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MEROS言語学院

A日程

7・12 7・25montue

7・12 8・1
montue

B 日程

日本語学習 X 日本文化 X ART&DESIGN体験

午前中は日本語の授業。午後は日本文
化と ART&DESIGN 体験、そして週
末のショートトリップ。
夏の東京で充実した短期留学。

午前中は日本語上達のための授業、
午後は日本文化の課外授業
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学校法人　香川学園
メロス言語学院　校長

香川　順子

日本への短期留学に興味のある皆さんへ
メロスは世界の日本語学習者に選ばれて 31 周年を
迎えました。この夏、東京の生活を楽しみながら、「話
せる」教授法を体験してみませんか。

すべて個室ですが、コミュニケーションはできますか？
 サマースクール参加者同士は共同のダイニングで食事をしたり、 
 テレビを見たりして一緒に過ごす時間も多いです。

ゲストハウスは男性用と女性用どちらですか？
 1 ～ 3階が男女共同、4階～5階が女性専用となっております。

食事の提供はないのですが心配ないですか？
 参加者同士でスーパーマーケットやコンビニでお弁当を買ってき 
 たり、キッチンで料理して食べたり、外食に出かけたりしていま 
 すので心配は要りません。

布団はついていますか？
 部屋にはベッドがありクリーニングされた布団が用意されていま 
 す。これは宿泊料金に含まれています。

ネット環境は整っていますか？
 無料でＬＡＮ接続、ＷｉＦｉ接続ができます。パソコンは各自で 
 お持ちください。 

期間中にゲストが来た場合、部屋に泊めることは可能ですか？
 ゲスト1泊1名につき￥2200の追加料金で泊めることができ 
 ます。(要予約 )

サマーコース開始前や終了後に延泊することは可能ですか？
 現地で追加料金を支払えば可能です。（要予約）料金はお部屋の 
 タイプにより異なるのでお問い合わせください。
 
参加者をピックアップする空港や時間に指定はありますか？
 入学許可証発行後、出発国（地域）ごとにピックアップ予定の空 
 港と時間の指定を致します。

開始日より前の到着や、終了日よりも後の帰国も可能ですか？
 可能です。但しピックアップ及び空港～ゲストハウス間の送迎 
 サービスはつきませんので、ご注意ください。

株式会社キュートジャポン　MEROSサマースクール係
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南3-7-5-203

Tel +80-(0)3-6890-0910 
FAX+81-(0)3-6864-0910

E-mail: meros-summer@qto.co.jp

MEROSサマースクール
お問合せ先

FAQ08

成田空港からゲストハウスへ：
成田エクスプレスで 成田空港→JR池袋駅（98分）
JR山手線外回りで JR池袋駅→JR田端駅（9分）
JR田端駅南口→プリンセスコート田端ステーション ( 徒歩２分 )
リムジンバスで 成田空港→ホテルメトロポリタン池袋（115分）
ホテルメトロポリタン池袋→JR池袋駅（徒歩7分）
JR山手線外回りで JR池袋駅→JR田端駅（9分）
JR田端駅南口→プリンセスコート田端ステーション ( 徒歩２分 )
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羽田空港からゲストハウスへ：
京急空港線で 羽田空港→品川駅（20分）
JR京浜東北線で JR品川駅→JR田端駅（20分）
JR田端駅南口→プリンセスコート田端ステーション (徒歩２分 )
リムジンバスで羽田空港→池袋駅西口（30分）
JR山手線外回りで JR池袋駅→JR田端駅（9分）
JR田端駅南口→プリンセスコート田端ステーション (徒歩２分 )
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プリンセスコート
田端ステーション

 田端駅 (JR 山手線 )
南口

藤原ビル

明月寺

田端駅前
ホール

成田空港からメロス言語学院へ：
成田エクスプレスで 成田空港→JR池袋駅（98分）
JR池袋駅東口→メロス言語学院 ( 徒歩 11分 )
リムジンバスで 成田空港→ホテルメトロポリタン池袋（115分）
ホテルメトロポリタン池袋→メロス言語学院（徒歩17分）
羽田空港からメロス言語学院へ：
京急空港線で 羽田空港→品川駅（20分）
JR京浜東北線で JR品川駅→JR池袋駅（18分）
JR池袋駅東口→メロス言語学院 ( 徒歩 11分 )
リムジンバスで羽田空港→池袋駅西口（30分）
JR池袋駅東口→メロス言語学院 ( 徒歩 11分 )
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H.I.S.(CHINA)
广州市天河区天河北路２３３号中信広場公楼２２０８室
電話：020-2223 0218
FAX：020-2223 0213
担当者：李徳芝 (り　とくし )/ 女性

サマースクール概要
>A日程 （2週間コース）：2016年7/12（火）から7/25（月）
>B日程（3週間コース）：2016年 7/12（火）から8/1（月）
>時間：午前9：00～ 12：20は日本語授業　
 午後は週3～4回、日本文化とART&DESIGNに 
 関する課外活動が組み込まれています。
>会場：学校法人　香川学園　メロス言語学院
 〒170-0013　東京都豊島区東池袋2-45-7
>参加資格：16歳（高校生）以上
>滞在方法：ゲストハウス（個室）への宿泊　
 プリンセスコート田端ステーション
 〒114-0014 東京都北区田端1-23-16
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スゲジュール02
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>プレイスメント（クラス決定）テスト
>授業料
>教材費
>宿泊費（水道光熱費、インターネット含む）
>空港出迎え・見送り費用　※公共交通機関利用
>課外活動費
>通学交通費
>終了パーティ費用
>修了証発行

