
人気のグリーン島日帰りツアー
＆フェアウェル BBQ付き！
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燃油サーチャージは旅行代金に含まれます。契約成立後、燃油サーチャージが増減されても旅行代金の精算は行いません。
なお、著しい経済情勢の変化により、通常想定される程度を大幅に超えて増減額される場合は、標準旅行業約款募集型企画旅行の部第 14条により旅行代金の額を増減する場合があります。
燃油サーチャージは旅行代金に含まれます。契約成立後、燃油サーチャージが増減されても旅行代金の精算は行いません。
なお、著しい経済情勢の変化により、通常想定される程度を大幅に超えて増減額される場合は、標準旅行業約款募集型企画旅行の部第 14条により旅行代金の額を増減する場合があります。

研修先はケアンズの中心地から 5分
のところにある語学学校＆専門学校
「Cairns College of English & Business」
日本人スタッフ常駐なので安心して
ご参加ください。

ゆったりとした自然豊かな
優しい街。ショップやカフェ、
スーパーマーケットなどが
あり生活しやすい環境です。
はじめての海外渡航先として
もオススメです◎
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ケアンズって、どんなところ？

大阪
発着 別途、海外諸税 11,200 円、関西国際空港施設使用料 3,100 円、国際観光旅客税 1,000 円

が必要です（2023 年 2月 14 日現在の目安額）
別途、海外諸税 11,200 円、関西国際空港施設使用料 3,100 円、国際観光旅客税 1,000 円
が必要です（2023 年 2月 14 日現在の目安額）

研修先………Cairns College of English & Business
運営機関……Cairns College of English & Business
対象………中学 2年生～高校 3年生（13 ～ 17 歳）
   　  ※年齢はツアー出発時
最少催行人数……………………………………10名
引率者…… 留学ジャーナルスタッフまたは添乗員

【締切】2023 年 6月 3 日（土）
※定員になり次第締め切りとなります。

コアラと
記念撮影！

開催概要

※多くのご家庭がペットを飼っています。動物アレルギーがある場合は優先して
　ペットのいないご家庭をアレンジしますが、アレルギー以外の場合は、リクエスト
　ベースとなります。
※原則、1家庭に 2名の滞在ですが、参加人数の状況により 1名～ 3名の滞在となり、
　部屋は相部屋もしくは個室です。
※同ツアーの参加者と一緒の滞在を希望される場合、リクエストベースとなります。
※同じ家庭に、他の国からの留学生や同ツアー以外の日本人留学生が滞在する場合があります。
※食べ物に関するアレルギーや制限、または、食べられないものが複数ある場合にはお早目に
　ご相談ください。場合によっては学校と協議が必要となります。

滞在 : ホームステイ 通学：ホストファミリーによる
　　　送迎（往復）　　　　　　　
※複数の生徒が乗り合わせての通学となる場合も
　あります。

日本に最も近いといわれるオーストラリアの観光都市！
最大の魅力はどこまでも続く美しい海岸線と大自然。
グレートバリアリーフとクイーンズランドの湿潤熱帯地域
という 2つの世界自然遺産への玄関口として知られています。

気温（8月）最高：26℃　最低：17℃

日 火20232023 8/138/13  8/228/22
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関西国際空港出発時から帰国時まで、留学
ジャーナルの引率スタッフまたは添乗員が
皆さんをサポートします。

到着日は平日のため貴重な時間を無駄に
しないために、早速英語レッスンスタート！
一つでも多くの英語フレーズを習得しましょう。

ケアンズの市内に出かけてスカベンジャー
ハントというゲームをしながら英語を使っ
て市内散策をします。

ケアンズの街の中心に
あるラスティーズ
マーケットは、地元
の新鮮な野菜や果物
が手に入るケアンズ
の台所的存在のマーケット。
土産物店も軒を連ね、見ているだけでも
楽しめるマーケットです。

お待ちかねのホストファミリー
とのご対面です。
明るく笑顔であいさつ
しましょう！

大自然が約 6000 年かけて創りあげたグレー
トバリアリーフで、唯一サンゴが堆積して
できた島です。島には 126 種類もの植物、
色鮮やか鳥たちが生息しています。

