
 
 

 

 研修期間： 2018年 2月 17日（土）～3月 18日（日）【30日間】 

 研修場所：マギル大学 語学研修施設 

 研修費用： 約 510,000 円 （2017年 10月現在） 
※ 燃油サーチャージは含まれておりません。また為替の大幅な変動により研修費用が変更になる可能性がございます。 

※JASSOより 16万円 + お茶大より 5万円の奨学金支給の可能性があります。 

奨学金差し引き後の費用：約 300,000円～約 460,000円 

 保険費用： 23,040円 ※補償内容は参加決定後にご案内致します。 

 
 

 

カナダ・モントリオールの歴史ある世界トップクラスの大学でフランス

語研修。週 25 時間のフランス語コース、カナダ文化を学ぶアクティビ

ティ、大学キャンパスツアー、モントリオール市内見学（美術館、ノート

ルダム寺院、スキー体験等）、週末エクスカーション。 

滞在形式は、ホームステイ。 

 
 

  

日

次 
月日（曜） 発着地／到着地 

現地 

時間 
交通機関 備考 食事 

1 2月 17日（土） 

東京（羽田）発 18:40 AC006 羽田発→空路、トロント経由モントリオールへ 

朝：- 

昼：- 

夕：機内 

トロント着 16:40  トロント着後、各自にて乗り継ぎ 

トロント発 20:00 AC426 トロント発→空路、モントリオールへ 

モントリオール着 21:13  モントリオール着 

  専用車 到着後、マギル大学手配の車にてマギル大学へ 

※大学スタッフが皆様をお出迎え致します。 

 

【ホームステイ or大学寮泊】 

2 2月 18日（日） モントリオール 
  

終日自由行動 

【ホームステイ or大学寮泊】 

朝：○  

昼：× 

夕：○ 

3 

｜ 

28 

2月 19日（月） 

｜ 

3月 16日（金） 

モントリオール 
  

マギル大学で研修 

【ホームステイ or大学寮泊】 

朝：○ 

昼：× 

夕：○ 

29 3月 17日（土） 

 
午前 専用車 マギル大学手配の車にてモントリオール空港へ 

朝：○ 

昼：× 

夕：機内 

モントリオール発 10:00 AC407 空路、トロントへ 

トロント着 11:24 
 

トロント到着後、各自にて乗り継ぎ 

トロント発 14:35 AC005 エアカナダにて空路、羽田へ 

【機中泊】 

30 3月 18日（日） 東京（羽田）着 16:55 
 

羽田空港到着 通関後解散 朝：機内 

※運輸機関のダイヤ改正及び各地の道路状況により多少時間が変更となる場合がございます。 

※利用予定航空会社：エアカナダ（AC） エコノミークラス 

仏語科目単位 

2単位申請可能！ 



 

 

＜研修企画＞ 

お茶の水女子大学 

国際教育センター 
〒112-8610  

東京都文京大塚 2-1-1学生センター棟 305号室 

TEL / FAX：03-5978-5913 

E-mail： info-ipo@cc.ocha.ac.jp 

担当：松田 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

旅行条件（要約） 
 
                      
                                                    
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

＜旅行企画・実施＞ 

株式会社エスティーエートラベル 国際交流推進課 
観光庁長官登録旅行業 937号  一般社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員 

留学・語学研修等協議会（CIEL）会員 ボンド保証会員 

一般社団法人 J-CROSS留学サービス審査機構認証 

〒171-0014東京都豊島区池袋 2-40-13 池袋デュープレックスビズ 12階 

営業時間：月～金：9：30～17：30／土：9：30～12：30 

TEL：03-5391-3240 / FAX：03-5391-2923                                                             
担当：大山   総合旅行業務取扱管理者：大山 修 

 

McGill University =

1821 年に創立されたカナダ最古の公立大学です。 

2009 年度、マクリーンズによるカナダ国内大学ランキング 

（Maclean's Rankings）で 1位を取得。ノーベル賞受賞者も

数多く輩出し、カナダの最高学府の 1 つとして知られてい

ます。 

 公式 HP: http://www.mcgill.ca/ 

 

