


2017年夏 ハッチリンクジュニアがおすすめする 

  

1.           子供たちだけのフィリピン短期留学 
 
    ～『E-room・ 英語ジュニアキャンプ』～ 
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2017年7・8月 
夏休みを
利用して 



E-room（イールーム） 

2017年夏 ハッチリンクジュニアがおすすめする 

子供だけの  『E-room ・ 英語ジュニアキャンプ』 の募集要項  

 3週間     20泊21日 
2017年 7月30日（日）～8月19日（土） 

新小学４年生～高校2年生の男女で、フィリピンの生活環境を理解し
て、集団行動及び学校の規則が守れる方。 

留学期間 

留学先 

参加推奨対象 

参加条件 

E-room（イールーム） 

小学校4年生～高校2年生 （9歳～17歳） 

※お部屋に限りがございます。 
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滞在先 LUXER PLACE HOTEL(E-room 学生寮) 

発着 
出発： 7月30日（日） 成田国際空港 集合  

帰国： 8月19日（土） 成田国際空港 解散   
ハッチリンクジュニア、日本人スタッフが出発から帰国まで引率いたします。 

締め切り 

５月7日 



2017年夏・子供だけの  『E-room ジュニアキャンプ』 料金詳細 

期間 3週間 

3人部屋 2７0,000円 定員10名（最低遂行人数3名） 

  

 [上記費用に含まれるもの] 

    

登録料・授業料（マンツーマン授業5時間、グループ授業２時間）・宿泊料・食事代（3食）・アクティビティ費用（土
曜日、日曜日含む）・空港ピックアップ費用・電気代・日本人サポート費用・テキスト代・ＳＳＰ費用・空港使用料・
WEG申請費用、代理申請費用。  

※WEG申請とは、フィリピンに15歳未満のお子様がご両親の付き添いなしで入国する際に必要な書類です。 
ご自分で申請される方、15歳～17歳の方はWEG申請費用不要のため上記金額より20,000円値引きいたします。 

 
※平日の英語授業は留学先のE-roomの講師と授業を行います。ハッチリンクジュニアの先生は毎週土曜日に終日、 
お子様と一緒にアクティビティを行います。日曜日は、ジュニアキャンプ参加者の皆さんでアクティビティを行います。 

  

[上記費用に含まれないもの] 

   往復航空券・海外旅行保険・現地でのお小遣い 
 
 
 
 

料  金 

【お一人様あたり】 

締め切り 

5月7日 

※先着順です。定員になり次第終了いたします。 
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特徴 1 
ジュニアキャンプ長年の実績  
e-room校は2005年開校のフィリピンにある外国人向けの英語学校です。一般留学生の受け入
れと同時に、毎年夏・冬、年2回の子供向けの留学、ジュニアキャンプを実施しています。 

ハッチリンクジュニアの先生に会える！ 
ハッチリンクジュニアの現地オフィスとe-room校は車で15分前後の場所にあります。 
毎週土曜日のアクティビティには参加者の希望の先生がアクティビティに参加します！ 

集団行動、国際感覚を担えます。 
ジュニアキャンプには、日本のお子様以外に韓国、台湾の子供達も参加予定です。集団行動を
学ぶと同時に海外の友達ができる環境で、国際感覚も身に付きます。 

『E-room ジュニアキャンプ』 ～６つの 特徴・安心サービス～ 

毎週 
土曜 

老舗校 

フィリピンの首都、マニラから飛行機で約１時間。別名『微笑みの街』として知られている静かな田園都市バ
コロドはサトウキビ畑や山海に囲まれ、ゆったりとした街です。大都市と違ってフィリピンの中でも治安のよ
い地域です。 
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特徴 ２ 

特徴 ４ 

特徴 ３ 

特徴 ５ 

特徴 6 

ハッチリンクジュニア、日本人スタッフが引率します。 
日本人スタッフが成田空港の集合から解散までお子様を引率いたします。留学中、現地スクー
ルでも24時間管理のもとお子様の安全を第一に行動いたします。 

治安の良い地方都市、バコロド。 

お子様の成長、様子を確認できます。 
ジュニアキャンプ参加中は、現地のお子様の情報を参加中の保護者の方限定で 
閲覧できるＳＮＳまたはブログを開設しお子様の留学情報をアップします。 



