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2020 海外語学留学

3日目：朝食後、学校へ。※Eurocentresオリエンテーション（クラス分け）
3日目～14日目　午前中：英語研修スタート（2週40レッスン）
午後：自由（※追加授業週25、30レッスン希望者は、お問い合わせください！）
放課後及び週末は、学校イベントや近隣散策（ロンドン市内、大英博物館、
ナショナルギャラリー）などをお楽しみください。（別料金）
各種エクスカーション
ワイト島やコッツウォルズ、オックスフォードなど、
イギリス国内の有名な場所を巡りましょう。
●1日ツアーもしくは週末ツアー。
●価格には交通機関およびツアー代金が含まれます。
●週末ツアーには滞在費が含まれます。
●全てのツアーには、ガイドおよびフリータイムが含まれます。

アクロス国際教育センター
〒810-0001　福岡市中央区天神1－1－1　アクロス福岡3F　株式会社 レジャープラン（パスポートセンターと同じフロア）

Acros International Institute

TEL 092-725-9094 　FAX 092-725-9050
E-mail:info@aii-japan.com    URL:www.aii-japan.com

AII
アクロス国際教育センター

開講国 /イギリス・アイルランド・アメリカ・カナダ・
オーストラリア・南アフリカ・マルタ・フランス

72年の歴史を誇り世界最高水準のクオリティーを提供 !
世界90ヶ国から集うインターナショナルスクール
語学＋αのオーダーメイド留学もサポート

72年の歴史を誇る語学教育のパイオニア



2週間
1週間

3週間
4週間

¥148,000～
¥229,000～
¥310,000～
¥391,000～

2週間
1週間

3週間
4週間

 ¥140,000～
 ¥212,000～
 ¥285,000～
 ¥358,000～

1週間
2週間
3週間
4週間

 ¥133,000～
 ¥199,000～
 ¥265,000～
 ¥331,000～

のメインカラーパンフレットもご準備しております。長期コースもお問い合わせください。

ユーロセンターだからできるこの価格！

1週間の場合
ロンドンセントラル校の場合<英語レッスンとホームステイ

（個室利用）と朝夕食付>

ご注意：ユーロセンター本部では毎日世界中からの申込を受け付けております。コース、滞在方法は予告なく定員に達する場合があります。
※その場合は、代替案と共にお申込後数日以内にご連絡申し上げます。

安心安全、ハイクオリティの で学びませんか？

お問い合わせ：All アクロス国際教育センター迄　☎092-725-9094　E-mail：info@aii-japan.com

148,000円～
※2020 年 1月～12 月の開校日は毎週月曜日です。

次のようなことを求める方に適しています

国際舞台で活躍する舞台を提供するユーロセンター
にようこそ！その理由は……
世界中で毎年15,000人もの方が参加します。

海外留学セミナーのご案内
21st Century Skills & major update to CFFR

2020年特別留学相談は、完全予約制！
●月～金曜日　10：00～18：00
●土・日曜日　11：00～17：00
場所：アクロス福岡3F　アクロス国際教育センター
知ってお得な情報が満載です！→予算→準備の手順→各都市の

特徴→学校情報→必要英語力→帰国後について留学準備についてや、現地情報などを出発
前に知っておいたほうがいい情報を丁寧にアドバイスします。留学したい！と思ったら、まず
無料セミナーへ。

お問い合わせ：アクロス福岡3F アクロス国際教育センター
☎092-725-9054　FAX092-725-9050　E-mail：info@aii-japan.com

ユーロセンター
21st Century Skills & major update to CFFR

Migrosにより1960年に設立された世界有数の語学教育の
専門機関です。ユーロセンターは、利益の追求ではなく語学の
最高のクオリティーを提供することを使命としています。
私たちが目指すのは世界中の人々の相互理解を深め、国境、
文化、社会をつなぐ架け橋となることです。

◯よくある利益追求の教育機関とは大きく違います。

•国際的な経験および異文化体験
を得る
•コミュニケーションスキルを
　向上させる
•自信を得る
•言語レベルとスキルを証明する
修了書を得る
•履歴書の内容を充実させる

•希望の大学に入学する
•外国語での就学に必要な
　スキルを学ぶ
•言語をより流暢にする
•言語を学びながら様々な文化
　アクティビティを楽しむ
•休暇と言語学習を組み合わせる
•滞在国の文化を最大限に体験する

