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お支払いは大学生協ローンにおまかせ

国内・海外より日本語で対応可能。こんなときにお役に立てます。
◆渡航先の医療事情、治安について知りたい
◆海外で病気や事故（けが）の時、最寄りの病院を紹介してもらいたい
◆クレジットカード、パスポートの盗難、紛失の時、手続きをサポートしてもらいたい
◆言葉がうまく通じない時、電話による通訳をお願いしたい など

※旅行商品の解約・変更、旅行契約にかかわるものについてはお受けできませんのでご了承ください。

2020年3月現在

均等分割払い（3～36回）
※50万円を超える金額でお申し込みの場合、
42～60回払いも可
ボーナス併用分割払い
手数料9.0％（実質年率）
ボーナス1回・2回払いがあります。
※詳細は大学生協にお問い合わせください。

100万円以下

詳しくはTuoカードのホームページをご覧ください。
http://tuo.univcoop.or.jp

●お問合せ先 → 各生協窓口

今や海外旅行にはクレジットカードは必需品。海外では
ホテルのチェックインのときなど身分証明にもなります。
Tuoカードは低い利用枠、不正使用に対する補償制度
（暗証番号を使用された場合は対象外）など安心設計で
大学生協がお勧めするクレジットカードです。
（※）年会費初年度無料。2年目以降も前年に1回以上

Tuoカードをご利用いただくと無料。ご利用がない場
合は1,250円＋税がかかります。

Information

会員の方には以下の補償が自動的に付帯されます（ET会員の場合）
◆治療・救援費用 2,000万円 ◆疾病死亡 500万円
◆賠償責任 3億円 ◆傷害後遺障害 1,000万円
◆携行品損害 10万円 ◆偶然事故対応費用（注2） 5万円
◆傷害死亡 500万円  引受幹事保険会社：東京海上日動火災保険株式会社

（注1） 全国大学生活協同組合連合会を契約者とする、会員の方を対象とした海外旅行保険包括契約となります。
（注2） 期間32日以上の方はFT会員となるため、この補償はついておりません。代わりに、航空機遅延2万円、航空機寄託手荷物遅延10万円の補償がついています。

大学生協では、「あんサポ24」は「海外渡航の必需品」と位置づけて、生協で海外旅行を申し込んだ全ての組合員に加入を強くお勧めしています。

大学生協の「テーマのある旅」は安心設計!
「全国大学生活協同組合 旅行センター」が旅行企画・実施するコースには

あんサポ24 ET会員（但し、期間32日以上の方はFT会員）がついています。
大学生協と東京海上グループが協同であなたをサポート！ これで万一の場合でも安心です

「CO-OPあんしんダイヤル」が24時間利用できます

旅行・留学に必要な海外旅行保険つき（注1）

あんサポ24事務局：03-5307-1162　E-Mail:anshin@univcoop.or.jp

均等分割
払い

第1回目	 10,920円
第2回目以降	10,800円（×19回）

ボーナス
併用

分割払い

第1回目	 7,920円
第2回目以降	7,800円（×19回）
ボーナス加算額	20,000円×3回

大学生協ローンの分割手数料
支払回数（回） 3 6 10 12 15 18 20 24 30 36 42 48 54 60

組合員手数料（%）
現金販売価格100円当りの手数料額（円） 1.50 2.64 4.17 4.94 6.10 7.28 8.06 9.64 12.04 14.48 16.95 19.45 21.98 24.55

実質年率（%） 9.00
※42回〜60回払いは、50万円を超える金額でお申し込みの場合にご利用いただけます。

他にもお支払い方法をご用意しています！

詳細は大学生協にお問い合わせください。

お申込時に必要なもの
分割払いをご希望の場合は生協窓口で「専用申込書」を受
け取り必要事項をご記入の上お申し込みください。
①専用申込書②組合員証③金融機関お届印④金融機関
の口座番号が確認できるもの（通帳、キャッシュカード）
● お申し込みの方が学生の場合、成年・未成年とも、親権者
の連帯保証人自筆の署名と捺印が必要となります。

● クレジット会社から連帯保証人予定者様にご連絡いたし
ます。（連帯保証人予定者様にご確認いただき、審査後ローン承認となります）

● クレジット会社の審査に時間がかかりますので、余裕を
持ってお越しください。（出発の1ヶ月くらいまでに）

保険付き

このマークが目印

ボーナス一括払い ボーナス二回払い

例えば旅行代金20万円（税込）&  支払い回数20回にしたときは
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あなたのキャンパスにトラベルカウンターがない、または閉店等の場合は、下記のトラベルセンターへご来店、またはお電話下さい。

大学生協事業連合 北海道地区旅行センター北海道
〒060-0808 札幌市北区北8条西7丁目 生協会館3F
☎011-768-7787
営業時間 平日  10：00～17：00
 土・日・祝日

北海道

大学生協事業連合 東北地区
〒981-0933 
宮城県仙台市青葉区柏木1-1-41 大学生協会館1F
☎022-717-4809
営業時間  平日 10：00～17：00  土・日・祝日 8/13～16  休業