  

『E-room 英語ジュニアキャンプ』 1日のスケジュール 例  
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時間 スケジュール 場所 

07:00 - 08:00 朝食 ホテル 

08:00 - 08:50 マンツーマン授業（１対１） 文法 学校 

09:00 - 09:50 マンツーマン授業（１対１） 読み 学校 

10:00 - 10:50 マンツーマン授業（１対１） 書き 学校 

11:00 - 11:50 自習 学校 

12:00 - 13:00 昼食 学校 

13:00 - 13:50 1:4 グループ授業 学校 

14:00 - 14:50 マンツーマン授業（１対１） 会話 学校 

15:00 - 15:50 マンツーマン授業（１対１） 語彙 学校 

16:00 - 16:50 おやつタイム 学校 

17:00 - 17:50 1:4 グループ授業 学校 

18:00 - 19:00 夕食 ホテル 

19:00 - 19:50 水泳 ＆ 休憩 ホテル 

20:00 - 22:00 宿題 & 自由時間 ホテル 

平日 



留学校 ～『E-room校』 施設情報～ 

学校寮 グループ授業教室 

 
学校名 : E-room lnc 
 
学校住所： 
 
1st floor,Luxur place hotel, Magsaysay Ave,  
Bacolod City, Philippines. 
 
開校：2005年 
 
学校・寮施設: 
 
マンツーマン授業部屋 112部屋 
 
グループ授業部屋 8部屋  
 
共有スペース、自習室、スイミングプール、中庭、wifi完備 
 
 
許認可：SSP取得校・TESDA認定校    
 
SSP REGISTER NUMBER: AFF-06-022 
TESDA NTR NO. 201206060003 
 
フィリピン政府より正式に認可された語学学校です。 
職員 : 韓国人校長、副校長     講師数: 約80名 生徒数：最大120名 
韓国人 マネージャー 2名   
日本人 マネージャー 1名常駐 
（今回ハッチリンクジュニアの日本人スタッフも２名も参加します。） 
ベトナム人 マネージャー1名 
フィリピン人 マネージャー4名               
 
 

マンツーマン授業教室 
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留学先のフィリピン・バコロド市について 

フィリピン・バコロド市とは 

フィリピンでは6、7番目の規模の地方都市です。学校近くには、ショッピングモール、コンビニ、レストラン等必
要最低限のものは入手可能な環境です。  

   地方都市ならではの自然あふれる環境 

バコロドには10のリゾート施設の他に、文化遺産等もございます。キャンプ中は土曜日、日曜日を利用してバコロド
近郊で観光、アクティビティを行います。 
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『E-roomジュニアキャンプ』 ～フォト集～ 
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マンツーマンレッスン風景 留学先英語学校  E-room 宿泊先の部屋 

 
宿泊先 （ホテルロビー） 

 

キャンプ中の食事 E-room講師  



『E-roomジュニアキャンプ』 ～昨年のフォト集～ 
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2017年夏 ハッチリンクジュニアがおすすめする 
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毎年恒例 
大人気企画 

1.   親御さんとお子様ご一緒に参加するフィリピン留学 
 
        ～『親子短期留学』～ 



ハッチリンクジュニアがおすすめする  

           2017年夏 『親子短期留学』 の募集要項 

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 5週間 

2人部屋 ￥79,000 ￥134,000 ￥186,000 ￥232,000 ￥308,000 

3人部屋 ￥76,000 ￥130,000 ￥177,000 ￥220,000 ￥293,000 

2017年 7月17日～8月27日 
（上記期間内よりお好きな時に最短１週間～最長5週間） 

 [上記費用に含まれるもの] 

   登録料・授業料・宿泊料・食事（3食）・毎週土曜日アクティビティ費用・空港送迎費用・電気代 

 [上記費用に含まれないもの] 

   往復航空券・海外旅行保険・SSP申請費用・テキスト費用・現地でのお小遣い 

留学期間 

研修および宿泊先 

参加推奨対象 

料  金 
【お一人様あたり（大人、子供同額）】 

E-room 

親御様、およびお子様（推奨年齢6歳 – 15歳 ） 

締め切り 

５月１５日 

※夏休み期間中のため、満室になることが予想されます。お部屋に限りがございますのでお申込みはお早めに。 
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留学 
ポイント 