手続き料金込

※時間外も受付！
　必ずご予約ください。

ロンドン中心部、ヴィクトリア
駅の近くに位置する学校は、 
インテンシブや試験対策、
ビジネス英語など、幅広い
英語コースを提供しています。

●ロンドンの中心部にある
　美しい敷地
●最新の内装と施設
●IELTS試験会場：年間通して、
通常土曜日に試験を実施

●初級コース月1回受付

ケンブリッジの市街地へ
ほど近い学習環境を考慮して
設計された校舎は、
木材とガラスを基調とし、
暖かで快適な雰囲気を
生み出しています。

美しいプライベート庭園に
囲まれた、ヴィクトリアン様式
建築の校舎は英語を習得する
素晴らしい学習環境が
整えられています。街の中心部
や海までわずか徒歩10分の
ロケーションです。

●ハイライト
レジャーや小旅行の一例
（おおよその価格については
ホームページをご参照ください。）
●博物館と美術館
●劇場訪問
●BBC TVツアー
●パブ・ナイト
●ストーンヘンジとバース
●ウェールズ（カーディフと
ケルフィリ城）への旅行

●アクティビティ
ホームステイは地下鉄、
バス、または電車を利用して
学校まで30分から60分ほど
です。朝、夕食付で個室利用
です。

●滞在

● 利益を追求しない語学教育財団のためハイクオリティー・ロープライスを提供
● 授業料・滞在費用などのコース費用の内訳を公表。（授業だけの参加も可能）
● その確立された教授法から、ヨーロッパ評議会の語学教育顧問をつとめる
● 語学知識だけでなく、週末・放課後には独自の様々な学校イベントを提案
● 国籍豊かな小人数クラス（ハイシーズンでも1クラス最高14 名まで）
● ベーシックコースでも、週約1000分のボリューム（1レッスン45分～50分）
● 各クラスを語学教師の資格を有する2～3名の教師で担当
●ホストファミリーの慎重な選択と定期的なチェック（1人部屋が標準提供）
● 口頭面接を含む試験による適切なクラス分け
● 街の中心に位置する校舎
● 世界中の企業・大学・政府により認められた証明書を発行



サンディエゴ校

フランス パリ校

1週間
2週間
3週間
4週間

 ¥137,000～
 ¥208,000～
 ¥279,000～
 ¥349,000～

2週間
1週間

3週間
4週間

 ¥137,000～
 ¥192,000～
 ¥248,000～
 ¥291,000～

2週間
1週間

3週間
4週間

 ¥164,000～
 ¥240,000～
 ¥315,000～
 ¥376,000～

2週間
1週間

3週間
4週間

 ¥137,000～
 ¥192,000～
 ¥248,000～
 ¥291,000～

2週間
1週間

3週間
4週間

 ¥102,000～
 ¥160,000～
 ¥217,000～
 ¥269,000～

マルタ校（英語）

ケープタウン校

マルタ
Malta

2週間
1週間

3週間
4週間

 ¥133,000～
 ¥176,000～
 ¥218,000～
 ¥261,000～

2週間
1週間

3週間
4週間

 ¥101,000～
 ¥154,000～
 ¥208,000～
 ¥261,000～

2週間
1週間

3週間
4週間

 ¥144,000～
 ¥232,000～
 ¥319,000～
 ¥406,000～

フランス ラ・ロシェル校

2週間
1週間

3週間
4週間

 ¥129,000～
 ¥200,000～
 ¥272,000～
 ¥344,000～

2週間
1週間

3週間
4週間

 ¥128,000～
 ¥171,000～
 ¥213,000～
 ¥250,000～

2週間
1週間

3週間
4週間

 ¥109,000～
 ¥150,000～
 ¥191,000～
 ¥232,000～

2週間
3週間
4週間

 ¥147,000～
 ¥193,000～
 ¥239,000～

ルーネンバーグ校

ゴールウェイ校（　　　　　 ）

南アフリカ共和国
Republic of South Africa

カルチェ・ラタン中心部の静かな遊歩道の
中にある学校は、幅広いレベルに対応した
さまざまなコースを提供しています。
モダンな外観の内部は歴史ある雰囲気に
満ち、ブドワールグランドピアノもあります。

●ハイライト
•観光名所に近い理想的な
ロケーション
•街中心部での静かな学習
環境
•近代化された歴史ある校舎
•ファッションコース
•ワークエクスペリエンス

●アクティビティ
レジャーや小旅行の一例
•市内バイクライド
•チョコレート博物館
•リバーボート・トリップ
•シャトー・ド・ラ・ロワー
ルへの旅行
•コートダジュールへの旅行
•ノルマンディー