現地の学校を訪問し、現地学生と交流
したり、授業を見学したり、現地校の
雰囲気に触れてみましょう。

世界遺産の熱帯雨林の中にあるキュランダ村。
スカイレールと
高原列車の両方
が楽しめる人気
のツアーです。
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月日

8/13
（日）

8/14
（月）

8/15
（火）

8/16
（水）

8/17
（木）

8/18
（金）

8/19
（土）

8/20
（日）

夜：関西国際空港から空路、ケアンズへ① 
機内

早朝：ケアンズ着　専用車で研修先へ移動
午前：オリエンテーション終了後、英語レッスン②
午後：英語レッスン
　　　終了後 17時までフリータイム
　　　17時以降ホストと対面し各家庭移動③

ホームステイ

ホームステイ

ホームステイ

ホームステイ

ホームステイ

ホームステイ

ホームステイ

午前：各ホストファミリー宅から研修先へ移動
　　　研修先に到着後、専用車でケアンズ国際空港へ移動
午後：空路、関西国際空港へ　
　夜：関西国際空港到着後、解散

午前：英語レッスン
午後：スカベンジャーハント④

午前：英語レッスン
午後：ケアンズ ZOOMワイルドライフドームで
　　　コアラ抱っこ

終日：現地校訪問⑤
　　　終了次第 17時までフリータイム

午前：英語レッスン
午後：ラスティーズマーケット訪問⑥

終日：グリーンアイランド観光⑦
　　　グラスボートに乗って観光します。
　　　世界自然遺産のグレートバリアリーフに浮かぶ
　　　サンゴが堆積してできた島は、人気ナンバー
　　　ワンスポット！

終日：キュランダ観光⑧
　　　人気のキュランダ鉄道とスカイレールで
　　　世界遺産を満喫！　

8/21
（月）

午前：英語レッスン
午後：エスプラネードでフェアウェル BBQパーティー

ホームステイ

10 8/22
（火）

利用予定航空会社：ジェットスター航空
　　　　　　　　　（受託手荷物 20㎏、コンフォートパック、機内エンターテイメントが含まれます）　

食事マークの説明：朝食　　　昼食　　　夕食　　　機内食　

時間帯の目安：早朝 4：00 ～ 7：00　午前 7：00 ～ 12：00　午後 12：00 ～ 18：00　夜 18：00 ～ 23：00
　　　　　　　深夜 23：00 ～ 4：00

※感染症の状況や天候の変化等により、現地学校スタッフの判断で、上記日程が入れ替わったり、内容・条件が
　変更になったりすることがあります。
※ホストが学校への往復送迎ができない場合には、代わりの人が行う場合があります。
※日本帰国時のコロナ検査費用及び検査場までの交通費は、別途必要となります（ワクチン 3回未接種の場合）。
※オーストラリア観光ビザ ETA は、お客様ご自身での手配となります（実費 AU$20）。
※英語レッスンは、ツアー参加者と一緒に受講します。　　　　　　
※コロナワクチン未接種のお客様のご参加につきましては、お問い合わせください。
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ツアー内容

旅行企画
実施

プログラムのお問い合わせはこちら

0120-890-987
www.ryugaku.co.jp

観光庁長官登録旅行業第 1695 号
〒160-0016 東京都新宿区信濃町 34　JR 信濃町ビル 6階
TEL.03-5312-4421
総合旅行業務取扱管理者　白田祐子



留学ジャーナル各カウンセリングセンターで、コース説明
を兼ねた無料カウンセリングを行っています。
遠方にお住まいの方、お時間のない方にはメールや電話、
オンラインでのカウンセリングも行います。

www.ryugaku.co.jp

申し込みご希望の場合、フリーコール（0120-890-987）ま
たはお近くの留学ジャーナルにご連絡ください。取引条件
の説明を行い、あわせて説明書面をお渡しします。

ご出発1週間前頃に、出発前のオリエンテーション
（出発前の最終ガイダンス）を行います。
当日、ご参加いただけない場合は、書類をお送りします。

ご出発当日は、引率スタッフまたは添乗員が空港で皆
さんをお出迎えします。

申込書にご記入後、申し込み金50,000円（旅行代金の一部
に充当されます）を添えて、留学ジャーナル各カウンセリ
ングセンターにご提出またはメール、FAXで申込書をお送
りください。契約締結後、ツアー催行決定となり次第、引

