
・外資就活とは何か？（就活プロセス、準備等）
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4日目 英語・表現・イントネーション・発音等の指導
テスト

夕食

5日目 発表（動画撮影）後、講師およびグループ内でのフィードバック
入浴（21:00まで）自習、自由時間

消灯

2日目 意見交換・指導を基に修正
自習/休憩時間

自己PR研修

3日目 英語・表現・イントネーション・発音等の指導
レッスン（Debate）

自習

合

宿

研

修

の

1

日

朝食

朝の集会

2～6日目
合宿研修　英語トレーニング受講

                              河口湖セミナーハウス泊

朝

昼

夕

レッスン（Communication）

レッスン（Pronunciation）

●自己PR研修5日間スケジュール(予定)
自習

昼食

1日目 持参した英文自己PR原稿を発表、グループ内で意見交換・指導
レッスン（Reading summary）

レッスン（Build up）

自習

7日目 退寮（10：00～12：00）、現地解散 朝
レッスン（Quick response）

自己PR研修

自己紹介
・参加メンバーと初顔合わせ

・自己PR原稿で自己紹介

　 合宿研修：日程①2021年2月7日(日)～2月13日(土) / 日程②2021年2月14日(日)～2月20日(土)

＜目的＞
◎英語力および英語での表現力を身に付ける

◎自己PR動画のコツを学び、実際に撮影する

●合宿研修2日目～6日目/1日の詳細スケジュール(予定)

英

語

1日目

合

宿

現地集合、入寮（15：00～17：30）

                                     河口湖セミナーハウス泊
夕

自宅 日本語で自己PR原稿作成 ・各自作成

研修

2日目
オンライン キャリアカウンセラーによる面談

・キャリアカウンセラーによる面談（1人40分程度）

・自己PRのアドバイス

　

《研修のおすすめポイント》

   □キャリアカウンセラーが外資就活・自己PRポイントをアドバイス！

   □英語ならではの表現力を徹底的にトレーニング ！

   □1日10時間の授業（自習等含）、24時間英語生活で英語力強化！

   □動画プレゼン能力が身に着く！

オンライン研修：日程①1月中旬～2月上旬予定 / 日程②1月中旬～2月中旬予定

＜目的＞
◎外資就活とは何かがわかる

◎キャリアカウンセラーのアドバイスで適切な自己PR作成

日

本

語

研修

1日目
オンライン キャリアカウンセラーによるレクチャー

・自己PR原稿構成について

各自

各自 提出 自己PR原稿を修正し提出 ・キャリアカウンセラーによるひとことフィードバック

研修

3日目
オンライン

＜合宿研修/ｲﾒｰｼﾞ＞

就活準備トレーニング+ 国内英語留学
キャリアカウンセラーの『オンライン研修』と外国人講師の『合宿研修』

２パターンの研修で効率的に学びましょう！！

ーこんな人におすすめー

◇海外で働いてみたい人

◇独自の表現で自己PRを考えたい人

◇外資就活とは何かを知りたい人

◇英語力（表現力）を高めたい人

*①と②は同内容です

*①と②は同内容です

＊オンライン研修は各日2時間以内を予定



              

●募集型企画旅行契約

(1) この旅行は（株）早稲田大学アカデミックソリューション（観光庁長

官登録旅行業2059号）（以下「当社」という。）が旅行企画・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募集型企画旅行契約を締

結することになります。

(2) 契約の内容・条件は、募集広告（HP,パンフレット等）の各コースに

記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程

表及び当社の「旅行業約款」（以下「募集型約款」という。）によりま

す。

(3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って、宿泊その他の旅行

に関するサービス（以下「旅行サービス」という。）の提供を受けること

ができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

●契約の申込

当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様

は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の

申込金とともに当社に提出していただきます。

①身体に障害をお持ちの方②健康を害している方③妊娠中の方④その他特

別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は、可能な範

囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客

様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。

●契約の成立時期

契約は当社が契約の締結を承諾し申込金を受理したときに成立します。申

込金は、旅行代金、取消料その他お客様が当社に支払う金銭の一部に充当

します。

●旅行代金のお支払い

定められている日付までにお申込金および旅行代金の残額をお振込み願い

ます。

●取消料について

旅行契約の解除または参加人員の変更に伴う一部人員に係る契約の解除。お客様が旅行契約

を解除または参加人員の変更に伴う一部人員に係る契約を解除するときは以下の料金を申し

受けます。

お客様のご都合で旅行契約を解除する場合のご連絡は、当社の営業時間内月～金曜日の9時～

17時30分まで（土日曜・祝日を除く）にお受け致します。（メールでご連絡ください。

travel@w-as.jp）

契約解除（申込取消）の日 取消料（旅行開始日は合宿研修開始日とします）

イ．旅行出発日の前日から起算して20日前～8日前：旅行代金の20％

ロ．旅行開始日の前日から起算して7日前～2日前：旅行代金30％

ハ．旅行開始日の前日： 旅行代金の 40％

ニ．旅行開始当日 旅行代金の 50％

ホ．旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100％

お客様が当社所定の日までに旅行代金を支払わない場合は、当該期日の翌日にお客様が契約

を解除したものとみなします。

● 旅行代金に含まれるもの

・入学金・授業料・宿泊費用（相部屋）・旅程表に記載した食事費用・オンライン研修に関

する費用(これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しい

たしません。)

