
●時間帯のめやす…早朝＝4：00～6：00　朝＝6：00～8：00　午前＝8：00～12：00　
昼＝12：00～13：00　午後＝13：00～17：00　夕刻＝17：00～19：00　
夜＝19：00～23：00　深夜＝23：00～04：00

※この日程表は最新の情報に基づいて作成されていますが交通機関の事情に
　より変更になることがございます。

学校のイメージ

明日を生きる子どもたちに明日を生きる子どもたちに明日を生きる子どもたちに明日を生きる子どもたちに明日を生きる子どもたちに 西表島水牛車のイメージ

小学生・中学生のための小学生・中学生のための小学生・中学生のための

小学生・中学生・高校生のための  小学生・中学生・高校生のための  小学生・中学生・高校生のための  

〈石垣島・無人島・西表島〉５日間

オーストラリア13日間

https://va.apollon.nta.co.jp/coop2018専用WEBサイトでは、過去の参加者体験談や語学学校・ホームステイなどの情報も掲載しています。是非ご覧ください。専用WEBサイト▶

下記専用WEBサイトから、または裏面にある「お問合せ
フォーム」に必要事項を記入し、FAXまたは郵送願いま
す。プログラムの内容や、旅行条件、ご出発までの手続に
ついて説明した資料や申込書を送付いたします。資料到
着後に旅行条件を説明した書面をお読みになってから、
申込書に必要事項をご記入の上、当社までお送り下さ
い。申込金は専用WEBサイトからのクレジット決済ま
たは裏面の各コース指定の口座へ締切日までにお振り
込み下さい。旅行契約は、申込書と申込金が揃い当社が
契約の締結を承諾した時に成立するとします。
※申込金：海外ホームステイ （80,000円）
　　　　　沖縄自然体験活動 （30,000円）

※ご参加希望多数の場合、先着順で締め切りますので、お早めに申込み下さい。
申込締切日 ： 2018年6月13日（水）

お問合せ・お申込み方法

●旅行期間／2018年 7月25日（水）～8月6日（月）
●募集対象／平成30年度小学5年生～高校3年生

●旅行代金／

●旅行期間／2018年 7月23日（月）～7月27日（金）
●募集対象／平成30年度小学4年生～中学3年生

●旅行代金／
旅行代金には燃油サーチャージ（2018年3月1日現在0円）・航空保険
料（1,200円）、並びに成田空港施設使用料（大人2,610円、小人1,570
円）、現地空港税（約10,120円）は含まれておりません。別途お支払い
いただきます。詳しくは裏面をご覧ください。
■発着地：福岡空港 ■最少催行人数：30名(全県の合計)
■添乗員：1日目羽田空港到着時から、13日目羽田空港出発時まで
　同行してお世話いたします。 ※福岡空港の集合場所では係員が
　チェックインのお手伝いをいたします。
■利用予定航空会社：カンタス航空（エコノミークラス）
　国内線：日本航空・全日空・スカイマーク・ジェットスタージャパン
■宿泊施設：ブリスベンでのホームステイ
　(1～3名 1家庭　原則2名1家庭となります。)
　成田空港周辺：成田エアポートレストハウス、または成田ゲート
　ウェイホテル(2～3名1室  バス・トイレ付)
■食事：朝11回、昼10回、夕10回（機内食は含みません）

●旅行期間／2018年 8月8日（水）～8月20日（月）
●募集対象／平成30年度小学5年生～高校3年生

●旅行代金／
旅行代金には燃油サーチャージ（2018年3月1日現在0円）・航空保険
料（1,200円）、並びに成田空港施設使用料（大人2,610円、小人1,570
円）、現地空港税（約10,120円）は含まれておりません。別途お支払い
いただきます。詳しくは裏面をご覧ください。
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スケジュール地名日程

［午前］ホテルから那覇空港へ
［10:25～11:50］那覇空港　　
［12:15～13:35］福岡空港 着

【石垣島「ホテルミヤヒラ」（2～４名１室利用）泊】

【石垣島「ホテルミヤヒラ」（2～４名１室利用）泊】

【那覇「南西観光ホテル」（2～４名１室利用）泊】

7/24
火

7/25
水

7/26
木

7/27
金

【無人島キャンプ】

■発着地：福岡空港 ■最少催行人数：20名(全県の合計)
■添乗員：1日目那覇空港到着時から、5日目那覇空港出発時まで同行
　してお世話します。※福岡空港の集合場所では係員がチェックイン
　のお手伝いをいたします。
■利用予定航空会社：スカイマーク・日本トランスオーシャン航空・
　琉球エアーコミューター・日本航空・全日空・ソラシドエア（普通席）
■利用バス会社：東運輸（石垣島）、西表島交通（西表島）
■宿泊施設：
　1・3日目  石　垣：ホテルミヤヒラ（2～ 4名1室利用）
　  2 日目  無人島：キャンプ（２～６名用テント）
　  4 日目  那　覇：南西観光ホテル（２～4名1室利用）
■食　　事：朝4回、昼3回、夕4回

