
旅行プラン（宿泊・航空券付） 4日間 関空発着【旅行代金】150,000円（燃油・税類別）

羽田発着【旅行代金】165,000円（燃油・税類別）

現地集合解散プラン（航空券なし宿泊付）  4日間 【旅行代金】110,000円（燃油・税類別）

★関空・羽田発着以外、日本各地から出発の方はこちらにお申込みください。航空券は弊社でもご手配可能です。

研修プログラム参加（宿泊・航空券自己手配） 4日間 【参加費用】90,000円（弊社手数料込）

【募集人数】  32名（４クラス 初級～高級）※ 最少催行:24名 

【注意事項】 
◆不催行時、ご自身で予約購入された宿泊・航空券などの払戻しについては責任は負いかねます。 
◆旅行プランの料金には、下記空港税類、燃油サーチャージ等は含まれておりません。 
  ・羽田空港使用料 2,570円 ・関空使用料 3,040円 ・海外空港税 約2,800円  
  ・燃油サーチャージ 約 2,500 円 ：国際観光旅客税 1,000円 ＊2018年11月時点 
●宿泊するお部屋は2名1室となります。同室者指定がない場合の部屋割りは弊社にて決定致します。 
 
【旅行プランの旅行代金に含まれるもの】 
◆日程に明示した利用国際線航空機（エコノミークラス）の往復運賃・航空特別保険料 ◆現地研修費ならびに事前研修費用および教材費用 ◆日程に明示した
宿泊の料金 ◆お１人様につきスーツケース等の航空機受託手荷物運搬料金（20kgまで）◆日程に明示した食費 ※上記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はいたしません。 
【旅行プランの旅行代金に含まれないもの】 
◆食事付きと明示されている以外の滞在中の食事 ◆クリーニング代、電話代、おこづかいその他個人的に自由行動する場合の全経費 ◆日本国内のご自宅と集合
地・解散地間の交通費・宿泊費・手荷物運搬費 ◆傷害・疾病に関する医療費 ◆超過手荷物料金 ◆燃油サーチャージ、空港施設使用料、空港税・出国税 
◆現地交通費（空港⇔宿泊先の公共交通機関運賃、通学交通費等） 

【お申込みの際の注意点】 
★ご友人同志２名同室をご希望の際には備考欄／通信欄に必ず同室希望者名をお書きください。 
★航空券・宿泊等をご自身で手配される方は催行決定までご予約をお控えください（催行不催行に関わらず渡航される方はご予約下さい。 

日付 時間 予定 ホテル／食事 

3/21 
（木） 

午前 
 

15:00 
16:00 

 
18:30 
20:00 

 空路にてソウル（金浦・仁川空港）へ 
 着後、専用車にてホテルへ 
 スタッフ同行にて漢陽大学へ 
大学にて入学式とクラス分けテスト（ ～18:00） 
参加者交流夕食会【希望者のみ。事前申込】  
（15,000ｳｫﾝ程度 現地払） 
終了後解散。各自宿泊先へ 

宿泊： 
ウェスタンコープ 
レジデンス東大門 
（予定） 
食事：－／－／※ 

3/22 
（金） 

 
8:00 
9:00 
12:30 
14:00 
17:30 
19:30 

ホテルにて各自朝食。 
ロビー集合。スタッフ同行にて漢陽大学へ（地下鉄） 
入学式、韓国語授業（～12:30 3時間） 
昼食休憩（～14:00） 
韓国語授業（ ～16:50  3時間） 
前田先生特別講座（～19:30 2時間） 
終了後解散 

宿泊： 
ウェスタンコープ 
レジデンス東大門 
（予定） 
食事：朝／昼／－ 

3/23 
（土） 

 
9:00 
12:00 
13:30 
15:30 
18:30 

 

ホテルにて各自朝食。食後、各自学校へ 
 韓国語授業（ ～11:50 3時間） 
昼食休憩（～13:30） 
韓国語授業（ ～15:20 2時間） 
大学生との会話（~17:30 2時間）終了後解散。 
前田先生を囲んで夕食会（韓式ビュッフェ・大学路） 
【希望者のみ。事前申込】（30,000ウォン程度 現地払） 

