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Directto your heart

オーストラリアシドニーで夢を叶える!
カンタス航空にCA留学しませんか?

P日間
カンタス"凡= A
体験゜ログラム
(キャビンアテンダント)

期間:2019年3月2日(土) 3月18日(月)
募集人員24名様/最少催行人員12名様

旅'一代

(お1 様)

国内空港税・旅客保安サーピス料・海外空港諸税が別途発生します。なお、今後変更される場合がございます。
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4つのボイント
1.カンタス航空本社にて1週間の本格CAトレーニング
.ウエスタン§ンドニー大学で1週間の英語研修

現地白本人のサボート付き
出発前の専門研修
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Veronique Johansson

Customer seNice Mana宮er/ Trainer
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予定スケジユール
=

^

詳細
11 16(金)

受付期間

出前
2月

出発前ガイダンス

現地スケジユール、持ち物、ホームスティ、現地生活の注'事項、空専門用語など

1日目

3 2(土)

羽田(22:00発)QF26便

2日目

3 3(日)

シドニー(08:30着)→専用車にて→ホストファミリー宅へ

3 4(月)

ウエスタンシドニー大学付英コース"Th.C0116即"1ミて語学
午前:オープニングセレモニー、オリエンテーション、ウェルカム.ティー

タ:機内

機内泊

機00
朝昼タ

ホストファミリー宅泊

午後:ホームステイエッセンシャルワークショップ

3 5(火)

午前:英語コース午後:英語コース
ホストファミリー宅(泊)

3/6(水)
.

目

午前:英語コース
午後:シドニー・シティ・ツァー

オペラハウス、ハーバーブリツジ、ダーリングハーバー、チャイナタウン

朝:0
昼・ X
タ:0

など有名ポイントを車、バスなど公共交通機関を使って下車光いたします
3/フ(木)

3/8(金)
3/9(土)
3/10(日)

QFプログラム専用準備英語クラス
例サービス業用語、航空業界用語、機内の食事・飲み物など
午前: Fプログラム専用準備英語クラス

ホストファミリー宅(泊)

午後:オリエンテーション(トレーナーの紹介)

自由行(各自) T☆e Rocks, T討onga zoo, Manly Be8Ch, Luna park, The Tramsheds,
BlueMoun始i"Sなどを訪れてみてはいかがでしょうか?

3/15(金)

カンタス航空フライトアテンダント体験プログラム
制服を貸与され、カンタス空本社の研修施設にて本格トレーニング
(例:A380型機内見学、ビジネスクラスミールサービス研修、カスタマーサービス
ロールプレイなど豊富な実践メニュー)

3/16(土)

自由行動(各自) Bondi B舶Ch, The Gmunds Ale胎nd"a, Featherdale Ⅷld肝e pa"k,

3/11(月)
^

2週目

ホストファミリー宅(泊)

Queen victoHa Building 巡りもお勧めです。

3/17(日)

大学に集合→専用車にて→シドニー空港へ

3/18 (月)

羽田(05:15着)

シドニー(20:50発)QF25便

朝:0
昼:0
タ.0

ホストファミリー宅泊)

朝.0
昼: X
タ:0

ホストファミリー宅(泊)

朝.0
昼:0
タ:0
朝:0
昼:0
タ:機内

ホストファミリー宅泊

機内泊
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カンタス航空CA体験ブログラム
WESTERNSYDNEY

QANTAS

UNIVERSITY

The c011e宮e
CA 修

狂研
ウェスタンシドニー大学付属英語コースにて、他国か

の留学生と

帋岨を用し、 カンタス航空専用トレーニング施設にて研修。学んだ

英語を使って

とも1 英語研修。
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A体験トレーニングと恋りぎす
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休憩室(The c011e目e

本社ピル外観

現役CAトレーナーによるトレーニング風景

研修用客室の内部(ファーストクラス)

サービス・トレーニング(ごジネスクラス

エアハス380機内

よくいただくQ&A
...............................................................................................................

Q.英語力はどのくらい必要ですか?

A.特に設けてはおりませんが、プログラムの性質上、英検準2級以上はあった方がよいと思われます
Q.制服をしていただけるのですか?

A.はい。プレミアムクラス用のジャケットを着用して、機内サービス・トレーニングを受けていただきます
Q.男子学生は参加できますか?

/

^

A.もちろんです。カンタス航空のフライトアテンダントにほ男が多いことでも有名です。
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Q Thec011e目eでの英語研はどんなクラスですか?レベルは?
A.同じ英語レベルの学生と一緒の国際クラスでの研修となります。

、

、

......................................................................................................................

★押当者からのコメント★
カンタス航空の研修を受けるチャンスてす!
てもグローバルな人材が求められている今、

144都市に就航する航空会社の「世界厄連用ダるボ只ビ易りティ小を学へます。"旦本̲

CAを目指す方はもちろん、世界を餐台1口活語す局毛め1モ皇1ヒお豆すめいだ●ます丁.
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【募集型企画旅行契約】

この旅行は、株式会社阪急交通社東京団体支店(観光庁登録旅行業1847号X以下「当社」といいます)が企画・実施するものであり、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となります。詳しい旅行条件を説明した面をお渡し致しますのでご確認のうぇお申し込みください。募集型企画旅行契約の内容・条件は、
ハンフレット・別途条件書・出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
皿カンタス航空キャビンアテンダント体験プログラム
■日程:17日間 2019年3月2日(土) 3月18日(月)