那覇空港

福岡空港

［12:30～14:40］福岡空港　　
那覇空港　　石垣空港
［17:25～18:40］石垣空港からバスでホテルへ

7/23
月

食  事

　これからの時代を生きていくためには、「国際感覚」や「自然環境への理解」が欠くことのできない重要な素養となって
います。こうした素養を身に付けていくためには、早期から、実体験を基礎としながら養っていくことが重要といえます。
　そこで、今年の夏休みを「生きる力を養う実体験の期間」と位置付け、有効に過ごしていただきたく、このプログラムを
ご案内いたします。
　小中高生の時期に、海外での生活体験をもつことや、沖縄での素晴らしい未知の自然との出会いをもつことは、児童生
徒たちにとって、これからの人生においてかけがえのない財産となるにちがいありません。
　なお、この企画は、過去17年間の実績があり、春夏累計約2,000名の児童生徒たちに参加いただいています。

福岡県教育用品株式会社　佐賀県学校用品株式会社

［午前］石垣島　  小浜島経由  　無人島へ
［終日］  無人島アドベンチャープログラム
　シュノーケリング（色々な熱帯魚の観察）、
　天気が良ければ幻の島見学（干潮時だけに
　浮かび上がる砂浜だけの三日月形の島）、
　無人島内探検
無人島　  小浜島経由　  西表島へ
［終日］  西表島でアドベンチャープログラム
　星砂の浜(星の形をした砂を集めよう!)
　浦内川カヌー体験　
　由布島(水牛車に乗って島に渡ります)
西表島  　石垣島　  ホテルへ

石垣港
無人島

無人島
西表島

石垣島

石垣島

那　覇

■発着地：福岡空港 ■最少催行人数：30名(全県の合計)
■添乗員：1日目羽田空港到着時から、13日目羽田空港出発時まで
　同行してお世話いたします。 ※福岡空港の集合場所では係員が
　チェックインのお手伝いをいたします。
■利用予定航空会社：カンタス航空（エコノミークラス）
　国内線：日本航空・全日空・スカイマーク・ジェットスタージャパン
■宿泊施設：ブリスベンでのホームステイ
　(1～3名 1家庭　原則2名1家庭となります。)
　成田空港周辺：成田エアポートレストハウス、または成田ゲート
　ウェイホテル(2～3名1室  バス・トイレ付)
■食事：朝11回、昼10回、夕10回（機内食は含みません）

× × 夕

朝 ××

夕昼朝

夕昼朝

夕昼朝

××朝

本プログラムの良さを直接
確認していただくため、プロ
グラム説明会を開催します。
研修の内容などについて説
明する他、みなさんからの質
問、相談にお答えしますの
で、ご検討中の方は是非ご出
席下さい。（どちらの会場で
も出席可能です）

プログラム説明会

福岡県教育用品株式会社　
福岡市中央区那の津2-1-6
場所のご案内、又は説明会当日の連絡先
TEL（092）761-2641

2018年［平成30年］
6月2日（土）
　海外／15:00～16:30　
　国内／16:45～17:30

佐賀県教育会館5階小会議室　
佐賀市高木瀬町東高木227-1
場所のご案内、又は説明会当日の連絡先
TEL（0952）31-7131

佐賀警察署

村岡総本舗

JA農協給油所

至戸上電気

至大和

200m～300m
佐賀城北
自動車学校 文

北部バイパス

開催日 福岡会場 佐賀会場

会　場

開催日

会　場

※座席の都合上、出席の方は裏面にある「お問合せフォーム」に記入後、FAXか郵送またはインターネットサイトからお申し込み下さい。
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成田空港

ブリスベン

ブリスベン

ブリスベン

スケジュール地名日程

［午前］英会話レッスン   
［午後］フェアウェル ランチパーティ
修了証授与式

【ホームステイ滞在】 夕昼機

【ホームステイ滞在】 夕昼朝

【機中泊】× × 機

［終日］ホストファミリーとお過ごし下さい

【ホームステイ滞在】 夕昼朝

【ホームステイ滞在】 夕昼朝

ホストファミリーとお別れ
［朝］学校から空港へ
［9:35］空路、帰国の途へ
［17:55］成田空港着

［終日］ホストファミリーと最後の一日をお過ごしください
【ホームステイ滞在】 夕昼朝

［午前］英会話レッスン   
［午後］マウントクーサ観光＆ボタニカルガーデン

［午前］英会話レッスン   
［午後］オージースポーツ体験（クリケット）

［午前］英会話レッスン   
［午後］クイーンズランド博物館＆サウスバンク散策

【ホームステイ滞在】 夕昼朝

【ホームステイ滞在】 夕昼朝

［午前］英会話レッスン   
［午後］ブリスベン観光＆クイーンストリートモール
（ショッピング体験） 【ホームステイ滞在】 夕昼朝

機 機朝

朝

【成田空港周辺ホテル泊】

××

食  事

7/29
日

7/30
月

8/4
土

［5:55］ブリスベン到着
　ローンパインコアラ保護区訪問
　コアラを抱いて記念写真も撮れます（有料）
　カンガルーやカモノハシなど珍しい動物がいっぱい！
［午後］研修校にてオリエンテーション
　ホストファミリーと対面後、各家庭へ