宿泊： 
ウェスタンコープ 
レジデンス東大門 
（予定） 
食事：朝／昼／－ 

3/24 
（日） 

 
9:00 
11:00 
12:00 
12:30 
夕方 

ホテルにて各自朝食。チェックアウト。各自学校へ 
韓国語授業（ ～10:50 2時間） 
先生と懇談会と昼食（~12:00 1時間） 
修了式 
解散。各自ホテルに戻り荷物を受け取り専用車にて 
空港へ 
ソウル発 日本着 

宿泊：－ 
食事：朝／昼／－ 

※上記プログラムは学校の諸事情により変更する場合もございます。 

ミレ会員 3,000円 
リピーター様 4,000円割引 

過去2回以上参加の方 5,000円割引 

＜授業時間数＞ 
韓国語授業 15時間 
学生交流会話 2時間 
先生と懇親会 1時間 計18時間  

コースのオススメポイントとオプション 

６～８名の少人数クラス／４レベル設定 

学習効率を高めるため１クラス８名までとし 
４レベルにクラス設定を致します。 
※ただし参加者が少ない場合は３クラスになること
がございますので御了承下さい。 

前田真彦先生ソウル特別講座（2時間） 

「発音クリニック講座 ＆ 個別指導」  
日本人ならではの難しい韓国語の発音 
のコツを前田先生がズバリ教えます。 
発音レッスンを個別指導が実施されます 
（参加料は代金に含まれています） 

各種オプション滞在設定可能！ 

◆ホームステイ滞在費用  16,000円追加 

 （到着時空港出迎え有り。朝夕食付） 

◆前泊延泊 1泊1室 10,000円 追加 
 （同室の方と一緒にお申込み下さい） 

◆１人部屋指定 15,000円（3泊）追加 

前田先生と話そう！交流夕食会（現地払） 

◆3/21 サムギョプサル（15,000ウォン程度） 
◆3/23 行列のできる韓式ビュッフェ 
（30,000ウォン程度） 

日程：2019年3月21日（木祝）～3月24日（日）4日間 

超短期講座 
おかげさまで 
第10回を 
迎えました 

割引 



お申込方法 

★入金確認をもって正式なお申込みとなります。なおお支払は振込・現金のみとなり、クレジットカード払いはお受けしていません。 
★残席数、申込状況については毎日エデュケーションまでお問い合わせください。 

お問い合わせ窓口：フリーコール 0120-952295  
営業時間：月～金・第1・第3土曜日、10:00～18:00（日・祝・第2.4土曜は定休） 

1、下記オンラインフォームより、お申込みください。 
  

  申込フォーム  https://bit.ly/2PnI59a 
 

4、催行決定の連絡後、申込金を所定の弊社銀行口座へお支払ください。 
   
  お申込金 30,000円（お申込金は旅行代金等に充当されます） 
  三菱UFJ銀行 神田支店 普通口座 1230382  株式会社毎日エデュケーション 
  ★申込金のご入金をもって正式なお申込みとなります。お申込書を送付頂いてもお申込金入金 
   までは正式なお申込みとはなりません。また、キャンセル料などはかかりません。 

2、申込受領後、受領確認メールもしくはお電話にてご連絡致します。 

申込締切日：2019年1月11日（金）定員に達し次第締め切り 

お申込みフォーム
QRコード 

3、催行決定後、メールにてお知らせ致します。 

 旅行プラン・現地集合解散プランの取消料 取消料 

旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって４
０日目に当たる日以降に解除するとき（ロからニまでに掲げる場合を除く。） 

旅行代金の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に解除する場合（ハ及びニに
掲げる場合を除く。） 

旅行代金の20％ 

旅行開始日の前々日以降に解除する場合（ニに掲げる場合を除く。） 旅行代金の50％ 

旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100％ 

 プログラム参加プランの取消料 取消料 

お申込後～7日以内 0円 

8日目以降～開講日からさかのぼって7日前 10,800円 

開講日6日前から開講日前日 43,200円 

開講日当日以降 研修費用全額 

※「お申込み後」とはお申込金のご入金後を指します。 

【お問合せ・お申込先】 株式会社 毎日エデュケーション 担当：石渡（いしわた） 
本社 〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル  

