
この旅行は、（株）アーク・スリー・インターナショナル（以下「当社」といいます）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を締結していただくことになります。
1 お申込方法と契約の成立
（1）�当社所定の申込書に必要事項を記入の上、お申込金20,000円を添えてお申込ください。お申込金は、旅行代金、取

消料、または違約金の一部または全部として扱います。
（2）募集型企画旅行契約は、当社契約の締結を承諾し、申込書を受理した時に成立いたします。
（3）参加費用は旅行出発日の21日前までにお支払い頂きます。

2 旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合がありま
す。この場合、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。

3 参加費用に含まれるもの及び含まれないもの
参加費用に含まれるもの 参加費用に含まれないもの

＊往復（団体）航空運賃
　（エコノミークラス）
＊プログラム費用
　（日程表記載のもの）
＊ホームステイ費
　�（日程表記載のもの）
＊日本国内空港施設使用料
＊航空会社規定の手荷物運搬費用
＊海外旅行傷害保険料

＊アークスリー渡航手続手数料4,000円（税別）
＊アメリカ学生ビザ実費（サンディエゴ州立大学のみ）
＊アメリカ学生ビザ申請料15,000円（税別/日本国籍の場合・サンディエゴ州立大学のみ）
＊旅券申請費用　
＊航空会社規定を超える手荷物運搬費用　
＊お小遣い、電話代等個人的諸経費
＊燃油特別付加運賃（原油価格等により変動します）
＊現地空港・出入国諸税
＊出国税
＊ホームステイ先〜学校間の交通費

4 取消料
お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。尚、取消日とは、お客様が当
社の営業日、営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた日とします。お申込後、お客様のご都合により旅行をお取り
消しになる場合は、お一人様につき下記の取消料を申し受けます。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40日目に当たる日以降30日目に当たる日まで 参加費用の10％
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30日目に当たる日以降3日目に当たる日まで 参加費用の20％
旅行開始日の前々日及び前日 参加費用の30％
旅行開始日当日 参加費用の50％
旅行開始後又は無連絡不参加の場合 参加費用の全額

5 免責事項
お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当社は責任を負いません。
・�天災、気象状況、暴動、又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行中止
・�運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこられのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
・�官公庁の命令、または伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難
・�運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮

6 特別補償
お客様が旅行中、生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害については、当社の故意、過失の有無に関わらず特
別補償規定の定めるところにより、保証金及び見舞金をお支払いいたします。

7 旅程補償
当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款に掲げる重要な変更が生じた場合は、約款に
定めるところにより変更補償金をお支払いいたします。

8 このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は2019年6月5日現在を基準としています。

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししていますので、事前にご確認の上、お申込ください。

プログラム提供   関西学院大学 商学部
専用申込用紙は商学部事務室で配付します。 参加希望者は申込用紙を商学部事務室
に提出してください。その後の手続きや流れについては、申込用紙提出時に指示します。

ご旅行条件（抜粋）

旅行取扱・実施
株式会社 アーク・スリー・インターナショナル
〒530-0001　大阪市北区梅田2-2-2　ヒルトンプラザウエスト9F
TEL：06-6347-7888　FAX：06-6347-7887

〈観光庁長官登録旅行業第1409号〉　〈（社）日本旅行業協会正会員〉　  　http://go-ryugaku.jp
総合旅行業務取扱管理者 ： 牧 洋   担当 ： 徳永・常次　　　　　     Email : ryugaku@arc3.co.jp

●ロサンゼルス

●サンフランシスコ

★サンディエゴ

現地情報

都市の特徴

人口35万人のクライストチャーチは、国内では2番目、南島では最も大きな都市です。イギリス
以外でもっともイギリスらしい街と称され、緑豊かな「ガーデンシティ」の呼び名にふさわしく、
市内には美しい公園や庭園が点在し、のどかで優雅な雰囲気を漂わせています。市内の見所
はほとんど歩いてまわれますが、アンティークな装飾の施された路面電車で町を一周するのも
オススメです。CCELは市街中心部からバスで20分、閑静な住宅街に位置しています。