>航空券
>パスポート申請費用
>食費
>超過荷物費用
>個人の課外活動費（コース対象外すべて）
>保険代（※個人で必ず旅行傷害保険に加入してご参加ください）
>自由参加の課外授業（無料実施）

>課外活動のスケジュールは変更する場合があります。
>住居は JR田端駅近くにあるゲストハウス（個室）です。
 （※2人で1部屋を使用したい方はご相談ください。）
>ゲストハウスのインターネットにはWiFi 及びＬＡＮで無料接続 
 できますが、パソコンは各自でご用意ください。
>修了時には修了証をお渡しします。
>日本語の授業は午前中の180分です。

物件名称：プリンセスコート田端ステーション
住所：〒114-0014 東京都北区田端1-23-16

注意事項

03 滞在先ゲストハウス

●お申込み
 必要事項を記入した『MEROSサマースクール申込書』
 写真3cm×4cm（申込書に貼付）
 パスポートのコピー
の3種類をE- メール、FAX、または郵送でお送りください。
※中国（大陸）から2週間コースにご参加される方は左記で指定 
 の旅行会社H.I.S を通してお申込みください。
E-mail：meros-summer@qto.co.jp　
Fax：+81-(0)3-6864-0910
郵送： 株式会社キュートジャポン　MEROSサマースクール係
　　　〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南3-7-5-203　
●参加費用を下記へ銀行振込でお支払いください。
入金確認後、MEROSサマースクールに席を確保致します。

●海外からのお支払（銀行振込）
銀行名：THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ , LTD 
支店名：EBISU BRANCH
支店住所： 1-8-6,Ebisu-nishi,Shibuya-ku,Tokyo,Japan   
 〒150-0021　
口座番号：136-0114931
口座名：QtoJAPON INC. 
Swift コード  ：BOTKJPJT

●日本からのお支払（銀行振込）
銀行名：東京三菱ＵＦＪ銀行
支店名：恵比寿支店（支店コード136）
口座番号：普通口座　0114931
口座名 : 株式会社　キュートジャポン

申込方法：
 MEROS SUMMER SCHOOL申込書　
 写真3cm×4cm 
 パスポートのコピーをご用意の上、e-mail か fax、
   郵送でお送りください。
>申込期限：2016年 6月28日（火）まで。
>参加費用：参加費用は宿泊する部屋のタイプによって異なります。
>入金確認後、クラスと席を確保します。 
　※クラスを決定する面接テストは 7/13（水）の日本語授業の初日に 
 行います。
>課外授業企画運営サポート：㈱キュートジャポン　www.qto.co.jp
 ※渡航前に個人で必ず旅行傷害保険に加入してご参加ください。

※台湾から参加される方は、航空機の手配なども併せて下記の
旅行会社H.I.S に参加のお申込みをすることができます。

H.I.S.(TAIWAN) ｠CO.,LTD.　三賢旅行社　股份有限公司
台北市南京東路二段69號8樓
8F NO.69SEC.2,NANJING E.RD.TAIPEI,TAIWAN　
電話 :02-2521-2929 ｠ 
FAX:02-2521-1726　
担当者：林文玲 /女性

サマースクール実施日（7/12日）から起算して30日（6/12日）
から20％、14日前（6/28日）から40％、７日前（7/5日）
から60％、３日前（7/9日）から100％の取消料が発生します。
コース開始後のキャンセルにつきましては諸費用を一切返還で
きませんのでご注意ください。

06 お申込みの流れ

！ＣＡＵＴＩＯＮ
※国際送金手数料はお申込み者のご負担となります。
手数料金額についての詳細は銀行にお問合せください。

！中国（大陸）から 2 週間コースにご参加される方のお申込
みお問合せは下記もご利用することができます。

中国（大陸）

台湾

参加費用について

参加費用に含まれているもの

参加費用に含まれていないもの

キャンセルポリシー
個室設備：
エアコン、ベッド、机・椅子、照明、LAN（無料）
Wi-Fi（無料）

共用空間設備：
キッチン、食器、調理器具、冷蔵庫、トースター、
電子レンジ、ダイニングテーブル、テレビ、掃
除機、洗濯機（無料）、物干しスペース、洗面台、
シャワールーム、トイレ、郵便受け、下駄箱、
エレベーター、オートロック、監視カメラ
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¥260,000B日程
参加費用

A日程 ¥210,000

日本ART&
DESIGN体験1

日本ART&
DESIGN体験3

日本ART&
DESIGN体験2

（月） （火） （水） （木） （金） （土） （日）　　　

● 課外授業
● 自由参加・
 専門分野体験

午前

午後
来日

空港お出迎え

日本語授業

日本語授業

日本語授業

池袋と原宿
渋谷ウオーク

上野、
秋葉原ウォーク

東京
ディズニーランド

鎌倉＆
江ノ島トリップ

銀座・築地・
浅草ウオーク

A日程　修了式

終了パーティー
（レストランでランチバイキング）

終了パーティー
（レストランでランチバイキング）

B日程　修了式

A日程帰国
空港までお見送り

B日程帰国
空港までお見送り

B日程　
3週間コース

A日程　
2週間コース

日本ART&
DESIGN体験4
(浴衣体験＆
東京湾クルーズ)

小江戸・
川越ウォーク

日本ART&
DESIGN体験5
(ジブリ美術館又は
江戸東京博物館)
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8/1
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