
オハイオ
バスケットボールキャンプ



注意：所有権および機密情報の取り扱いについて

本資料における全ての内容（本文/数値/表/財務情報/図表/挿絵/デザイン/グラフ/その他の画像要素/音声/

映像）は、様式（印刷または電子）を問わず、機密であり、PGTグループ（株式会社 PGT/PGT Education 

Inc./KEYSTONE株式会社）が所有権を有しております。本資料には、PGTグループの経験、専門知識、知

的財産および独自性に基づく考えや情報が含まれております。これらの理由により、本資料をPGTグループ

の同意を得ることなく、第三者あるいは一般に、本資料の全部または一部の、使用、転載、複製、開示、送信、

変形、商業化、および伝達の一切をすることがないようお願い申し上げます。

©2022 PGT Group (PGT Inc./PGT Education Inc./KEYSTONE Co.,Ltd) All Rights 

Reserved

本資料の内容は、当事者間での書面による最終的な合意または契約が行われるまで拘束力を有しません。

2



WHO WE ARE?

PGTグループは、1990年に前身となる英語語学学校としてスタートして以来、30年以上にわたり、アメリ

カ・ロサンゼルスを中心に、留学/研修のトータルコーディネートを提供するロサンゼルス出身の日系企業です。

日本国内はもちろん、現地においても日本語にて安心したサポートが受けられるという点でご好評をいただ

いております。

PGTグループでは、アメリカはロサンゼルス、カナダはバンクーバーを中心とした地域に限定することで、学

校研修、医療研修、留学だけでなく、現地での様々な分野でのネットワークを活かした、野球やゴルフ、ダンス、

アクター、特殊メイクアップ等のPGTグループ独自の研修や留学プログラムが提供でき、年間約3,000名の

皆様にご参加いただいております。

2017年6月に、PGTグループに統合して本社機能を日本へ移し、新たにカナダ・バンクーバーに現地法人を

設立するなど、より多くのお客様のサポートができるようサービスを拡大しております。
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PGTグループ

USA
Los Angelesオフィス

Canada
Vancouverオフィス

プランニング・手配
プログラム催行･

現地調整
24時間

現地サポート
現地情報提供
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日本側企画・提案

国内サポート

募集説明会・
プレゼンテーション

出発前オリエンテーション

旅行業法に基づいた留学・
研修事業に関わる旅行業

ビザ取得サポート関連事業

航空券手配業務
国内外旅行業務

保険取扱業務

日本
名古屋本社 / 大阪オフィス
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オハイオ バスケットボールキャンプ

バスケットボールの本場でアメリカ人とトレーニング

 バスケットボール三昧の2週間

 学生アスリートを専門に指導するコーチ陣のもと、同世代のアメリカ人とバスケットボールがプレイで

きる貴重な経験

 アメリカの学生がどのような環境でバスケットボールに取り組んでいるかを体感

 バスケットボールでアメリカ大学進学をめざす

 追加プログラムで大学のコーチやスカウトにプレイを披露

 キャンプを通じて、アメリカでのバスケットボール留学を目指すきっかけづくり

 キャンプ後にアカデミーに留学することも可能

 バスケットボールを通じた国際交流

 “Basketball is the universal language - バスケットボールは世界共通語”と言われ、言葉が

通じなくても、ボール一つあれば世界中の誰とでも交流することができる

 アメリカ国内や他の国からのキャンプ参加者やコーチと1日中バスケットボールを通して過ごす、他で

は味わえない体験

 日本語スタッフがサポートするので初めての海外渡航でも安心

 現地でも当社スタッフが日本語でサポートするので安心
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オハイオ バスケットボールキャンプ

