インター⽣
だからこそ
現地校体験！

現地で
⼦育て中ママ
の厳選企画！

⽇本⼈医師
現地24時間
サポート！

2019年春休み 現地校に通うオーストラリア留学参加者募集！
⼩学⽣English Camp

２歳からの親⼦留学

参加資格／募集⼈数

参加資格／募集⼈数

現⼩学３年⽣から６年⽣
16名（最少催⾏10名）

２歳（出発時）から⼩学４年⽣の親⼦
8組16名（最少催⾏6組12名）

内容

内容

オーストラリアの現地校に１週間通学
２⼈１組で現地の家庭にホームステイ

オーストラリアの現地幼稚園または⼩学校に１週間通学
親⼦でホームステイまたはコンドミニアム滞在

⽇程／出発地

⽇程／出発地

2019年3⽉24⽇―4⽉1⽇ 8泊9⽇
名古屋発着 ※中部国際空港から引率あり

2019年3⽉24⽇―4⽉1⽇ 8泊9⽇（延⻑可）
名古屋発着 ※ただし現地到着までは引率なし

参加費（１名）

参加費（親⼦２名分）

￥420,000-（税抜）
成⽥―ゴールドコースト間の往復航空券込

￥596,000（税抜）〜
成⽥―ゴールドコースト間の往復航空券２名分込

プログラムの特徴

プログラムの特徴

・現地校に通学して達成感を！ネイティブのお友達も作ろう！
・ホームステイでオーストラリアの暮らしを体験
・遠⾜など通学以外のアクティビティも充実！
・現地⽇本⼈医師、⽇本⼈スタッフが緊急時24時間対応で安⼼
・時差１時間、年間300⽇以上晴天のリゾート地に滞在！

・お⼦さまだけでなく、お⺟さまも語学学校に通学可能！
・ホームステイまたはコンドミニアムが選択できる
・⻑期留学の下⾒ツアー、各種ご相談に対応
・現地⽇本⼈医師、⽇本⼈スタッフが緊急時24時間対応で安⼼
・時差１時間、年間300⽇以上晴天のリゾート地に滞在！

詳しくは、裏⾯をご覧ください。お問合せは

✉officl@takloff-int.com まで。

英語を学ぶだけじゃない。インターナショナルスクール⽣の強さを海外で体感する特別プログラム！【TAKEOFF

航空券⼿配：JTB岐⾩⽀店
協⼒：東海インターナショナルスクール協会
企画運営：TAKEOFF Gold Coast

10⽉中旬
各校にて
説明会開催！

Gold Coast】
HP: takloff-int.com
Addrlss: 28 Edln Circuit Rlldy Crllk, QLD
ABN: 61 943 751 831, ASIC ビジネス登録事業者
QEAC 豪政府公認留学エージェント