●滞在
ホームステイ
便利な地下鉄
またはバスを
利用し学校まで
15分から60分
ほどです。

斬新なデザインの校舎は、
海岸や街中心部へほど近い、
理想的なロケーションにあり、
一般フランス語やフランス語試験
対策コースを提供しています。

活気あるブライトンの街中心部に
位置する校舎は、近年改装され、
英語を習得する素晴らしい
学習環境が整えられています。
学校は世界的に知られるロイヤル
パビリオンの向かい側、ビーチまでも
徒歩数分のロケーションにあります。

ユーロセンターの提携校である
Alpha College of English は、
オコネール通りからわずか
１ブロック、ダブリンの街中心部に
あり、さまざまなレベルに対応した
英語コースを提供しています。

大学都市として由緒あるゴールウェイは、
西海岸の経済・文化の中心都市。数多くの
詩にもうたわれたゴールウェイ湾と手付
かずの自然の風景に囲まれています。
学校は歴史的な18世紀のブリッジミルズ
内にあります。

ルーネンバーグは歴史的な旧市街にあり、芸術と
音楽の中心地です。美しい港を見渡せる海辺の
町は、自然の宝庫でもあり、本物のカナダを発見
したい人に最適な場所です。
学校は、多くのトレンディな地元のお店や、
パブ、カフェ、美術館などからわずか数分です。

サンディエゴで英語を学ぼう！
サンディエゴ・ランゲージ・
スクールはちょうど、
市内でも賑やかなガスランプ
地区という絶好の場所にあり
ます。

世界で最も美しい都市の一つ、バンクーバーの中心に
位置する学校は、ブランド街やレストラン、そしてウォーター
フロントも徒歩数分の便利なロケーションにあります。

●アクティビティ
レジャーや小旅行の一例
•カヤック
•NHLホッケー観戦
•ホエール・ウォッチング
•シアトルへの旅行
•ロッキー山脈への旅行
•スキー旅行

学校はCNタワーやメジャー
リーグスポーツスタジアムまで
徒歩数分、多くのお店、
レストラン、劇場、ナイトクラブ
の集まる便利の良いエンター
テイメント街にあります。

世界で最も美しい街の一つで異文化に
触れるには絶好の美しい国際都市です。
ここは地球のパワースポットとも
言われ、喜望峰360度の景色が広がる
テーブルマウンテンや大自然とラグジュ
アリーの空間をお楽しみいただけます。

ホームステイは、学校から徒歩で
5～15分圏内の距離。
•晴れ間の多い温暖な地中海気候
•島内への散策が便利な場所に
　あり、浜辺まで徒歩数分
•校舎は、閑静な住宅街にある
　1クラス最大12名

ユーロセンターケアンズ校は便利な街中
心部にあり、Cairns Business College
のある教育を目的に設計されたモダンな
キャンパスに併設されており、さまざまな
レベルに対応した幅広い英語コースを
提供しています。 

※教材費は現地払い

ブリッジマイルズゴールウェイ
ランゲージセンター

3食／往復送迎付

冬期休校：1/1～2/28、10/12～12/31



現地費用

1 土

2 日

3
〜
14
〜
月

金

15土

福岡／関空／名古屋／東京発　（各自手配）　ロンドン着後、各自で
ホームステイ先へ。（※航空券の手配が必要な方はご相談ください。）
※空港からホームステイ先迄の送迎手配をします。（別料金）

朝食後、自由行動。※学校迄の下調べ、チェックや町の体験をお楽しみください。

朝食後、各自で空港へ。※送迎希望者は車を手配します。（別料金）
各自で空港カウンターチェックイン。ロンドン発

16日 東京／名古屋／関空／福岡着

【機中泊】

【ホームステイ泊】

【ホームステイ泊】

【ホームステイ泊】

3日目：朝食後、学校へ。※Eurocentresオリエンテーション（クラス分け）
3日目～14日目　午前中：英語研修スタート（2週40レッスン）
午後：自由（※追加授業週25、30レッスン希望者は、お問い合わせください！）
放課後及び週末は、学校イベントや近隣散策（ロンドン市内、大英博物館、
ナショナルギャラリー）などをお楽しみください。（別料金）
各種エクスカーション
ワイト島やコッツウォルズ、オックスフォードなど、
イギリス国内の有名な場所を巡りましょう。
●1日ツアーもしくは週末ツアー。
●価格には交通機関およびツアー代金が含まれます。
●週末ツアーには滞在費が含まれます。
●全てのツアーには、ガイドおよびフリータイムが含まれます。