カナダの国土は日本の約 27 倍と広大な面積を誇って

います。公用語がフランス語と英語のこの国ではイギ

リス系、フランス系、スコットランド系など様々な民族が

暮らしている多民族国家です。また、研修地であるモ

ントリオールは第 2位の都市でフランス系の方が多く、

フランス文化を反映して石造りの住宅街、数多い教

会、そして美食の街として知られています。 

実施要項 
 

 旅行期間：2018年 2月 17日（土）～3月 18日（日） 

30日間 

 旅行代金：約 510,000 円 

 滞在：ホームステイ or大学寮 

 食事条件：1日 2食付 

 利用予定航空会社：エアカナダ（エコノミークラス） 

 募集人員：15名（最少催行人員：12名） 

 語学要件：なし   ※応募者のレベルにあわせて研修 

 募集締切：2017年 11月 2日（木）12：00（正午）まで 

 申込要領： 

① 申込書フォーム   （下記の QRコードからアクセス） 

② 成績証明書（日本語） 

③ 英語能力証明書のコピー 

④ パスポートコピー 

※②～④はWeb申請の際にフォームに添付してください。 

■旅行代金に含まれるもの 

研修授業料、研修内課外活動費用、往復航空運賃（エコノミー 

クラス）、国内空港施設使用料、現地空港諸税、モントリオール 

空港⇔大学間往復バス代金、ホームステイ費用、食事費用（日程

表記載の通り ※ホームステイの食事条件はファミリーにより異な

る場合がございます）、携帯レンタル料、初期設定費用（通話料別） 
 

■旅行代金に含まれないもの 

燃油サーチャージ（7,000円/10月1日現在）、海外旅行保険代金、

超過手荷物料金、通話料、個人的費用（飲食代、通信費、お土産

代、宿泊施設⇔大学間の通学費など）、eTA取得費用 

1.受注型企画旅行契約 

① この旅行は（株）エスティーエートラベル（東京都豊島区池

袋 2-40-13、観光庁長官登録旅行業第 937 号、以下「当

社」といいます。）が募集する旅行であり、この旅行に参加さ

れるお客様は当社と受注型企画旅行契約（以下、「旅行契

約」）を締結することになります。 

② 受注型企画旅行契約の内容・条件は、以下に記載されてい

る条件のほか、別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡

しする確定書面（最終旅行日程表）および当社旅行業約款

（受注型企画旅行契約の部）によります。 

1. 旅行代金に含まれるもの ※引率・添乗員は同行しません。 

① 旅行日程に明示した航空運賃（エコノミークラス運賃） 

② 羽田空港施設使用料：2,670円 

③ 現地空港諸税：5,910円 

④ 2月 17日出発時の羽田空港での見送りアシスタント代 

⑤ マギル大学での研修費用 

⑥ ホームステイ or大学寮費用 

⑦ 食事費用（日程表記載の通り） 

注）ホームステイの食事条件はファミリーにより異なる場合

がございます。 

⑧ 携帯電話レンタル料および初期設定費用（通話料別） 

⑨ 手荷物料金：運輸機関規定内の手荷物料金（詳しくは係員

にお尋ね下さい） 

●旅行代金の取消料について 

※研修代金（研修・ホームステイ費用等）については下記の料率と異

なります。 

契約解除の日 取消料 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 

45日目にあたる日以降 31日目にあたる日 

まで 

10,000円 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 

30日目にあたる日以降～3日目にあたる日 

まで 

10,000円 

＋ 

旅行代金の 20％ 

旅行開始日の前々日～当日 旅行代金の 50％ 

旅行開始後及び無連絡不参加 旅行代金 100％ 

 

5. 旅行条件・旅行代金の基準 

 この旅行条件は 2007年 4月1日施行の新旅行業法によるもので

 す.また旅行代金は 2017年 10月発効予定の IIT運賃（個人包括

 旅行運賃）、及び 10 月 1 日現在有効な普通航空運賃、適用規則

 に基づいて算出していますので、旅行実施時にこれらが変更にな

 れた、旅行代金が変更になることがありますので、予めご了承くだ

 さい。 

 

3. 旅行代金に含まれないもの 

① 燃油サーチャージ（エアカナダを利用する場合：7,000円

／2017年 10月 1日現在） 

※今後、燃油価格の変動により増額または、減額の可

能性があります。 

② カナダ電子渡航認証（eTA）取得費用 

③ パスポート（旅券）印紙代・証紙代 

④ 超過手荷物料金 

⑤ 個人的費用（電話代、飲み物代などの個人的な費用） 

⑥ 自宅⇔羽田空港間の往復交通費 

⑦ 海外旅行保険料（23,040円／予定） 

⑧ お土産品および持ち込み品にかかる費用 

⑨ 自由行動中の諸費用 

 

4. 取消料について 

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、右記の取消料をお支払いいただきます。なお、取消料

は、旅行代金と研修代金それぞれ別個にお支払いいただ

きます。 

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、

担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく各営業所の取扱管理者にお尋ね下さい。 

★☆★ トラベルローン ★☆★ 

この研修では、トラベルローンをご紹介しております。 

詳細につきましては、お気軽にご相談下さい。 

なお、ローンのご利用には審査がありますので、予めご了承下さい。 

http://www.mcgill.ca/
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTjMTInsLWAhULVLwKHYmiBOcQjRwIBw&url=https://montreal.eater.com/&psig=AFQjCNEQcyBnNMk6piU0nUxpFJnDJbHFSA&ust=1506494091620171