福岡空港

成田空港

［午前］成田空港　　羽田空港　　福岡空港
　※成田空港   　福岡空港となる場合があります。
［13:00～15:05］福岡空港 着

7/25
水

7/26
木

8/5
日

8/6
月
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7 ブリスベン

ブリスベン

ブリスベン

ブリスベン

7/31
火

8/3
金

8/1
水

8/2
木

成田空港

福岡空港

［11:20～14:00］福岡空港　　羽田空港　　成田空港
　※福岡空港   　成田空港となる場合があります。
［19:55］各地からの参加者と合流し、
　空路、オーストラリア・ブリスベンへ

4

3 ブリスベン

ブリスベン

［午前］英会話レッスン   
［午後］アボリジニ・カルチャー体験

【ホームステイ滞在】 夕昼朝

【ホームステイ滞在】 夕昼朝
7/28
土

7/27
金
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ブリスベン

ブリスベン

成田空港

ブリスベン

ブリスベン

ブリスベン

スケジュール地名日程

［午前］英会話レッスン   
［午後］フェアウェル ランチパーティ
修了証授与式

【ホームステイ滞在】 夕昼機

【ホームステイ滞在】 夕昼朝
［終日］ホストファミリーとお過ごし下さい

［終日］ホストファミリーとお過ごし下さい

【ホームステイ滞在】 夕昼朝

【ホームステイ滞在】 夕昼朝

ホストファミリーとお別れ
［朝］学校から空港へ
［9:35］空路、帰国の途へ
［17:55］成田空港着

【ホームステイ滞在】 夕昼朝

［午前］英会話レッスン   
［午後］クイーンズランド博物館＆サウスバンク散策

［午前］英会話レッスン   
［午後］英会話レッスン

【ホームステイ滞在】 夕昼朝

【ホームステイ滞在】 夕昼朝

［午前］英会話レッスン   
［午後］ブリスベン観光＆クイーンストリートモール
（ショッピング体験） 【ホームステイ滞在】 夕昼朝

機 機朝

朝

【成田空港周辺ホテル泊】

××

食  事

8/12
日

8/13
月

8/18
土

［5:55］ブリスベン到着
　ローンパインコアラ保護区訪問
　コアラを抱いて記念写真も撮れます（有料）
　カンガルーやカモノハシなど珍しい動物がいっぱい！
［午後］研修校にてオリエンテーション
　ホストファミリーと対面後、各家庭へ

［午前］成田空港　　羽田空港　　福岡空港
　※成田空港   　福岡空港となる場合があります。
［13:00～15:05］福岡空港 着

8/9
木

8/19
日

8/20
月

10

9

8

7 ブリスベン

ブリスベン

ブリスベン

ブリスベン

8/14
火

8/17
金

8/15
水

8/16
木

成田空港

福岡空港

4

3 ブリスベン

ブリスベン

［午前］英会話レッスン   
［午後］アボリジニ・カルチャー体験

【ホームステイ滞在】 夕昼朝

【ホームステイ滞在】 夕昼朝
8/11
土

8/10
金

8/8
水

［終日］ドリームワールド一日観光 ［終日］クイーンズランド州最大のお祭り「EKKA（エッカ）」参加

［終日］ドリームワールド一日観光

【機中泊】× × 機

［11:20～14:00］福岡空港　　羽田空港　　成田空港
　※福岡空港   　成田空港となる場合があります。
［19:55］各地からの参加者と合流し、
　空路、オーストラリア・ブリスベンへ

福岡空港

成田空港

都市高速
天神北

那の津通り(長浜通り)

福岡競艇場

須崎1号

至西新

那の津口
須崎浜西

456,000円  福岡発着 456,000円  福岡発着
福岡発着 

の日程表は最新の情報に基づいて

［ ］福

作成されていますが交通機関の事

朝

作

シュノーケリング
体験

三日月島の
イメージ

2018年［平成30年］
6月2日（土）
　国内／ 9:30～10:15　
　海外／10:30～12:00

20182018
夏

2018
夏

企画  18-038

福岡空港集合・解散
福岡県・佐賀県福岡県・佐賀県福岡県・佐賀県

後　援
福岡県学校生活協同組合
佐賀県小中学校校長会
佐賀県公立学校教頭会
佐賀県PTA連合会
佐賀市PTA協議会
佐賀県学校生活協同組合
推　薦
全国学校用品株式会社
企　画
福岡県教育用品株式会社
佐賀県学校用品株式会社
旅行企画・実施
㈱日本旅行  関西企画旅行支店

12歳以上198,000円
12歳未満185,000円

［午前］ 石垣やいま村にて伝統文化体験 
　　　［サーターアンダーギー作り］
［午後］石垣空港　  那覇空港
国際通りの散策