※１： 現地到着時オリエンテーション/滞在時24時間サポート（病気やけがなどの緊急トラブルを含む）※２

※2： 実費については別途自己負担

日程 2022年８月１日（月）～8月１４日（日）： 現地１３泊１４日（※日本からの移動・時差含まず）

対象者 １２歳～1９歳 ※英語力・海外渡航経験は問いません。

性別 男子 ※女子は複数名の参加で、寮にて一緒に滞在できる女性コーチなどの引率が必要

参加要件 新型コロナウイルス感染症ワクチンの2回接種完了（2回目接種完了後14日）

費用/人 ４９２,４００円（税込）

滞在予定 現地高校寮（シェアルーム）

食事 日程表の通り

費用概要

日程表記載の食事/現地宿泊（１３泊）/空港送迎費用/プログラムに係る現地移動費用/プロ

グラムに係る各種入場料/バスケットボールトレーニング費用/アクティビティ費用/コーディ

ネート費用/国内サポート費用/当社現地スタッフサポート費用※１

別途費用

往復航空券/燃油サーチャージ等航空券に係る費用/エリートキャンプ参加費用（14-18歳：

154,400円）/費用に含まれない食事/ESTA申請費用/海外旅行保険/その他記載のない

費用（PCR検査に係る費用/現地でのお買い物等）

企画・運営 株式会社PGT/PGT Education Inc. （PGTグループ）

受託旅行会社

KEYSTONE株式会社（PGTグループ旅行部門）

愛知県名古屋市守山区藪田町1204番地

愛知県知事登録旅行業 第3種1382号

総合旅行業務取扱管理者 谷尾俊通
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現地スケジュール

日 午前予定 午後予定 夜予定
食事

朝 昼 夜

8/1  日本出発
 クリーブラン

ド空港到着
 高校寮到着

＜高校寮泊＞

〇

8/２
|

8/13
 バスケットボールキャンプ

＜高校寮泊＞

〇 〇 〇

8/14
 高校寮出発
 クリーブラン

ド空港出発

 日本到着
（8/15）

〇

※ 〇：研修費用に含まれる食事 各：各自自己負担による食事

※ 空席状況や天候、日本への水際対策など現地の状況により内容が変更される場合がごございます。

 1日の流れ

高校寮にてキャンプ参加者同士とコーチで共同生

活を送り、朝から夜までバスケットボールに必要

な技術と知識を学ぶ。

練習時間では、可能な限り1対１での指導ができ

るように配慮し、個人技術だけでなく、チーム技術

も高められるように指導。

8:30am 朝食

9:00am-
12:00pm

個人技術＆パフォーマン
ストレーニング

12:00pm 昼食

1:00pm-
4:00pm

5対5＆チーム練習

5:30pm 夕食

7:00pm
アクティビティ＆チームビ
ルディング

10:00pm 寮へ戻る

10:30pm 消灯
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キャンプ地： International Sports Academy (ISA)

 概要

選手の可能性を最大限に引き延ばすという目標のもと、

2018年に設立されたスポーツ専門学校。専門家による

スポーツ指導と高い教育の両方を同じ敷地内で受けるこ

とができる。

高校生およびPost-Graduation向けにバスケットボー

ルコースが現在提供されており、10カ国以上の海外から

の留学生や州外からの生徒も数多く在籍。

経験豊かな指導者による指導だけでなく、州外への遠征

や大学のコーチ陣をキャンパスに招待し、大学へ推薦さ

れるように選手を露出する機会を数多く設けている。

 参考情報（過去実績含む）

 1日4時間以上の練習

 週6日間の練習

 8州に遠征（1シーズン当たり）

 全米トップランクチームに10勝（1シーズン当たり）

 13以上のスカウトが集まるイベントに参加（1シーズン

当たり）

 50以上の大学から、90名以上のNCAAコーチが

キャンパスへスカウトに訪問（1シーズン当たり）

 大学進学率： 100%

 うち授業料全額免除特待生： 59％

 プログラム

 高校プログラム： 1-3年

 Post-Graduation： 1年

 サマーキャンプ： 2-4週間

 対象：12-1９歳

©ISA
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キャンププログラム

Boot Camp Varsity Camp Elite Camp

16-19歳 12-15歳 14-18歳

 高校や大学で真剣にバスケッ
トボールに取り組みたい選手
向けのプログラム

 運動能力向上のために様々な
パフォーマンストレーニングや、
試合への準備を整えるための
集中的なコンディショニングが
プログラムに組み込まれる

 キャンプ中には、他の高校生や
大学生と対戦できるオープン
ジムスクリメージにも参加

 チームプレイよりも個人の技術
に重点を置いたプログラム構
成

 秋からのアメリカでの新シーズ
ンに向けて、レギュラーを目指
したい選手や、さらに上のレベ
ルを目指したい選手向けのプ
ログラム

 スキルに重点を置き、試合で
活用できるよう、細かく分解し
て指導

 得点力、バスケットボールIQ、
動きの考え方、個人スキル、ス
ピード、機敏性、判断力といっ
た主要なエリアを指導

 5対5も行い、学んだスキルを
実践するだけでなく、キャンプ
で学んだことをどの様に試合
で活かすかについての個人指
導を行う

※ 追加費用： 154,400円

 大学でプレイすることを真剣に
考えてる選手向けプログラム
で3つの要素で構成

 スキルの向上
コート上でのバスケットボールス
キルの向上と、パフォーマンスセ
ンターでの運動能力の向上

 試合
平日の取れイニングと週末の
AAU※１トーナメントへの参加

 露出
定期的に大学のコーチやスタッ
フにプレイを披露。ISAコーチが
大学リクルートに関する情報や
他の選手との差の付け方を指導

※１：アマチュア運動競技連盟
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随時 オンラインカウンセリング

5月20日（金）午前

6月中旬

6月末

出発1週間前まで

出発1週間前まで

8月1日（月）

8月14日（日）

出発までのスケジュール

お申込書提出

請求書送付

費用お支払い

Eチケットなど最終案内送付

出発前オリエンテーション

出発

帰国

 状況により、日程などが変

更となる場合がございます。



Thank You!

お申込みの際は下記までご連絡ください。
お申込書類一式を送付いたします。

株式会社PGT
Phone : 052-808-3568

Email : keystone@pgt11.com

過去のキャンプの様子や詳細についてはウェブサイトにて紹介
www.pgt11.com