1 

留学 
ポイント 

3 

毎日５時間のマンツーマン英語授業  

ハッチリンクジュニアの先生とアクティビティ 

今年で4回目 毎年開催の大人気企画！ 

留学 
ポイント 

2 

ハッチリンクジュニアがおすすめする 2017年夏 『親子留学』    

 
留学中は土曜日・日曜日は学校はお休みで授業はありません。その空いた時間を利用
して日頃学習しているハッチリンクジュニアの先生達に会いに行きます！ 
 
毎週土曜日にお気に入りの講師２名が一日、バコロド近郊を案内したり、小旅行に
いったりと一緒にアクティビティを行います。一生の思い出になること間違いなし！ 
 
※講師は毎回２名前後参加予定です。できるだけ生徒様のご希望の講師にて承らせて
いただきます。 

 
留学先のE-room校で、平日毎日５時間のマンツーマン英会話＋1時間のグループ授業で英語漬け。 
E-room校は、過去に多くの日本人学生の受け入れ実績があります。 
 
学校内にも日本人スタッフが常駐しており、万が一のトラブルも安心です。 
お子様も親御様も短期での英語力向上にはもってこいです。 
 

毎週 
土曜 

平日 

 
2014年に開始した、短期親子留学+ハッチリンクジュニアの先生に会いに行こう！ 
今年で4回目の開催です。日本の夏休み期間中、各ご家庭の方のご希望の時期、ご希望の期間のみ 
参加できます。毎年参加していただいた親御様には、『また来たい！』と言っていただいております。 
毎年、Hatchlinkjrの先生達も生徒様に会えることを楽しみにしています！ 
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親子留学・留学スケジュール  ＜1週間目＞  

日曜日 フィリピン・バコロド空港到着、日本人スタッフがピックアップ ⇒ 留学先 E-room校へ 

月曜日 
午前: レベルチェックテスト・書類記入 
午後: オリエンテーション・ショッピングセンターにて必要品の買い出し、両替 

火曜日 

| 

金曜日 

9:00-17:00: のうち6時間授業 

土曜日 

ハッチリンクジュニア講師とバコロド近郊にて1日アクティビティ 

[アクティビティ (例)] 
 ・マングローブ植樹・バコロド近郊のリゾート(プールあり)・日帰り小旅行（マンブカル） 

 ・孤児院訪問・ハッチリンクオフィス訪問・シティツアー  etc.. 

日曜日 

自由行動 

ショッピングや格安のスパなど、フィリピンならではの過ごし方をハッチリンクジュニアのスタッフよりご提案させてい
ただきます。 

※ 親子留学はジュニアキャンプと違いまして、毎週土曜日のアクティビティ以外は原則自由行動です。 

●オリエンテーション時の持ち物  

 パスポート、帰りの国際／国内線チケット、海外旅行保険証、写真6枚(2枚は背景が真っ白、現地で撮影可)、 
   現地払のお金 P6,000 – 9,000 

1日５時間マンツーン授業+1時間グループクラス 

●オリエンテーション時の持ち物  

 パスポート、帰りの国際／国内線チケット、海外旅行保険証、写真6枚(2枚は背景が真っ白、現地で撮影可)、 
   現地払のお金 P6,000 – 9,000 

※ フィリピンの祝日に重なると授業はお休みになります。 

※ フィリピン政府にて急遽平日が祝日とされることがございます。その際も休校となります。 
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『親子留学』 ～フォト集 1～ 
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アクティビティ 留学先英語学校  E-room 授業 

アクティビティ（マングローブ植樹） 

 

ハッチリンクジュニア講師 アクティビティ  



『親子留学』 ～アクティビティのフォト集 ②～ 
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ジュニアキャンプ・親子留学のお問合せ、お申込み受付中！ 

専用電話：050-5539-8691 
スカイプ ：Hatchlink-support 

 メール ：support@hatchlink.com 
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ご興味のある方はハッチリンクジュニア事務局まで 
お気軽にお尋ねくださいませ。 

親子留学 
締め切り 

5月15日 

ジュニアキャンプ 

締め切り 

5月7日 


