プレミアム
イングリッシュキャンプ

東証一部：リソー教育グループ

～オーダーメイド型英語合宿～
個別指導&グループ指導で
英語を得意科目にしよう！

＼締切直前！GWは英語力底上げの大チャンス！／
Point

1

コースは、1人ひとりの英語学習のニーズに合わせるオーダーメイド型です。
それぞれの英語レベル、希望に合わせた授業が可能です。

Point

２

Point

3

9時から18時までの長時間マンツーマンレッスンで個別に苦手箇所を克服、
夕食後の2時間半は少人数グループレッスンで、語彙の大量暗記に挑戦！

現地集合・解散の宿泊型で授業時間を長時間確保。授業中・食事中は机に各
生徒専用のパーテーションを設置。1日3回の検温・消毒を実施。感染症対策
も徹底します。宿泊はシングルかツインを選べます。(シングルは別途料金)

【プログラム要項】
● 旅 行 代 金 ：176,000円(税込)
●
期
間
：5月3日(祝・火)～ 5月5日(祝・木) 2泊3日
● 開 催 地 ：ホテル アジア会館
●
対
象
：小4生～高3生 ※小学生は保護者なしの宿泊経験のある方
● 最 少 催 行 人 員 ：10名(定員25名)
● 募 集 締 め 切 り ：4月22日(金) 18：00
● 最 寄 り 駅 ：青山一丁目駅
イメージ

ホテル アジア会館

※シングルルーム滞在希望の方は、別途12,100円(税込)で承ります。
※宿泊代/英語プログラム/食事代（朝2回/昼3回/夜2回)/旅行傷害保険料・コロナお見舞金サービス含む
（現地までの交通費は含まれません）
※添乗員はつきませんが、プラスワン教育の引率社員がつきます。
旅行企画・実施
旅行業務取扱管理者に不明な点はお問合せください。
旅行企画・実施
旅行業務取扱管理者に不明な点はお問合せください。

株式会社プラスワン教育
教育旅行事業部

留学事業課

観光庁長官登録旅行業第2046号／一般社団法人 日本旅行業協会（ＪＡＴA）正会員
総合旅行業務取扱管理者 山崎 貴裕
〒171-0031 東京都豊島区目白3-4-11 ヒューリック目白4F

◆国際プログラムに精通した専門相談員が個別にご相談をお受けします。詳しい資料も差し上げますので、お気軽にお電話ください。

株式会社プラスワン教育
お問い合わせ
資料請求・お申込み 教育旅行事業部 留学事業課
株式会社プラスワン教育ご旅行条件（抜粋）

[10:00～18:00(月~金)]
✆0120-58-1024
✉ryugaku@riso-plus1.co.jp 担当：立野・赤司・鈴木

※お申し込みの前に必ず旅行条件（全文）をお読みください。

プラスワン教育 グローバル教育

※プレミアム・イングリッシュキャンプ

この旅行は、株式会社プラスワン教育 （以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、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」という）を締結する条件は、募集広告（パンフレッ
ト等）の各コース毎に記載されている条件のほか、下記条件、確定書面（最終旅行日程表）及び募集型企画旅行約款によります。●旅行のお申し込み及び契約成立時期①旅行契約書及び参加者問診票の所定事項を記入の上お申し
込みください。また、お客様がコースの参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、お申し込みのときにお申し出ください。②20歳未満の方の単独でのお申し込みは、保護者の同意が必要です。③旅行契約は、当社が締結を
承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとします。④当社は契約成立後旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面をお渡しします。●旅行代金のお支払い 旅行代金
は旅行開始日の5日前までにお支払いください。以降のお申し込みの場合は、旅行開始前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。●旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料とし
て申し受けます。①旅行開始の前日から起算して21日目以前の解除：無料②旅行開始日の前日から起算して20日目にあたる日から8日前までの解除：旅行代金の20％③7日目にあたる日から2日前までの解除：旅行代金の30％④旅
行開始日の前日の解除：旅行代金の40％⑤当日の解除：旅行代金の50％⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加：旅行代金の100％。●旅行代金には、各コース毎に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、講習代、イ
ベント代、消費税等諸税が含まれます。これらの諸費用はお客様の都合により一部利用されない場合でも払い戻しいたしません。また、行程に含まれない交通費、飲食費、及び個人的性質の諸費用は旅行代金に含まれません。●
当社は、当社または手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命または手荷物上に被った一定の損害について、補償金または見
舞金を募集型企画旅行による特別補償制度に基づき支払います。・死亡補償金…1,500万円 ・入院見舞金…2～20万円 ・通院見舞金…1～5万円 ・携行品損害補償金：お客様1名につき～15万円（ただし、補償対象品1個あた
り10万円を限度とします。）●この旅行条件は、令和4年4月15日（金）を基準としています。また、旅行条件は令和4年4月15日（金）現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

英語資格対策と実践のための宿泊型英語漬けプログラム

３

海外留学疑似体験！朝から晩まで英語漬け！

日間

イングリッシュキャンプkids
★5月3日(祝・火)～5月5日(祝・木)★
少人数制の英語クラス、多彩なアクティビティ！

ネイティブ講師と終日英語で過ごす3日間

少人数制指導を行います。語彙や文型を身につける英語レッス
ン以外に、サイエンスの実験や環境問題を英語で楽しく学びま
す。また、昼食や夕食はもちろんゲームなどの時間も英語で過
ごすので、将来留学を考えているお子様にも最適です。ネイ
ティブ講師と一日中過ごすので海外のボーディングスクールで
の体験をします。

英語は早く始めよう！ネイティブ講師による英会話レッスンは
もちろん、英語を使った様々なアクティビティを通して、英語
の楽しさを体感して頂くプログラムです。海外の学校のように、
一日中英語のシャワーを浴びることで「英語＝楽しい」という
意識を身につけます。お泊りを経験することで、自立心や積極
性を伸ばすことができます。