2019 年春休み

現地校に通うオーストラリア留学募集要項

【小学生 English Camp】

【親子留学】

参加資格

現小学３年生から６年生

お子さま２歳（出発時）から小学４年生

募集人数

16 名（最低催行 10 名）

８組 16 名（最低催行６組 12 名）

日程

2019 年 3 月 24 日―4 月 1 日（8 泊 9 日）

2019 年 3 月 24 日―4 月 1 日（8 泊 9 日）＊延長可能

滞在

２名１組でホームステイ

親子２名でホームステイまたはコンドミニアム

発着地

名古屋

名古屋

＊セントレアから引率あり

＊現地まで引率なし

行き：セントレア集合（JAL で成田へ）

行き：セントレア集合（JAL で成田へ）

帰り：名古屋駅解散（成田から鉄道、新幹線利用）

帰り：名古屋駅解散（成田から鉄道、新幹線利用）

航空券手配

JTB 岐阜支店

JTB 岐阜支店

参加費

お子さま１名

￥420,000－（税抜）

親子２名さま

￥596,000（税抜）から

費用 に含 まれ る

◇海外往復航空券（成田―ゴールドコースト間）◇現地空港往復送

◇海外往復航空券２名分（成田―ゴールドコースト往復）◇現地空

もの

迎（現地空港⇔滞在先）◇到着日（２５日）の学校用モーニングテ

港往復送迎（現地空港⇔滞在先）◇到着日（２５日）の学校用モー

ィ―、ランチ◇現地校関連費◇ホームステイ関連費（３食／学校送

ニングティ―、ランチ（お子さま分のみ）◇現地校関連費◇ホーム

迎付）◇行程中の遠足費、行程に関わる現地移動費等◇持病、常備

ステイ（３食／学校送迎付）関連費＊コンドミニアムを選択の場合

薬等に関する事前医療カウンセリング◇渡豪前、帰国後のお子さま

は追加料金（キッチン、洗濯機付、食事・送迎なし）◇行程中の遠

の留学に関連するご相談◇滞在中 24 時間緊急対応（一部有料※3 参

足費、行程に関わる現地移動費等◇持病、常備薬等に関する事前医

照）◇SNS 写真配信サービス

療カウンセリング◇渡豪前、帰国後のお子さまの留学に関連するご
相談◇滞在中 24 時間緊急対応料（一部有料※3 参照）

費用に含まれな

◇名古屋―成田間の国内移動費（手配は行います。ただし、名古屋

◇名古屋―成田間の国内移動費（手配は行います。ただし、名古屋

いもの

から成田までの国内線チケットは出発日の３か月前に発券開始の

から成田までの国内線チケットは出発日の３か月前に発券開始のた

ため、手配完了後に追ってご案内となります。復路は成田から名古

め、手配完了後に追ってご案内となります。復路は成田から名古屋

通学先（予定）

屋まで鉄道、新幹線移動）◇観光ビザ（EATS）取得料◇海外旅行者

まで鉄道、新幹線移動）◇観光ビザ（EATS）取得料◇海外旅行者保

保険（加入義務）料◇提供される食事以外の飲食費、個人的なお小

険（加入義務）料◇（ホームステイの場合）提供される食事以外の

遣い等

飲食費、個人的なお小遣い等

Saint Stephen’s College

または

Gold Coast Christian College

Saint Stephen’s College

または

Gold Coast Christian College

（年長

以上小学生）、５歳以下の場合は現地チャイルドケア
旅行形態

手配型旅行

手配型旅行

※１）渡豪前に ETAS（観光ビザ）の取得が必要です。代行手配は別途１人 2,000 円＋ビザ申請料（20AU ドル）でお受けいたします。
※２）手配型旅行につき、申込者には海外旅行者保険の加入を義務付けています。弊社でもご紹介可能です。（損保ジャパン参考価格：１週間 11,500 円）
※３）電話による 24 時間緊急対応は料金に含まれていますが、実働（病院への付き添いなど）が発生した場合は、別途実費を該当者にご請求させて頂きます。
※４）別途お申し込みの場合、現地通貨をお得なレートで両替し、現地到着時に参加者にお渡しすることができます（サービス料無料）。

【予定スケジュール】
２４日

日

【お申し込みについて】

午後

セントレア集合

機内泊

成田発
２５日

月

ゴールドコースト空港到着
午前

現地校へ

夕方

ホストファミリーと対面

２６日

火

２７日

水

現地校通学！

２８日

木

夕方はホストファミリーと

２９日

金

ビーチや公園へ！

３０日

土

終日

遠足（カランビン動物園

３１日

日

終日

ホストファミリーと過ごす

４月１日

月

午前

ゴールドコースト発
頃

名古屋駅到着

※より詳しいスケジュールは参加者説明会で配布します

ホームステイ

1.申込期限
2018 年 11 月 30 日（金）＊11 月 10 日までにお申し込み
の場合参加費から 5,000 円（税抜）を割り引きます。
2.お手続き
申込用紙の提出（各校）と申込金 1 名あたり 5 万円の入

ホームステイ

金によりお申し込み手続き完了。＊申込金は参加費の一
部に割り当てられます。
3.参加者説明会

予定）

ホームステイ

2019 年 1 月下旬から 2 月上旬頃開催

ホームステイ

4.残金のお支払い期限
1 月 24 日（木）
5.キャンセル規定
説明会で配布する留学プログラム約款に記載の通り。
＊各種お問い合わせは office@takeoff-int.com まで＊

