、シフトの関係より出勤となる曜日もございます。
滞在方法に関しては、ご希望であればホテル滞在のアレンジも可能

（別途料金要、食事条件も朝食のみになります）
空きがあれば施設内の寮に滞在も可能

1

201９年８月２６日(月)　～　９月１３日(金)

201９年８月２５日(日)　～　９月１４日(土)

６時間　/日　　　　　　　

　可　・　不可

６０時間　（合計）　　　　　

フィリピン・セブ島

語学学校：Pacific Tree International Language Academy
NGO：little servants of christ the king orphanage

語学研修＋ＮＧＯインターン

親がいない・親から虐待を受けて一緒に暮らせない子供を
預かっているＮＧＯ団体施設でのインターンシップになりま

す。
仕事内容は、清掃・洗濯・調理・食事提供・学習の手伝い・

日本語教授などがメインになります。
その他子供たちに教えてあげたいなどがあれば実施可能です。

現地セブ島にセブ永住８年のスタッフが常勤しておりサポートさせて頂きます。
グループ研修生の受け入れ・サポートも長年行っておりますので実績もございます。

２４時間の緊急サポートも実施しており、深夜に万が一病気になっても病院への付き添い
も行っています。連絡手段は携帯電話・ＬＩＮＥ等になります。



【No.36】 会社名（ 株式会社エイチ・アイ・エス）　　　　 2019年度 

1 国・都市名

2 研修機関名

3 コース名称

4 コース内容・特徴

5 最少催行人数 名

6 研修期間

7 出発～帰国日

9
従事時間のわかる活動証明

書の発行

10 滞在方法

11 食事条件

12 概算費用　 （１）航空賃総額 106,210 円

　　　（航空券本体のみ） 98,000 円

　　　　　 （２）プログラム代 227,790 円

　 （３）その他 8,000 円

　　　合　　計： 342,000 円

13
上記（３）のその他に

含まれる項目

14 トラブル発生時の対応方法

　　(連絡経路など）

15 その他

　可　・　不可

フィリピン・セブ島

語学学校：Pacific Tree International Language Academy
空港：Cebu Mactan International Airport

語学研修＋空港インターン

空港内でのインターンシップになります。
チェックインカウンターでのアシスタント・搭乗時のアナウン
ス・荷物忘れ物係・入国時サポート・フライトキャンセル時の

対応などがメイン業務となります。

1

201９年８月２６日(月)　～　９月１３日(金)

201９年８月２５日(日)　～　９月１４日(土)

8 研修時間数
６時間　/日　　　　　　　

６０時間　（合計）　　　　　

ホームステイ　・　　寮　　・その他（　ホテル（個室）　）

なし

企画料金・成田空港斡旋手数料・海外送金手数料
現地セブ島にセブ永住８年のスタッフが常勤しておりサポートさせて頂きます。

グループ研修生の受け入れ・サポートも長年行っておりますので実績もございます。
２４時間の緊急サポートも実施しており、深夜に万が一病気になっても病院への付き添い

も行っています。連絡手段は携帯電話・ＬＩＮＥ等になります。

リクルートスーツ等の持参が必須になります。
基本的に週末はお休みですが、シフトの関係より出勤となる曜日もございます。



【No.37】 会社名（ 株式会社エイチ・アイ・エス）　　　　 2019年度 

1 国・都市名

2 研修機関名

3 コース名称

4 コース内容・特徴

5 最少催行人数 名

6 研修期間

7 出発～帰国日

9
従事時間のわかる活動証明

書の発行

10 滞在方法

11 食事条件

12 概算費用　 （１）航空賃総額 106,210 円

　　　（航空券本体のみ） 98,000 円

　　　　　 （２）プログラム代 227,790 円

　 （３）その他 8,000 円

　　　合　　計： 342,000 円

13
上記（３）のその他に

含まれる項目

14 トラブル発生時の対応方法

　　(連絡経路など）

15 その他 基本的に週末はお休みですが、シフトの関係より出勤となる曜日もございます。
滞在方法に関しては、ご希望であればホテル滞在のアレンジも可能

（別途料金要、食事条件も朝食のみなります。）

1

201９年８月２６日(月)　～　９月１３日(金)

201９年８月２５日(日)　～　９月１４日(土)

６時間　/日　　　　　　　

フィリピン・セブ島

語学学校：Pacific Tree International Language Academy
デザイン会社：Clintkamms

語学研修＋デザイン会社インターン

パンフレット・カタログ・チラシ・カレンダー・会社概要・名
刺などのデザインをする会社でのインターンシップになりま

す。
仕事内容は営業・デザインのアシスタントを任されることもご

ざいます。

現地セブ島にセブ永住８年のスタッフが常勤しておりサポートさせて頂きます。
グループ研修生の受け入れ・サポートも長年行っておりますので実績もございます。

２４時間の緊急サポートも実施しており、深夜に万が一病気になっても病院への付き添い
も行っています。連絡手段は携帯電話・ＬＩＮＥ等になります。

企画料金・成田空港斡旋手数料・海外送金手数料

　可　・　不可

６０時間　（合計）　　　　　
研修時間数8

ホームステイ　・　　寮　　・その他（　　　　　　　）

平日３食／週末２食



【No.38】 会社名（ 株式会社エイチ・アイ・エス）　　　　 2019年度 

1 国・都市名

2 研修機関名

3 コース名称

4 コース内容・特徴

5 最少催行人数 名

6 研修期間

7 出発～帰国日

9
従事時間のわかる活動

証明書の発行

10 滞在方法

11 食事条件

12 概算費用　 （１）航空賃総額 120,310 円

　　　（航空券本体のみ） 108,000 円

　　　　　 （２）プログラム代 120,690 円

　 （３）入学金・授業料・テキスト代等 105,000 円

（４）その他 8,000 円

　　　合　　計： 354,000 円

13
上記（３）のその他に

含まれる項目

14トラブル発生時の対応方法

　　(連絡経路など）

15 その他 祝日が8/12(月)に入る可能性があり、その場合は授業がありません。
その際は、現地日本語学校に通うマレーシア人との交流会を予定しております。

また大学主催のシティツアーが１回ありますが、8/10(土)もしくは11(日)に実施予
定となります。

研修時間数8

ホームステイ　・　　寮　　・その他（　）

なし

企画料金・成田空港斡旋手数料・海外送金手数料

マレーシア・クアラルンプール

ベルジャヤ大学

マレーシア・ベルジャヤ大学で学ぶビジネス英語ⅹインターンシップ
（グローバルチャレンジ企画）

＜英語クラス＞
インターンでの業務がスムーズに行えるようにコミュニケーションスキル向
上を重視したＥＳＬ授業を行います。また、席上の授業だけではなく、街に

出て民族・国によって異なる英語や文化に触れて学びます。
＜インターン＞

ホテル・レストラン・オフィスワークの中から本人希望と英語力を参考に、
ベルジャヤ系列のグループ企業でインターンシップに参加します。ホテルの
レセプション・レストランでの接客など、実践形式で英語を使うことで、上

手く話す事だけではなく、伝える意思を持つことの大切さも学びます。

現地滞在中は、緊急連絡先の番号の共有（大学スタッフ）、もしくはＬＩＮＥでグ
ループを組み、いつでも連絡が取れる体制を取ります。
病院に行く場合も大学側のスタッフが同行致します。

5

201９年８月５日(月)　～　８月３０日(金)

２０１９年８月４日(日)　～　９月１日(日)

８時間　/日　　　　　　　

　可　・　不可

８０時間　（合計）　　　　　


