サンディエゴ

英語
&
ゴルフ

2019年 ゴルフを通じた国際人育成プログラム

出発日／旅行費用（概算）

2019年 4月～12月までの
毎週日曜出発 22日間
上記料金には、航空券代が含まれていません。
イメージ

旅行費用は2019年2月25日現在の換算レートに基づいて算出しています。
料金は予告なく変更になる場合があります。お申し込み時にお渡しする計算
見積書で、ご確認ください。
＊4週間以上のコース設定もございます。費用はお問い合わせください。

ここがおすすめ！

こんな方におすすめ！
ゴルフ経験のある方！

＊最少催行人員１名

短期間でゴルフのスキルアップを
目指したい！

●年中温暖なサンディエゴでのゴルフ留学
●米プロゴルフ協会採用の理論に基づいた育成プログラム
●プロゴルフインストラクターSadamiコーチ監修のメニュー
● 英語と日本語でゴルフを学べる環境

国際人として英語力も身に着けたい！

プログラム概要
1週目は語学学校(College of English Language)にて
英語を学び、残り2週間は短期集中でゴルフスキルを
向上させるためのプログラムに参加します。
【対象】18歳以上
【査証】ESTA電子渡航認証の取得が必要
【滞在】 ホームステイ（個室／1日朝・夕2食付き）
【レッスン】英語：20レッスン/週、 ゴルフ：プライベートレッス
ン3時間/週・ラウンドレッスン9ホール1回/週・レンジボール約
250球/日

【施設】Riverwalk Country Club
※出発日・期間はアレンジ可能です。 ※レジデンス滞在も可能です。
※ゴルフクラブレンタルのご用意はございません。ご自身のゴルフクラブセットを
ご持参ください。

詳細はお問い合せください。

旅行費用（概算）に含まれるもの
①語学学校入学金 ②英語授業料 ③ゴルフ登録費
④ゴルフレッスン費 ⑤滞在先手配費 ⑥滞在費
⑦24時間緊急電話サポート費用 ⑧往復空港送迎費(サン
ディエゴ空港⇔滞在先) ⑨取扱手続料 ⑩海外送金手数料

お申込みについて
申込締切日

技術的な悩みや不得意を解消したい！
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ご出発の３０日前まで
※ご出発の90日前までにお申込みの場合は5000円引き
※締切日を過ぎた場合でもお問い合わせください。

申込・お問合せ先
JTBガイアレック 地球倶楽部事業部 営業2課
Ｔｅｌ：03-3988-2412 Ｆａｘ：03-3988-2346
ご参加いただく場合は、(株)ＪＴＢガイアレックとの手配旅行契約となります。
お申込みの前に必ず旅行条件書をご確認ください。
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申込書類
①申込書 ②お申込金（54,000円）
①をメール添付にて（uc@gaiarec.jtb.jp）または
FAX03-3988-2346 までお送りください。
書類を確認次第、お申込金のご請求書をお送りします。
【旅行手配】JTBガイアレック
観光庁長官登録旅行業第712号
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-43-19 JTBビル3F
営業時間/月～土曜10：00～18：30（日・祝は休み）
http://www.jtb.co.jp/jtbglobal/
@JTB_global→留学情報をチェック！
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英語
＆
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2019年 テニスを通じた国際人育成プログラム

出発日／旅行費用（概算）

2019年 4月～12月までの 毎週日曜出発 22日間

ここがおすすめ！
英語＋テニス レッスン

上記料金には、航空券代が含まれていません。
旅行費用は2019年2月25日現在の換算レートに基づいて算出しています。
料金は予告なく変更になる場合があります。お申し込み時にお渡しする計算
見積書で、ご確認ください。
＊4週間以上のコース設定もございます。費用はお問い合わせください。

プログラム概要

午前は語学学校で英語を学び、午後はテニスのセミプライ
ベートレッスンとBarnesのトレーニングに参加します。英語
もテニスもやりたいという方に最適です。

ベイン・ジェフティック監修による
テニスプログラム

＊最少催行人員１名

プロを目指す方から自身のテニスレベルをアップさせた
い方、英語を学びながらテニストレーニングをしたい方ま
で、様々なテニス留学の目的に沿ったプログラムです。
【対象】18歳以上
【査証】 ESTA電子渡航認証の取得が必要
【滞在】ホームステイ（個室／1日朝・夕2食付き）
【レッスン】英語週20レッスン＋テニスセミプライベート
レッスン週7.5時間またはプライベートレッスン週5時間
【施設】 Barnes Tennis Center
※出発日・期間はアレンジ可能です。 ※レジデンス滞在も可能です。
※テニスレッスンの内容は現地事情により変更となります。

詳細はお問い合せください。

全米プロテニス協会公認のプロ選手・コーチとして活躍中で、
有名プロ選手のヒッティングパートナーでもあり、現在は
USPTA試験官をしているベイン氏監修のプログラムです。

1年中テニスのできる恵まれた環境
Barnes Tennis Centerはアメリカでもトップクラスのテニスト
レーニング施設で、多くのジュニアプレイヤーが指導を受け
ています。ハードコート23面、クレイコート2面、強化ジム、ス
トレッチルーム、ラーニングルームなど全施設利用可能です。

日本人コ－ディネーターのサポート
日本人コーディネーターが生活面でのサポートや緊急時の
対応等を通じて親身に指導・サポートをします。

1週間のサンプルスケジュール（一例）

旅行費用（概算）に含まれるもの
①登録費 ②プログラム費用 ③滞在先手配費
④滞在費 ⑤24時間緊急電話サポート費用
⑥往復空港送迎費（サンディエゴ空港⇔滞在先）
⑦取扱手続料⑧海外送金手数料

その他費用
●追加プライベートレッスン料 2時間 ＄160～

お申込みについて
申込締切日
ご出発の３０日前まで

イメージ

月
午前

火

水

木

金

土日

英語レッスン （College of English Language）
ランチ休憩・移動

プライ
Barnes
ベートレッ
にて
トレーニン スン/トー
ナメント
休憩
休憩
グ
（オプショ
午後 マッチプレ Barnes マッチプレ Barnes
ン）
イ、自主
イ、自主
にて
にて
練習 トレーニン 練習 トレーニン
グ
グ
セミプライベートレッスン（90分）または
プライベートレッスン（60分）

帰宅

早期申込特典
5,000円引き！

※ご出発の90日前までにお申込みの場合は5000円引き
※締切日を過ぎた場合でもお問い合わせください

申込・お問合せ先
JTBガイアレック 地球倶楽部事業部 営業2課
Ｔｅｌ：03-3988-2412 Ｆａｘ：03-3988-2346
ご参加いただく場合は、(株)ＪＴＢガイアレックとの手配旅行契約となります。
お申込みの前に必ず旅行条件書をご確認ください。

申込書類
①申込書 ②お申込金（54,000円）
①をメール添付にて（uc@gaiarec.jtb.jp）または
FAX03-3988-2346 までお送りください。
書類を確認次第、お申込金のご請求書をお送りします。
【旅行手配】JTBガイアレック
観光庁長官登録旅行業第712号
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-43-19 JTBビル3F
営業時間/月～土曜10：00～18：30（日・祝は休み）
http://www.jtb.co.jp/jtbglobal/
@JTB_global→留学情報をチェック！