気　候

南半球にあるニュージーランドは日本とは気候が真逆の為、8～9月は冬の季節ですが、9月に
なると徐々に温かくなっていきます。
平均気温は3～13℃。
1日の気温差が大きく、「1日の中に四季がある」といわれ、季節を問わず朝夕は冷え込むので
注意が必要です。

通　貨 NZドル　　1NZドル≒71円（2019年5月）

時　差 +3時間　　
日本の正午は午後3時となります

クライストチャーチ

オークランド●

●ウェリントン

マウント・クック●
★クライストチャーチ

ニュージーランド アメリカ

都市の特徴

サンディエゴはアメリカ最南西端に位置し、メキシコとの国境に面する都市です。カリフォルニ
ア州では２番目、全米でも８番目に大きな都市で、カウンティ（郡）としては３１８万人、市では約
１３０万人が暮らしています。ビーチと山々からなる美しい景観を持ち合わせており、アメリカ人
にも人気の都市で、旅行先、ファミリーバケーション先として常に上位にランクされています。
また、全米の他の都市と比べると公共交通機関が充実しており、バスに加えトロリー（路面電
車）も走っており、SDSUキャンパスも自由に行き来することが可能です。

気　候
日本やアメリカ北部の地域に比べると、温暖な気候。
降水量も日本の10分の1と言われるほど極めて低く、晴れの日が多く、
平均気温は10～22℃です。冬でも凍りつくような寒さではありません。

通　貨 米ドル　　1USドル≒108円（2019年5月）

時　差 ー17時間（サマータイム実施中は－16時間）
日本の正午は前日の19時となります

サンディエゴ

プログラム提供 ： 関西学院大学　商学部　 　旅行取扱・実施 ： （株）アーク・スリー・インターナショナル　

説明会を実施します ［自由参加］

日 時　間 会　場 内　容

1 2019年  11月 5 日（火）
12:45〜13:25 商学部 本館 4号教室 説明会ではプログラムの概要や各コースの詳細を説明します。

2 2019年  11月 8 日（金）

ビジネスに活かせる
海外短期研修プログラム

2019年度 春季（2020年2月～ 3月） 
関西学院大学 SGU「インターナショナルプログラム」対応

単位認定対象プログラム
※商学部生は、プログラム修了後の申請により単位認定を行います。商学部以外の学生は、所属学部により単位認定の有無が異なります。詳細については、商学部事務室で確認をしてください。
※本プログラムは「短期留学奨学金」の対象です。

商学部提供

The University of Canterbury San Diego State University

New Zealand
ー Christchurch ー

2/15 ㊏→3/1 ㊐  16日間
申込締切 … 12/6㊎

クライストチャーチ サンディエゴ

3/1 ㊐→3/29 ㊐  29日間
申込締切 … 12/6 ㊎

United States of America
ー San Diego ー



プログラム内容
 渡航期間 2020年2月15日（土）～3月1日（日）　16日間

 募集人員 10名（最少催行人員 ： 1名）

 滞在方法 ホームステイ（平日 ： 朝夕2食／週末 ： 3食付）

 参加費用 400,000円（概算）
※関西学院大学指定の海外旅行傷害保険料（7,582円）含む

プログラム内容
 渡航期間 2020年3月1日（日）～3月29日（日）　29日間

 募集人員 10名（最少催行人員 ： 1名）

 滞在方法 ホームステイ（平日 ： 朝夕2食付）

 参加費用 600,000円（概算）
※関西学院大学指定の海外旅行傷害保険料（10,342円）含む

学校詳細

研修先

カンタベリー大学 （The University of Canterbury）
カンタベリー大学は、1873年にイギリスのオックスフォード大学及びケンブリッジ大学の学者達によって設立された国立総合大
学です。ニュージーランド国内で唯一専門的に森林学を学べることで人気があり、また工学分野でも高い評価を得ています。
CCEL（カンタベリー大学内クライストチャーチ英語学校）は留学生200名程度のアットホームな規模。敷地内をエイボン川が流
れ、ニュージーランドらしい牧歌的な景色を楽しみながらじっくり学べる環境です。