受確認書をお送りします。
※旅行代金の残金に関する請求書は、旅行開始日の34日前頃にお送りします。

口座名

みずほ銀行新宿新都心支店

(株)留学ジャーナル普通 1562726

振り込み先

お申し込みからご出発まで

当募集案内記載のツアーは、株式会社留学ジャーナル 〈東京都新宿区信濃町34 JR
信濃町ビル6F 観光庁長官登録旅行業第1695号（以下「当社」といいます。）〉が
企画・募集し実施する企画旅行で、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。旅行条件は、
本募集案内及び別途お渡しする当社旅行取引条件書と最終日程表（出発の1週間前頃
に行うオリエンテーションにて確定書面として交付）ならびに当社の旅行業約款
（募集型企画旅行契約の部）等によります。詳しい旅行取引条件書（全文）を記載
した書面を別途お渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。
●参加条件
心身ともに健康で法令、公序良俗、旅行先国での規則及び秩序等が守れる方。研修
の目的を理解し、英語でコミュニケーションをとる意欲が十分ある方。親権者（保
護者）の方の十分な理解と同意を得ている方。
●引率者
留学ジャーナルのスタッフまたは添乗員が旅行開始日の国際線日本出発空港から終
了日の同到着空港まで同行します。なお、引率者または添乗員の業務は原則として8
時から20時までとします。
●申し込み契約の成立
当社が契約の締結を承諾し、参加申込書と申込金を受領した時点で旅行契約が成立
します。
●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した国際線航空運賃（全行程エコノミークラス）、研修地で行われ
る日程表記載の授業料及びアクティビティ代、テキスト代、滞在費用、日程表記載
の食事代、到着時と帰国時における空港ならびに滞在先から研修地までの往復送迎
費（公共交通機関を利用する場合は、別途、実費がかかる場合があります。）、引
率者または添乗員同行費用
●旅行代金に含まれないもの
海外旅行傷害保険料、傷害・疾病に関する医療費等、超過手荷物料金、日本の国際
線発着空港とご自宅間の日本国内移動費や宿泊費等、個人的費用（おこづかい、ク
リーニング、電話、電報、郵便、外食代等）、渡航手続費用（パスポート印紙代
等）、各国空港税、国内の空港施設使用料、航空保険料、旅客保安サービス料、国
際観光旅客税、ニュージーランド環境保護観光税、アメリカ・カナダ・ニュージー
ランド電子渡航認証代理申請料（オーストラリア・韓国は本人手配）及び申請料実
費等
●燃油サーチャージ
燃油サーチャージは、燃油原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及
び一定の条件下に限り各航空会社が認可を受けて、あらゆる旅行者に一律に課せら
れる付加運賃で各航空会社、利用区間により金額が異なります。「含む」と記載さ
れている場合は、旅行契約成立後に増額または減額・廃止された場合も追加徴収及
び返金はいたしません。「含まない」と記載されている場合は、目安額を記載して
おりますので、今後燃油が変動した場合、確定額は残金請求にて、旅行代金とは別
にお支払いいただきます。
●取消料
申し込み後、お客様の都合で旅行を取り消される場合は、旅行代金に対してお一人
につき、以下の取消料がかかります。
（1）旅行開始日が特定日（ピーク時）の旅行である場合であって、旅行開始日

前日から起算して遡って40日目に当たる日以降に解除するとき（（2）（3）
（4）除く）…旅行代金の10％

（2）旅行開始日の前日から起算して遡って30日目に当たる日以降に解除する場合
（（3）（4）除く）…旅行代金の20％

（3）旅行開始日の前々日から旅行開始日当日（旅行開始前）まで…旅行代金の50％
（4）旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合…旅行代金の100％

