
エージェント様各位

2023 年 IALC Workshop in Dublin のご案内

2023年のIALCワークショップが4月にダブリンで開催される運びとなりました。
以下のとおりご案内を差し上げたく存じます。

開催日程: 2023年4月13日（木）～16日（日）
開催地: The Dublin Royal Convention Centre (Radisson Blu Royal Hotel Dublin内)
主催: CESダブリン
後援（予定）: アイルランド政府観光庁
IALCワークショップのウェブページ（英語）: https://www.ialc.org/dublin/

IALC ワークショップ概要 
 世界各国の IALC認定校を知るチャンス ‒ オーナーやキーパーソンとのミーティング
 午後のセミナーと 2日間のワークショップミーティング
 10 カ国語・多岐にわたる豊富なコース
 IALC 好評のイブニングイベント 3日間
 ワークショップの開催校 CES ダブリン訪問
 アイルランドとイギリスの IALC 認定校への視察ツアー（オプション）

ワークショップ日程
2023 年 4 月 13 日（木）
07:30  21:00 ご参加者チェックイン

14:00 18:00 アフタヌーンセミナー
イブニング: Emerald Cultural Institute 主催パーティー

2023 年 4 月 14 日（金） 
08:00  18:00 ビジネスミーティング 
イブニング: CES 主催パーティー

2023 年 4 月 15 日（土） 
08:00  18:00 ビジネスミーティング 
イブニング: ガラディナー
ワークショップ終了

ダブリンワークショップご案内
2023年 4月13日～4月16日

https://goo.gl/maps/odhQSDkS8eyLqQK6A
https://www.google.com/maps/place/Radisson+Blu+Royal+Hotel,+Dublin/@53.3542462,-6.2814043,12.75z/data=!4m10!3m9!1s0x48670c2747576cd1:0x33461f560de7fd22!5m2!4m1!1i2!8m2!3d53.3408798!4d-6.2683225!15sChd0aGUgcmFkaXNzb24gYmx1IGR1YmxpbiIDiAEBWhkiF3RoZSByYWRpc3NvbiBibHUgZHVibGlukgEFaG90ZWw!16s%2Fg%2F1tfx49q1?shorturl=1


2023 年 4 月 16 日（日） 
視察ツアー出発（ご参加者のみ）

お申し込みについて
お申し込み URL 
お申込みフォームへのご入力はワークショップへの参加を保証するものではありません。
予めご承知おきください。お申し込み受領後、5～10 営業日以内にご連絡を差し上げま
す。申込が承認された場合、登録方法の詳細をメールでお知らせします。
その後、視察ツアーについてのご案内が送られます

ワークショップ参加費

優待エージェント様（宿泊施設利用あり） €150.00 

優待エージェント様（宿泊施設利用なし） €75.00 

追加のご参加エージェント様（相部屋） €750.00 

追加のご参加エージェント様（個室） €900.00 

追加のご参加エージェント様（宿泊施設利用なし） €600.00 

エージェント同伴者様（※２）

エージェント同伴者様（イブニングイベント3回を含む） €520.00 

エージェント同伴者様（イブニングイベントなし） €60.00 

（※１）1社様につき1名様のご優待とさせていただきます
（※２）同伴者様はワークショップ及びセミナーに参加できません。エージェント様と同室・朝食付き

エージェント様 ご料金

優待エージェント様（※１）：

含まれるもの:  ダブリンのホテルでの3泊の宿泊・セミナー（午後）・ワークショップ（2日間）・
イブニングイベント（3日間）・すべての食事と必要な場合、イブニングイベントへの交通費

追加のご参加エージェント様：
含まれるもの:  ダブリンのホテルでの3泊の宿泊・セミナー（午後）・ワークショップ（2日間）・
イブニングイベント（3日間）・すべての食事と必要な場合、イブニングイベントへの交通費

https://www.surveymonkey.co.uk/r/DublinWorkshopApplication
https://www.ialc.org/fileadmin/uploads/ialc/Photos/Events/2023_Dublin/FT1-Ireland-.pdf
https://www.surveymonkey.co.uk/r/DublinWorkshopApplication