大阪オフィス 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-5-6 桜橋八千代ビル6F 
フリーコール 0120-952295  EMAIL：korea@myedu.co.jp 

【旅行企画・実施】観光庁長官登録旅行業第1280号 株式会社 毎日企画サービス 

企画概要 

企画概要 旅行プラン 募集人数 32名（4クラス編成）初級～上級クラス 

研修校 漢陽大学校 韓国語教育院 最少催行 24名（4クラス編成）初級～上級クラス 

発着地 
関西空港もしくは羽田空港発着（旅行プラン） 
その他地方発着等は現地集合解散プランでお申込みください 

宿泊 
ウェスタンコープレジデンス東大門もしくは同等クラス
（基本２人部屋）、朝食付き ※一人部屋オプションあり 

添乗員 
添乗員はおりません。弊社現地スタッフが適宜サポート致しま
す。 

食事 
旅行プラン・現地集合解散:朝食3回、昼食3回 
研修プログラムのみ参加の方:昼食3回。 

開催地 大韓民国・ソウル  航空会社 アシアナ航空もしくは大韓航空 

参加条件 年齢・国籍制限は問いません。但し18歳未満の方は要相談） 旅行条件 申込条件は別途ご確認ください。  



フリガナ 

お名前（漢字） 
性 別 □男 □女 国  籍 

パスポート名 

（ローマ字） 
生年月日 西暦        年   月   日 

別名（通名）                                    年 齢 歳 

フリガナ 

現住所 

〒      －       

 

 

◆出発前に住所変更の予定／ □有 □無 

自宅電話 PCメール 

携帯電話 携帯メール 

職 業 

□会社員 □公務員 □自営業 

□学生 □バイト  

□主婦 □無職  

□その他（      ） 

□ミレ韓国語学院会員  □会員ではない 

□弊社企画に参加したことがある 

□韓国語力：ハングル検定（   ）級 TOPIK（   ）級 

□学習期間：＿＿＿＿＿ 年・ヶ月 

宿 泊 

※旅行プラン 

現地集合解散の方のみ 

□２人部屋（同室申込者がいる方はそのお名前：               ） 

□１人部屋希望（15,000円／3泊） 

□ 延長滞在（1人部屋もしくは同室者同一日程の場合 □滞在希望日  月  日～  月  日 

□ ホームステイ滞在変更（16,000円・朝夕食付） 

 

オプション予約 

☑を入れて 

ください 

 

※出発直前に 

最終確認を致します。 

 

3月21日（木祝）参加者交流夕食会 

予定：サムギョプサル ※現地払 約15,000ウォン 
□参加 □不参加 □未定 

3月22日（金）前田先生特別講座（旅行代金に含まれています） □参加 □不参加 □未定 

3月23日（土）前田先生参加・夕食会 

予定：韓国式ビュッフェ ※現地払 約30,000ウォン 
□参加 □不参加 □未定 

パスポート 

パスポート番号：                 発行年月日             年        月       日 

□これから申請  □現在更新中 □更新予定  

※有効期限は入国時から3ヶ月以上有効か御確認下さい。 

渡航中の 

緊急連絡先 
氏名 続柄 電話番号 

20歳未満の方は保護者同意サイン 

本プログラム申込み条件書の内容に同意し申し込みます。 
親権署名 

 
通信欄 

（ご要望・ご質問等お書き下さい） 

受付 入金 初回 書類受 最終案内 

韓国短期研修申込書                                                            
FAX＜大阪支社＞06－4797－7808  メール添付送信先：Email: osaka@myedu.co.jp 
※研修プログラム参加のみプランは海外手配旅行約款の適用となります。条件書が異なりますので御確認下さい。 

弊社使用欄 

プログラム名 前田先生と行く韓国語超短期研修＜漢陽大学校＞ 

お申込みプラン □に ☑をいれてください 

□ 旅行プラン（航空券・空港送迎付）  □羽田発着 □関西空港発着 

□ 現地集合解散プラン （航空券はご自身で手配。宿泊先に直接集合してください） 

□ 研修プログラム参加プラン（航空券、滞在先は自己手配。初日学校にて集合してください） 

mailto:osaka@myedu.co.jp