東北

大学生協トラベルサポートセンター
〒162-0843 新宿区市谷田町3-24-1
☎03-5261-9101
営業時間 平日  10：00～17：30　土曜  10：00～13：00
 日・祝日 8/12～16  休業  ※土曜営業は7～8月のみとなります。

関東・甲信越

大学生協中国・四国事業連合 大阪旅行サービス
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-8-3  新大阪サンアールビル北館5階
☎06-4806-8901
営業時間 平日  10：00～17：00　土・日・祝日 ※8/12～16 休業  
※電話受付のみとなります。

中国・四国

大学生協事業連合 京都トラベルセンター
〒604-8113 京都市中京区柳馬場蛸薬師上ル井筒屋町411  大学生協京都会館3F
☎075-254-8561
営業時間 平日  10：00～17：00　土・日・祝日 ※8/13～16  休業  

関西・北陸

大学生協なら海外で語学・文化を学ぶスタンダードな語学留学から異文化体験やボランティア、視察・スタディツアーまで
幅広くご用意しております!学生のうちしかできない貴重な体験をお届けします。

詳細は専用パンフレット・チラシをご覧ください。 ※掲載の内容は予告なく変更または中止となる場合がございます。

大学生協がオススメする
短 期 語 学 留 学 の スタン
ダードコースが掲載。目的
にあったプランを選んで
語学研修やホームステイ
ができます。

あの有名な映画の舞台に
もなった 憧 れ のオックス
フォード大 学クライスト
チャーチカレッジでのキャ
ンパスライフが体験でき
ます! 

留学に関する基礎情報か
ら現地に行ってから差がつ
く知識まで。滞在やレッス
ンも自由にアレンジして自
分だけの留学をつくろう。

テーマを絞るから現地にしかない“本物”を学ぶ刺激的なツ
アーを掲載。
現地コーディネーターがご案内します。

大学生協組合員だけが体
験できる夢の9日間。
Walt Disney World® 
Resortで学ぶスペシャル
プログラム開講！

テーマのある旅　説明会

大学生協があなたらしい旅探しをお手伝いします

1 短期語学留学

4 オックスフォード・
アカデミック・プログラム

2 留学ガイド

5 テーマのある旅

3 ディズニー・ユース・
カレッジ・プログラム
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総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務
取扱管理者にお訊ねください。

あなたのキャンパスにトラベルカウンターがない、または閉店等の場合は、下記のトラベルセンターへご来店、またはお電話下さい。

全国大学生活協同組合連合会 旅行センター 
インターネットホームページ  URL http://travel.univcoop.or.jp/

大学生協事業連合 北海道地区 旅行センター北海道
〒060-0808 札幌市北区北8条西7丁目 生協会館3F
☎011-768-7787
営業時間 平日  10：00～17：00
 土・日・祝日 

北海道

大学生協事業連合 東北地区
〒981-0933 
宮城県仙台市青葉区柏木1-1-41 大学生協会館1F
☎022-717-4809
営業時間  平日 10：00～17：00  土・日・祝日 8/13～16  休業

東北

大学生協トラベルサポートセンター
〒162-0843 新宿区市谷田町3-24-1
☎03-5261-9101
営業時間 平日  10：00～17：30　土曜  10：00～13：00
 日・祝日 8/12～16  休業  ※土曜営業は7～8月のみとなります。

関東・甲信越

大学生協中国・四国事業連合 大阪旅行サービス
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-8-3  新大阪サンアールビル北館5階
☎06-4806-8901
営業時間 平日  10：00～17：00　土・日・祝日  ※8/12～16 休業  
※電話受付のみとなります。

中国・四国

大学生協事業連合 京都トラベルセンター
〒604-8113 京都市中京区柳馬場蛸薬師上ル井筒屋町411  大学生協京都会館3F
☎075-254-8561
営業時間 平日  10：00～17：00　土・日・祝日  ※8/13～16 休業  

◆お問い合わせ・お申込先

関西・北陸

素敵な
体験談は
P.10から
掲載！

サポート
体制

簡単
手続き

43年間の
伝統と
実績

往復航空券も含んだお得なパッケージプラン!

+ + + 授業料 滞在費 出迎え
費用航空券

2020年3月発行
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大学生協 旅行企画・実施（36校）

これ一冊でOK
24時間日本語でサポート
海外旅行保険がセット

提携旅行会社 旅行企画・実施

2020
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¥798,000成田
発着http://travel.univcoop.or.jp/sa/

旅行企画・実施

旅行条件書（要約）お申込みの際は、「海外募集型企画旅行条件書」を別途お受け取り下さい。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務
取扱管理者にお訊ねください。

あなたのキャンパスにトラベルカウンターがない、または閉店等の場合は、下記のトラベルセンターへご来店、またはお電話下さい。

全国大学生活協同組合連合会 旅行センター 
インターネットホームページ  URL http://travel.univcoop.or.jp/

大学生協北海道事業連合旅行センター
〒060-0808 札幌市北区北8条西7丁目 生協会館3F
☎011-768-7787
営業時間 平日  10：00～17：00
 土・日・祝日 12/29～1/3 休業