●当社の責任及び免責事項
当社は、旅行契約の履行にあたって、当社また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ときは、お客様が被られた損害を賠償しますが、損害発
生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。また、
手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通
知があった場合に限り、1名につき15万円を限度（当社の故意、過失は除く）に賠償
します。ただし、次のような事由により、お客様が被害及び損害を被られたときは
責任を負いかねます。○天災地変、戦乱、暴動、テロ行為、感染症、またはこれら
のために生じる旅行日程の変更、旅行の中止 ○運送・宿泊機関等の事故、火災等
による損害、またはこれらのために生じる旅行日程の変更または中止 ○日本また
は外国の官公署の命令 ○外国の出入国規制または伝染病や感染症による隔離 ○
自由行動中の事故 ○食中毒 ○盗難 ○運送機関の遅延や不通またはこれらに
よって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等
●お客様の責任
お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集
型企画旅行契約約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合、当社は
お客様から損害の賠償を申し受けます。
●特別補償
当社の約款特別補償規定に基づき、お客様が当社の募集型企画旅行参加中に偶然か
つ急激な外来の事故により、その生命や身体に被られた一定の損害につきましては
死亡補償金・後遺障害及び入院見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては
損害補償金を支払います。この補償金は当社が負うべき損害補償金の一部または全
部に充当します。
●旅行の中止
最少催行人員に達しない場合は、旅行を中止することがあります。この場合は旅行
開始の34日前まで に旅行中止の連絡を法令で定める方法による、電子情報処理組織
を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をもって通知いたします。
●旅行契約内容の変更
天災地変、戦乱、暴動、感染症、日本または外国の官公署の命令、運送・宿泊機関
等の旅行サービス提供の中止、運送機関等のストライキ行為など、当社が関与し得
ない事由により旅行契約内容を変更せざるを得ない場合、旅行の安全かつ円滑な実
施を図るため、旅行内容を変更することがあります。また、プログラムの性質上、
現地受け入れ機関の事情や天候の悪化、その他やむを得ぬ事情により訪問先、活動
内容及びスケジュールの変更等が生じることがあります。これらの理由による変更
が生じた場合は、旅程保証に定める損害賠償金の支払いはいたしません。
●海外危険情報
出発までの間に外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が発せられた
場合、海外危険情報に関する書面をお渡しします。
●個人情報の取扱いについて
お客様からお預かりする個人情報の取扱いについては、別途お渡しする旅行取引条
件書に記載する「個人情報の取扱いについて」をご参照ください。
●当旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件の説明」、契約成立の場
合は同法第12条の5に定める「書面の交付」及び旅行業約款募集型企画旅行契約の部
第9条第1項（契約書面）に関する一部となります。
●個人の希望で独自に滞在先を手配することはできません。またホストファミリー
の事情により、やむを得ず滞在先の変更が生じた場合も含め、プログラム参加に際
しては、現地受け入れ機関、ホストファミリー及び引率者の指示に従ってください。
●この旅行の参加者は必ず海外旅行傷害保険に加入してください。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2023年2月14日を基準としています。旅行代金は2023年2月14日現
在有効なものとして公表されている運賃・規則を基準として算出しています。
※外国籍の場合、ビザ申請料が別途、必要です。詳しくはお問い合わせください。

旅行条件（要約）

一般社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員
一般社団法人海外留学協議会（JAOS）正会員
一般社団法人留学サービス審査機構（J-CROSS）認証事業者
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なお、ご記入いただいた内容について遺漏や不実記載等の重大な事実が発覚した場合は、お客様（申し込み者）とのグループツアー申込契約を解除させていただくことがあります。

できるできない

 ２ ３ ４

以下の問いにお答えください
必ずしも希望通りの滞在先をご紹介できるとは限
りません。あらかじめご了承ください。

１．趣味はなんですか？

２．一般的にペットを飼っている家庭が多いです
が、ペットが家の中にいてもいいですか？

いいえ

いいえ
※はいの場合、具体的に

４．アレルギー体質ですか？
いいえ

※はいの場合、具体的に

円

/　　～　　/
　　（　　　　）日間

内訳表　C　・　銀　　/

経
理
印

担
当
印

記載名（英字）

緊急時に
連絡がとれる
連絡先

優先連絡先に
チェックを入れて
ください

□携帯

※グループツアーの趣旨、内容、旅行条件を理解の上、本ツアーに申し込みます。また、記載内容に相違ございません。

※グループツアーの趣旨、内容、旅行条件を理解の上、上記の者が本ツアーに参加することを認め、当申込書の記載内容に相違ないことを証明します。また、上記
の者がツアー参加中に怪我や病気をした場合、受入機関や引率者ならびにホストファミリー等が適切な診断や治療を受けることが必要であると判断した際は、
その決定に同意します。過失を除き、彼らの責任を問うことはいたしません。万一、上記の者がツアーならびに受入機関の諸規則等に違反した場合、保護者の経
済的責任のもとで即刻帰国させることに同意します。