対象参加目安 全てのレベルに対応可能です。

プログラムの
特徴

①週23時間の一般英語研修を受講します。（一般英語20時間＋e--ラーニング3時間）
②初日にプレイスメントテストがあり、英語能力に応じたクラスに分けられます。
　（１クラス最大15名）
CCELのオプショナルアクティビティが企画されています。
 例 ： ホエールウォッチング、博物館見学等

※現地プログラムについては現地事情や天候等により変更が生じる場合もあります。

プログラムの
一例

8：30〜10：30 10：45〜11：45 12：00〜13：00 午後
月

一般英語 応用英語 応用英語 e-ラーニング
（週3時間）

火
水
木
金
土 ホストファミリーと過ごすフリータイム
日 ホストファミリーと過ごすフリータイム

学校詳細

研修先

サンディエゴ州立大学 （San Diego State University）
サンディエゴ州立大学（ＳＤＳＵ）は、カリフォルニア州立大学群２３校の中でも最も大きく、カリフォルニア州全体でも５番目に大き
な総合大学です。81分野の学士、73分野の修士、20分野の博士号プログラムを擁し、特に「ビジネス」「エンジニアリング」など
の専攻には定評があります。ＡＬＩ（サンディエゴ州立大学英語研修課程）は1974年に創立され、優れた英語教育と質の高い国際
交流プログラムを提供しています。現在では世界70カ国以上の留学生を受入れており、アメリカ文化を体験すると同時に世界
中から集まる学生との出会いがあります。

対象参加目安 全てのレベルに対応可能です。

プログラムの
特徴

①週23時間の一般英語研修を受講します。
②初日にプレイスメントテストがあり、英語能力に応じたクラスに分けられます。
③アメリカの習慣や文化についての知識を深め、日常生活で役に立つ英語での
　コミュニケーションスキルを高めたい学生にお勧めの内容です。
④希望者にはネイティブのカンバセーションパートナーの紹介を受けることができます。

プログラムの
一例

8：30〜9：50 10：00〜11：15 11：45〜13：00 午後
月

オーラル
コミュニケーション

グラマー リーディング
フリータイム

（学校主催の
アクティビティへの

参加も可能）

火 ライティング リスニング
水 グラマー リーディング
木 ライティング リスニング

金 選択授業 留学生交流
アクティビティ

土 ホストファミリーと過ごすフリータイム日

スーパーグローバル大学（ＳＧＵ）に採択された関西学院大学において、「真に創造的な能力を有するビジネスパーソンの育成」を教育理念とする商学部では、「日本を出て、世界を知る」ためのインターナショナルプログラムとして、独自の「ビジネスに
活かせる海外短期研修プログラム」として海外語学研修プログラムを複数用意し、商学部生はもとより全学部生に向けて提供しています。研修を受ける国・地域や大学はさまざまですが、研修はいずれも、密度の濃い集中的な英語研修プログラム
に参加することによって英語力の飛躍的な向上を図るとともに、研修先の社会や文化に接し、あるいは他国からのプログラム参加者との交流を通じて、ビジネスに必要なグローバルマインドを養成することを目指すプログラムです。多くの学生諸君が
この研修プログラムに参加し、国際的経験を積むことでグローバルな舞台で活躍するために必要な能力を身につけられることを期待しています。

ビジネスに活かせるプログラムを春休みに海外で学びませんか？
商学部長
林 隆敏

※日程については変更が生じる場合もあります ※日程については変更が生じる場合もあります

ニュージーランド短期研修
～クライストチャーチの名門大学で学ぶ16日間～

New Zealand
アメリカ短期研修

～カリフォルニア州最大規模の総合大学で学ぶ29日間～
United States of America


