
(On Line Program) 現地双方型バーチャル海外研修プログラム

現地で実施している対面授業に同時に並行してオンラインで参加します。
現地留学生とオンタイムで一緒に学ぶバーチャル研修プログラム(以降研修プログラム）です。

・週20時間×4週間計80時間
＊週25時間、30時間コースもございます：詳しくはお問合せください
・1名様から参加申込み可能です
・現地の学校で行われているプログラムと同時進行で行います
・３つのタイムスケジュールがございます
・基礎英語力向上を目的にバランスよく組み込みんだカリキュラムです
・研修前にクラス分けテストを行います
・双方型なので、渡航解除された場合、現地で受講も可能です*

*現地受講の場合は航空券、宿泊施設等、別途料金が発生いたします、またご希望の日程に添えない場合もございます

タイムテーブル (時間は現地時間です)

＊スケジュールは変更となる場合がございます
朝・昼・夜の３つの時間帯のコースからご希望の時間帯をご指定できます
＊ただし、開講状況や英語レベルによってご希望に添えない場合もございます

研修プログラム開始日：毎週月曜日
研修プログラム期間 ：28日間(4週間コース）
＊ご希望にあわせ調整可能ですのでお問合せください

総研修時間：80時間
参加定員：1名から
参加条件英語力：英語力は定めておりません
＊事前にレベルチェックのプレイスメントテストがございます

必要設備：PC/タブレット
利用ITC設備：Zoom
修了証：発行いたします。
*出席率が80%を下回る場合はお渡しできなくなりますのでご了承ください

・オンラインお申込みフォームの入力

https://www.w-as.jp/international/study-onlineprogram/form/
開始希望日をお申込みフォームに入力ください

・お申込金（40,000円）のお支払い

---お申込み手続き完了---

・クラス決定用レベルチェックテスト
・残金のお支払い
↓
・研修前オリエンテーションへ参加（お申込者全員）
↓
・バーチャル研修プログラム受講開始

研修プログラム申込みから研修開始までの流れ

研修主催・運営

研修プログラムのポイント

研修プログラム料金
149,000円(税込)

*2021年８月31日迄のお申込み
[料金に含まれるもの]プログラム料金・入学金・教材費

＊通信費など個人経費は含まれません
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研修プログラム キャンセル・変更規定

授業イメージ

授業イメージ

ブリスベンゴールドコースト

研修プログラム募集要項

お問合せ先

キャンセル・変更規定 キャンセル・変更料金

お申込み手続き完了後、研修開始日の前日から
起算して31日前までにあたる日

無料

研修開始日の前日から
起算してさかのぼって30日目にあたる日以降

研修プログラム代金の30%

研修開始日の前日から
起算してさかのぼって20日目にあたる日以降

研修プログラム代金の50%

研修開始日の前日から
起算してさかのぼって10日目にあたる日以降

研修プログラム代金の80%

研修開始当日
または開始日以降

研修プログラム代金の100%

＊9月1日以降のお申込み料金につきましてはお問い合わせください

現地研修機関:
imagine Education Australia

お申込み手続き完了後、お申込者様の都合でキャンセル・変更をされる場合は、
下記のキャンセル及び変更料として申し受けます。
＊研修開始日は現地機関の研修プログラムの開始日となります。研修開始前オリエンテーショ
ン日ではございません。また、キャンセル・変更のご連絡は、
当社の営業時間内（月～金9時～17時30分まで）土日曜・祝日を除く〕にのみお受け致します。
時間外のご連絡は翌営業日起算となりますのでご注意ください。開始日の変更は、空き状況、
申込み者人数により変更できない場合もございます。

現地双方型バーチャル海外研修プログラムとは？
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