いいえ
※はいの場合、具体的に

８．このプログラムはどのようにしてお知りになり
ましたか？

その他、留学ジャーナルに伝えておきたいこと
があればご記入ください。

割引（最大1万円）

※各国空港諸税等は含まれません。

現地諸税

燃油サーチャージ・
航空保険料

国内空港
使用料

国際観光
旅客税

円

円

円

円

ツアー費用

円

申し込み金：50,000円

2023年夏休みグループツアー申込書
グループツアー取引条件書、説明書面、企画旅行約款の内容ならびに手配のために必要な範囲内での受入機関および手配機関
や保険会社等への要配慮個人情報も含めた個人情報の提供に同意し、また国内連絡先の方の個人情報を提供することについて
国内連絡先の方の同意を得、本ツアーに申し込みます。

太枠の内側のみご記入ください
CODE

※ アレルギーがある場合は、診断書（英文）のご提出を
お願いする場合があります。

※いいえの場合、動物アレルギーなど具体的に

はい

はい

はい

５．特に信仰している宗教はありますか？

はい

６. 現在または過去においてケガや病気で医師の
治療、投薬を受けていますか？または医師から
精密検査、定期的な診察、治療、投薬のいずれ
かをすすめられていますか？

イーオン割

現在有効なパスポートを持っていますか？

申請中（ 　月　 日申請済み）
● ありの場合：パスポート番号

●発行年月日 年　　月　　日

　年　　月　　日
（

（

（      ）

はい  （　 年　　月　　日取得）

）

 ）

    ）

 ）

□PC

□PC □PC
□携帯

□携帯

（

     ）

いいえ はい

はい

 優先
連絡先

 優先
連絡先

2023年4月以降

ビザについて
現在有効なESTA（アメリカ）/ eTA（カナダ）/
ETA（オーストラリア）/NZeTA（ニュージーランド）/ 
K-ETA（韓国）を持っていますか？

あり
なし

●有効期間満了日

ESTA / eTA / NZeTAの代理申請をご希望ですか？
はい
いいえ

いいえ

※ 登録代行料が別途、必要になります。詳しくは各ツアーの確
認書をご覧ください 。

※ ETA(オーストラリア)、K-ETA（韓国）の登録はご本人手配と
なります

留学生保険手配 依頼しない依頼する

３．食べ物アレルギーはありますか？

７．常用している薬はありますか？

※ 「はい」の場合、診断書（英文）のご提出をお願いす
る場合があります。

▶オーストラリア

▶オーストラリア

▶カナダ

大阪発着 :バンクーバー(ホームステイ)

東京発着 :パース

メール

※ 重度のアレルギーによる理由を除いてはペットのいな
い家庭を確約できない場合があります。 

（

  ）

その他（     ）

※出発日時点

１

保護者代表署名(自筆)

申し込み者署名(自筆)

（（

（

▶

大阪発着 :パース

▶オーストラリア

▶ ニュージーランド

東京発着 :ゴールドコースト

東京発着 :オークランド

オーストラリア  広島発着 :ブリスベン 

▶オーストラリア 大阪発着 :ケアンズ ▶ イギリス 東京発着 :ウェールズ

▶ カナダ

東京発着 :バンクーバー(ホームステイ)

▶ カナダ 東京発着 :バンクーバー(寮)

▶ アメリカ 東京発着 :サンフランシスコ

アミティー割

リピーター割

グループ割

紹介割

円割

※はいの場合、具体的に

いいえ

▶

（

▶オーストラリア 東京発着 :ヌーサ ▶ 韓国 東京発着 :ソウル

株式会社留学ジャーナル
登録番号　T1-0111-0103-6096

英語学習歴

韓国語学習歴
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