※英国人家庭にホームステイ。（2週間個室利用、朝・夕食付）
※EUROCENTRES　LONDON&Homestay1週間毎の延泊可能！1週間（20レッスン）。

LONDON ロンドンセントラル EUROCENTRES校
EUROCENTRES LONDON Central:29,Belgrave Road.SWIV IJD

2020年度開講日のコース費用変動のご案内
■16歳以上から受付可能。
■記載の各都市コース費用に含まれるもの
手続料金、入学金、現地滞在先手配料金、週20レッスン（1レッスン45分～50分）の授業料、各校記載の滞在費用及び規定の食事等
■記載の各都市コース費用に含まれないもの
往復航空チケット、燃油特別付加運賃、空港使用税、海外旅行傷害（留学）保険、現地での通学費用及び規定外の食事、帰国時の滞在先から空港までの交通費、到着空港出迎え料金、そ
の他、個人的なお小遣いなど
※一部の学校は、ハイシーズン（夏期など） 期間中は、別途授業料や滞在費用に追加料金が必要となります。
※各コース費用は、2019年10月25日現在の外国為替相場にての算出例です。
※開講日がその国の祝日の場合は、その翌日が学校初日となります。
※クリスマス休暇（2週間）は学校は休講です。（一部学校を除く）
※ユーロセンター校の滞在はコース開始前週の土曜日午後から終了週の土曜日朝までとなります。（一部学校を除く）

　お申し込みされる週の月曜日に三菱UFJ銀行が発表
した外国為替（TTS）レートを基に換算した1現地通貨単
位あたりの日本円に5円を加算（小数点以下切り上げ）し
たレートで算出し価格を決定させていただきます。従いま
して、お申込みされる週によって、多少の金額の差異が
生じますことを予め御了承ください。

AII
アクロス国際教育センター

●場所
地下鉄のビクトリア駅から徒歩数分の
エクレストン・スクエアの隣に位置する
ユーロセンターロンドンセントラル校は、
勉強だけでなく街の探索にも絶好の
ロケーションです。
交通機関との接続も良く、学校へのアクセス
も簡単です。近隣の通りにはたくさんの
ショップやレストランがあります。

●校舎
ロンドンセントラル校は、瀟洒なビクトリア朝建築のタウンハウスが校舎となっています。
室内は、明るく設備の整った教室、たくさんの社交スペースなど、近代的な学習に必要な
すべての設備に合わせて改装されています。
●設備とサービス
10教室/インタラクティブホワイトボード/コンピュータールーム/ラーニングセンター/
ガーデン/学生ラウンジ/自動販売機/Wifi

Activities ※ロンドン市内研修

School：London　ロンドンセントラル授業風景

時間割：週20レッスン月～金曜日　9:15AM～13:00PM（午前クラスのみ）
※週25レッスン、30レッスン（＋午後14:00～16:15迄追加コース有り）（別料金）

英国ロンドン研修16日間
高校生～大学生・社会人・シニアまでご案内します。

Activities Overview
毎週のソーシャルアクティビティに参加して、クラスメートともっと
知り合いになりましょう！週末を含め毎日イベントが開催される為、
イギリス文化についてもっと学び、英語を上達させる機会がたくさん
あります。
ライブ・ミュージックナイトや美術館の特別展に行ったり、パブナイト
で会話スキルを練習しましょう。
もっと探検したい場合は、イギリス国内の他の有名な都市への
日帰り旅行に参加してみましょう。

春・夏・冬休み企画
LONDON着日～LONDON発日迄229,000円～

現地
企画手配
14日間

■スケジュール　※1名から受付します。　注 往復航空券は含まれていません。

海外留学のお問い合わせは
旅行取り扱い：（株）レジャープラン

アクロス国際教育センター
ご予約は☎092-725-9050　E-mail : info@aii-japan.com

英国人の家庭滞在2週間とロンドン
EUROCENTRES校英語研修！
●世界で最も大きく国際的な都市の一つであるロンドンは、
ファッション、音楽、デザイン、そして映画のトレンドを
発信しています。当校舎はヴィクトリア駅近くに
位置しています。多種多様なバーやレストランが集まり、
さまざまなミュージカルや演劇、コンサートが
催されているこの街の魅力は尽きることがありません。

Activities
ロンドン市内研修（アフタヌーンティ、ミュージカル鑑賞、美術館見学など）や郊外研修を自由にお楽しみ下さい。

研修ハイラ
イト


	hyoushi
	nakamen_hidari
	nakamen_migi
	urabyoushi