●旅行代金に含まれないもの

前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。

・合宿研修の施設使用料（5,000円税別）・合宿研修費用の教材費（2,600円税別）

・旅程表以外に行動される場合の費用、電話電報料、その他追加飲食等個人的性質の諸費用

及びそれに伴う税・サービス料金・ご自宅から集合・解散場所までの交通費・宿泊費

●旅程保証

旅行日程に重要な変更が行われた合には、当社はその変更の内容に応じて変更補償金を支払

います。ただし以下の規定する変更の場合を除きます．天災地変・戦乱・暴動・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・当初の運行計画によらない運送サービス

の提供・旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

●特別補償

当社は、お客様が当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、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲におい

て、補償金又は見舞金を支払います。

・ 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（但し、補償対象品１個あ

たり１０万円を限度とします。）

●国内旅行傷害保険のおすすめ

企画旅行契約の特別補償規程により、当社は、お 客様がご旅行中に被られた損

害について、一定の範 囲で補償させていただきますが、怪我や病気の治療 費等

については補償がございません。安心してご旅 行していただくためにも、お客

様自身及び携行品な どには必ず国内旅行傷害保険をかけられますようお 薦めい

たします。

●約款準拠

本旅行条件書に記載のない事項は標準旅行業約款に定めるところによります。

●個人情報の取扱について

当社は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、

お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みい

ただいた旅行において宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサー

ビスの受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。お申込み

頂く際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意頂くものとしま

す。

●旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は2020年9月1日を基準としています。又、旅行代金は2020年9月1

日現在の有効な規則を基準として算出しています。

旅行企画・実施   :  株式会社早稲田大学アカデミックソリューション　             　　　観光庁長官登録旅行業2059　全国旅行業協会（ANTA）正会員 　国際教育交流協議会（JAFSA）賛助会員

総合旅行業務取扱管理者：　鈴村由美

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-9-12 大隈スクエアビル3階

TEL　03-5272-3476

メールアドレス　travel@w-as.jp（電話対応ができない場合はメールでのご連絡をお願いいたします）

お申込期日：日程①2020年12月22日 / 日程②2021年1月7日 お申込みはコチラ

[お申込の流れ]

・申込みフォーム送信
・当社より催行有無連絡

・残金請求書送付

https://www.w-as.jp/international/study-onlineprogram/form/
・申込金(3万円)のお支払い

　　　〈申込成立〉

[コロナ対策]

（一部抜粋）

・教室は常に換気、施設内は消毒の徹底

・毎朝検温実施

・講師はフェイスシールドをして授業

・相部屋ベッドはカーテンで仕切りを設ける

・食堂の座席は間隔をあける

募　集　要　項

研修費用：お一人様　198,000円～208,000円
・最大募集人数：20名　最少催行人数:8名（各研修実施日）

・オンライン研修あり＊詳細は追ってご案内します

＊講師の都合により変更となる場合がございますので予めご了承ください

＜以下合宿研修部分＞プログラム運営：株式会社アチーブゴール

・参加目安：TOEIC500点程度

・必要機器：スマートフォン等自己PR動画を撮影できるもの

・利用予定宿泊施設：東洋大学河口湖セミナーハウス

・食事：朝6回、昼5回、夕6回

・添乗員：同行いたしません

・発着地：現地集合・現地解散

・喫煙所以外での喫煙は禁止・敷地内は禁酒

＜新型コロナウィルス感染拡大防止に関する当社の取り組み＞

 当社は、「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン」を遵守し

て募集型企画旅行を企画・実施いたします。そのため、お客様のご旅行を安

全に実施するために体調をお伺いしたり、また、プログラム参加途中であっ

ても、お客様の体調によってはご参加いただけない場合もございます（規定

の取消料を申し受けます）。何卒ご協力を賜りますようお願い申しあげま

す。

「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン」

　

https://mitabi.net/wp/wp-

content/uploads/2020/07/6a4b8eae20ae77910f957c866c779fba.pdf

合 宿 研 修 施 設 概 要

< 研修施設/イメージ>  <食堂/イメージ> 　　　＜大浴場/イメージ＞ ＜チャッティングスペース/イメージ＞

宿泊施設は河口湖畔に立地し、眼前には富士山の広大なパノラマが広がっています。

施設は建設されたばかりで清潔感があり充実した機能が備わっています。

<授業/イメージ>

＊参加人数によって料金は変動します

＜相部屋ベッド/イメージ＞