亜場所:シドニー■引率者・添乗員:同行いたしませんが、大学スタッフなど現地係員がお世話いたします。
■料金

旅行代金 149,240円(★1)
研用452,725円(★2)
総額 601,965円

※旅行代金には、国内空港使用料、旅客保安サービス料、海外空港税、国際観光旅客税を含みません。
燃油サーチャージは不要なお、今後変更される場合がございます。

厘宿泊施設:ホストファミリー宅となります(1家庭につき日本人1名)
■利用航空会社:カンタス航空

■旅行代金に含まれるもの

日程に明示した往復の航空券(エコノミークラス)※日程に明示した送迎バス等の料金※日程に明示したホームスティ費用
※日程に明示された観光に伴う入場料・拝観料・及びガイド料金
※日程に明示した食事、サービス料金
※お一人様スーツケースー個の手荷物の航空機又は現地での運搬料金
■代金に含まれないもの

※超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容積・個数を超えるもの)

※国内空港使用税(2018年8月現在 2.570円)、旅客保安サービス料・海外空港諸税(2018年8月現在10240円)、国際観光旅客税(2019年1月導入予定1,000円)
※クリーニング代、電報、電話代、チップ、その他追加飲食費用など個人的性質の諸経費用及びそれに関わる税・サービス料金
※渡航手続き諸費用(旅券印紙代、証紙次第、査証料、予防接種料金、渡航手続取扱料金等)

※日本国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・手荷物運搬料金及び、旅行開始日の前日・旅行終了日等の宿泊費
※傷害・疾病に関する医療費等※海外旅行保険料
※シドニー・シティーツァー(Thoc011egeteache門が引率いたします)1こおける交通費(バス・電車・フエリーなど)
※ホームスティ先からThec011egeならびにカンタス航空本社ビルまでの往復交通費バス・電車など)
■利用施設:ホームステイ

14/昼5/タ14 (*機内含まず)
■食事回数
■最少催行人員:12名
■申込方法:下にてお申込みください。
盟受付期問:2018年11月16日(金)までお申込者が募集定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。
匡取消料:お申込後、旅行取消があった場合は規定により下記「取消料」を申し受けます
ご入金後の取消の場合は、「取消料」「金融機関振込手数料」を除いた額をご返金いたします。
※取消時のレートはウエスタンシドニー大学から日本へ着金した日のレート(TrB)となります。
皿募集人員:24名

旅行契約の解除日

取消料(お1人様)

研用にかかる取消料(上記★2)
旅行契約の解除日

取消料(お1人様)

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
る日以降に解除する場合(へおよび卜1こ掲げる日を除く)

旅行代金の20%

申込後 2019年1月19日(土)

AUD $500

2019年1月20日(日)以降

旅行開始日の前々日以降に解除する場合
(ハに掲げる場合を除く)
旅行開始後の解除又は無連絡参加の場合

旅行代金の50

32,400円+プログラム費用 10%
32,400円十プログラム費用 50%
プログラム費用 10眺

旅行代金にかかる取消料(上記★1)

旅行代金の 100

2019年1月31日(月)以降

旅行当日または無連絡不参加の場合

■当社および当社の手配代行者は、次に掲げるような事由によりお客様が被害を被った時は責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日
程の変更もしくは旅行の中止、運送・宿泊機関の事故もしくは火災、又はこれらのために生じる旅行日程の変更、もしくは旅行の中止。日本又は外国の官公署の命令、外
国の出入国規制又は伝染病による隔雛、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、運送機関の不通又はこれらによって生じる旅行行程の変更もしくは目的
地滞在時間の短縮。
■上記条件は2018年8月1日までに判明済みのものを基準としております。
■上記最少催行人員に満たない場合は旅行を中止する場合もあります。その場合はご出発の3週間前までに連絡いたします。
■ハスポート必要残存期間は入国時3ケ月十滞在日数以上です。
■オーストラリア入国には事前にETAS(イータスの取得が必要です。事前にETASの申請をしてください。(代行手数料:3,240円)

皿海外危険情報、現地の治安、病気にっいては渡航先(国、又は地域)1こよっては、外務省より危険情報等の安全関係の海外渡航関連情報がだされている場合があります。
お申込の際にご確認下さい海外渡航関連情報は外務省海外安全相談センターなどでもご確認いただけます。
●外務省 TEL:03‑3580‑3311 URL:h廿P:艸W.mofa.Ξ0卯ノ
<特別補償>

お客様がご旅行参加中にその生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、予め定める額の補償金及び見錘金を支払います。
<個人情報保護について>

弊社では、個人情報保護法の主旨を尊重いたしまして、これを遵守してまいります。本ツァーご参加に際し、ご提出いただきます"申込害"1こ記載された個人情報につきまし
ては、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊施設などについては最終日程
表に記載されています。)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の手続きに必要な範囲内での利用に限らせていただきます。
<旅行条件書について(要旨)>
お申し込みの際は、この旅行条件(要旨)と別途お渡しする旅行条件書を必ずお読みください。

旅行化関するお申込み・お問合せ

プログラムに関するお問合せ

ミ■ 03‑6745‑7310

捻 03‑3340‑5300

平日10:00 17:00 (土・日・祝休業)

鵬阪急交通社東日本営業部教育旅行課総合旅行業務取扱管理者.濱崎和則

巨三ヨ 0kcstudyヒ0ur@koryu.COJP

〒巧3‑85的東京都目黒区青葉台3‑6‑28 住友不動産青葉台タワ‑8階
観光庁長官登録旅行業第1847号一般社団法人日本旅行業協会正会員

平日10:00 18:00 (第1・ 3 ・ 5土・日・祝休業)
土曜11:00 18:00 (第2 ・ 4土曜日)

【承認】 89T8292
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貴任者てすこの旅行の契約に閏L、担当者か
らの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者こご質問下さい
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会
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公会

阪急交通社
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旅協

心に届く旅

旅行企画
実施

OKC株式会社
〒163‑0639東京都新宿区西新宿1‑25‑1 新宿センタービル39階