視察ツアー（FAM  Trip） 

FAM Trip 1 　アイルランド 
エリア: コーク~ゴールウェイ
日程: 2023 年 4 月 16 日～18 日
費用に含まれるもの: ホテル 2 泊と全食事
訪問校: ACET & Galway Cultural Institute (GCI)
旅程:
4 月 16 日: 6 世紀の修道院跡であるクロンマクノイズを経由し、ゴールウェイに到着
4 月 17 日: GCI 訪問、コークへ移動
4 月 18 日: ACET 訪問

【費用】（以下のいずれかのご案内となります）
200 ユーロ: エージェント様割引料金、1 名様利用時 
350 ユーロ: 同伴者または追加エージェント様の同室使用 
500 ユーロ: 追加のエージェント様 1 名 1 室利用 

【お申し込み・条件等】
FAM Trip 1 詳細をご参照ください。視察ツアーのお申込期限は 2023 年 3 月 15 日で
す。 ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

FAM Trip 2　  イギリス北部 
エリア: エジンバラ~ニューカッスル~リーズ~ヨーク
日程: 2023 年 4 月 16 日～20 日
費用に含まれるもの: ホテル4 泊と全食事
訪問校: CES Edinburgh, CES Leeds, Melton College York, International House Newcastle 
(NE14Languages)の各校
旅程:
4 月16 日: 飛行機でエジンバラへ（フライト費用はFAM Trip の料金に含まれています）
4 月17 日: CES エジンバラ訪問、市内観光の後、列車にてニューカッスルへ
4 月18 日: IH Newcastle(NE14Languages)訪問、市内見学。午後、列車でリーズへ
4 月19 日: CES Leeds を訪問し、市内見学。電車でヨークへ移動、市内見学
4 月20 日: Melton College York 訪問、昼食。列車でマンチェスター空港またはロンドン
へ移動

https://www.surveymonkey.co.uk/r/DublinWorkshopApplication
https://www.ialc.org/fileadmin/uploads/ialc/Photos/Events/2023_Dublin/FT1-Ireland-.pdf


【費用】（以下のいずれかのご案内となります）
200 ユーロ: エージェント様割引料金、1 名様利用時 
600 ユーロ: 同伴者または追加エージェント様の同室使用 
1,250 ユーロ: 追加のエージェント様  1 名 1 室利用 

【お申し込み・条件等】
FAM Trip 2 詳細をご参照ください。視察ツアーのお申込期限は  2023 年  3 月  15 日です。 ご

不明な点はお気軽にお問い合わせください。

FAM Trip 3　イギリス南部 
エリア: ポーツマス~ワージング~ブライトン~イーストボーン
日程: 2023 年  4 月 16 日～18 日
費用に含まれるもの: ホテル  2 泊と全食事
訪問校: LSI ポーツマス校、CES ワージング校、ELC ブライトン校、ELC イーストボーン校旅
程:
4月16日: 飛行機でポーツマスへ（フライト費用は FAM Trip の料金に含まれています）
4月 17日: LSI ポーツマス訪問後、ワージングへ移動。昼食及び CES ワーシング訪問。ブライ
トンへ出発
4月 18日: ELC ブライトンを訪問、イーストボーンへ移動。イーストボーン見学と昼食後、 
ELC イーストボーン訪問

【費用】（以下のいずれかのご案内となります）
150 ユーロ: 割引料金でお一人部屋をご利用いただけます。 
425 ユーロ: 同伴者または追加エージェント様の同室使用 
850 ユーロ:  追加のエージェント様 1 名1 室利用 

【お申し込み・条件等】
FAM Trip 3詳細をご参照ください。視察ツアーのお申込期限は2023 年3 月15 日です。 
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

https://www.ialc.org/fileadmin/uploads/ialc/Photos/Events/2023_Dublin/FT3-UK-South.pdf
https://www.ialc.org/fileadmin/uploads/ialc/Photos/Events/2023_Dublin/FT2-UK-North-1.pdf