１日目

2日目

3日目

10:00 ホテル集合

8:00 朝食

8:00 朝食

10:30～12:30
オープニングセレモニー
・アイスブレイキングゲーム

9:00～12:30 英語レッスン

9:00～10:30 英語レッスン

12:30～13:30 昼食

12:30～13:30 昼食
13:30～15:00
屋外アクティビティ
・英語ゲーム／スポーツ
15:00～16:30
テーマ学習
「英語で地球／エコ」

13:30～15:30
英語レッスン
・自己紹介
15:30～17:30
テーマ学習
「英語で科学」
・サイエンス実験
17:30～18:00
チェックイン

10:30～12:30
プレゼンテーション練習
シート作成
12:30～13:30 昼食
13:30～15:00
屋外アクティビティ
・英語ゲーム／スポーツ
15:00～15:30
プレゼンテーションリハーサル
15:30～16:30
プレゼンテーション発表会
16:30～17:00
クロージングセレモニー
修了証書授与

16:30～18:00
テーマ学習
「英語で算数」
・欧米の算数を体験学習

18:00～19:00 夕食
19:00～20:00
入浴休憩
20:00～21:00
英語ゲーム大会
・指示英語爆弾ゲーム
21:30 就寝

18:00～19:00 夕食
19:00～20:00
入浴休憩
20:00～21:00
英語ゲーム大会
・風船カテゴリーゲーム
21:30 就寝

サイエンス実験

英語ゲーム大会

プログラム概要

レッスン

★毎日メールにてお子様の様子をご報告いたします。

◆対象年齢：小1生～小6生
※小学生は保護者なしの宿泊経験のある方

◆旅行代金：122,100円（税込）
◆日程：5月3日(火・金)～ 5月5日(祝・木) 2泊3日
◆開催地：ホテル アジア会館（最寄り駅：青山一丁目駅）
◆最少催行人員：3名(12名限定)
◆申込締切：4月22日(金) 18：00
※代金には宿泊代(ツインルームを2名利用)・英語プログラム・食事代(朝2
回/昼3回/夜2回)・旅行傷害保険料・コロナお見舞金サービスが含まれます。
※添乗員はつきませんが、プラスワン教育の引率社員がつきます。
※旅行開始日の3日前からキャンセル料がかかります。

※プログラムの内容はスタッフの判断により日程やアクティビティの内容が変更になることがあります。

週末に終日長時間英語レッスンで一気に英語力の差をつけよう！

マンツーマン！

土・日
開催

ウィークエンドスクール
イメージ

あらゆる英語資格対策に対応！
英検直前対策/TOEFL,TOEICなどの各種英語資格対策/
留学準備/英文法など苦手分野特訓など、各生徒のニー
ズに合わせてカリキュラムの作成、講師マッチングを
いたします。

プログラム代金

ネイティブ講師
46,200円（税込・昼食代込）／1日
日本人(バイリンガル)講師
39,600円（税込・昼食代込）／1日

5/8
5/7
5/15
5/14
5/22
5/21(1日単位で、何日間でも受講可能です）
時間

10：00～18：00
（12：00～13：00 昼食休憩）

申込締切

会場
目白博物館ビル4Fホール
(山手線目白駅より徒歩7分)
株式会社プラスワン教育ご旅行条件（抜粋）

開催日程

開催日の1週間前の金曜日 18：00まで

ハーバード生オンライン・サマーキャンプwith国内名門大学生/プレミアム・イングリッシュキャンプ/イングリッシュキャンプin成田
イングリッシュキャンプkids

※お申し込みの前に必ず旅行条件（全文）をお読みください。

この旅行は、株式会社プラスワン教育 （以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、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」という）を締結する条件は、募集広告（パンフレッ
ト等）の各コース毎に記載されている条件のほか、下記条件、確定書面（最終旅行日程表）及び募集型企画旅行約款によります。 ●旅行のお申し込み及び契約成立時期 ①旅行契約書及び参加者問診票の所定事項を記入の上お
申し込みください。また、お客様がコースの参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、お申し込みのときにお申し出ください。 ②20歳未満の方の単独でのお申し込みは、保護者の同意が必要です。 ③旅行契約は、当社
が締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとします。 ④当社は契約成立後旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面をお渡しします。 ●旅行代金のお支払
い 旅行代金は旅行開始日の5日前までにお支払いください。以降のお申し込みの場合は、旅行開始前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。 ●旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額
を取消料として申し受けます。 ①旅行開始の前日から起算して4日目以前の解除：無料 ②旅行開始日の3日前までの解除：旅行代金の10％ ③旅行開始日の2日前までの解除：旅行代金の20％ ④旅行開始日の前日の解除：旅
行代金の30％⑤当日の解除：旅行代金の50％ ⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加：旅行代金の100％ ●旅行代金には、各コース毎に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、講習代、イベント代、消費税等諸税
が含まれます。これらの諸費用はお客様の都合により一部利用されない場合でも払い戻しいたしません。また、行程に含まれない交通費、飲食費、及び個人的性質の諸費用は旅行代金に含まれません。 ●当社は、当社または手
配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命または手荷物上に被った一定の損害について、補償金または見舞金を募集型企画旅行
による特別補償制度に基づき支払います。・死亡補償金…1,500万円 ・入院見舞金…2～20万円 ・通院見舞金…1～5万円 ・携行品損害補償金：お客様1名につき～15万円（ただし、補償対象品1個あたり10万円を限度としま
す。） ●この旅行条件は、令和4年-4月15日（水）を基準としています。また、旅行条件は令和4年4月15日（水）現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