北海道

大学生協東北事業連合旅行センター
〒981-0933 
宮城県仙台市青葉区柏木1-1-41 大学生協会館1F
☎022-717-4809
営業時間  平日 10：00～17：00  土・日・祝日 12/28～1/6  休業

東北

大学生協トラベルサポートセンター
〒162-0843 新宿区市谷田町3-24-1
☎03-5261-9101
営業時間 平日  10：00～17：30　土曜  10：00～13：00
 日・祝日 12/28～1/5  休業  ※土曜営業は12～2月のみとなります。

関東・甲信越

大学生協中国・四国事業連合 大阪旅行サービス
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-8-3  新大阪サンアールビル北館5階
☎06-4806-8901
営業時間 平日  10：00～17：00　土・日・祝日 12/27～1/5 休業  
※電話受付のみとなります。

中国・四国

大学生協関西北陸事業連合 トラベルセンター
〒604-8113 京都市中京区柳馬場蛸薬師上ル井筒屋町411  大学生協京都会館3F
☎075-254-8561
営業時間 平日  10：00～17：00　土・日・祝日 12/28～1/5  休業

関西・北陸

◆お問い合わせ・お申込先

旅行開始日がピーク時の旅行で
あって、旅行開始日の前日から起
算してさかのぼって40日目に当た
る日以降31日目にあたる日まで。

契約解除の日

旅行代金の10%

旅行代金の20%

無 料

a:「特定日」に旅行を
開始する旅行

b:「特定日以外」に旅行を
開始する旅行

旅行代金の50%

旅行代金の100%

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって30日目に当たる日
以降3日目にあたる日まで。

旅行開始日の前々日以降旅行
開始日まで。

旅行開始後の解除又は無連絡
不参加の場合。

1.募集型企画旅行契約
（1）この旅行は全国大学生活協同組合連合会 旅行セン

ター（東京都杉並区和田3-30-22、観光庁長官登録旅
行業1642号、以下「当会」といいます）が企画・実施す
る旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当会と
募集型企画旅行契約を締結することになります。

（2）募集型企画旅行契約の内容・条件は、下記に記載さ
れている条件のほか、別途お渡しする旅行条件書（海
外旅行取扱生協（以下、生協店舗といいます）でお受
け取りください）・出発前にお渡しする最終旅行日程表
および当会募集型企画旅行契約約款によります。

2.旅行のお申込みと契約の成立時期
（1）お申込みは下記の３つの方法のいずれかでお受けします。

①生協店舗でのお申込み
②旅行相談会でのお申込み
③電話でのお申込み（※生協店舗によっては、電話での

お申込みをお受けしていない場合もございます）
（2）旅行契約の成立は当会が旅行契約の締結を承諾し、生

協店舗が申込金（1万円以上）を受領した時点とします。
（3）ガイドブック「出発までに＆旅先で・・・」を必ずお受け

取りください。

3.旅行代金のお支払い
1. 旅行代金から申込金を差し引いた残額を旅行開始日

の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日よ
り前までに、生協店舗が確認出来るようお支払いくだ
さい。生協店舗にお申込みの方は、申込生協店舗へお
支払いください。相談会会場、電話によるお申込みの
方は、別途のご案内の方法でお支払いください。

2. クレジットカードによるお支払いも旅行開始日の31日前ま
でにお申込み窓口にて所定の手続きを行ってください。

3. トラベルローンご利用の場合は「ローン申込書」にて直
ちに手続きをしてください。ローンのご利用は旅行開
始日の１か月前で締め切らせていただきます。

4.旅行代金に含まれるもの
1. 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機

関の運賃（コースにより等級が異なります。別途明示
する場合を除きエコノミークラスとなります。）

2. 旅行日程に含まれる研修費用・教材費
3. 旅行日程に明示した観光の料金（バス料金・ガイド料

金・入場料）
4. 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金

（2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。）
5. 旅行日程に明示した食事の料金・税・サービス料
6. 現地出入国税、空港税、航空保険料
7. 運送機関の課す付加運賃・料金（燃油サーチャージ）
8. 手荷物の運搬料金

お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金（航空機
で運搬の場合はお1人様20kg以内が原則となっており
ますが、ご利用等級や方面によって異なりますので、詳
しくは係員におたずねください。）

9. 団体行動中の心付け（チップ）
10. 添乗員付コースの添乗員の同行費用

上記費用はお客様のご都合により、一部利用されな
くとも原則として払戻しはいたしません。

5.旅行代金に含まれないもの
前項のほかは旅行代金に含まれません。（本文中に別規
定ある場合を除く。）その一部を例示します。
1. 超過手荷物料金（規定の重量・容量・個数を超える分

について）
2. クリーニング代・電報電話料・ホテルのボーイ/メイド

等に対する心付けその他追加飲食等個人的性質の
諸費用及びそれに伴う税・サービス料

3. 渡航手続き関係諸費用（旅券印紙代・査証料・予防接
種料金・渡航手続き取扱い料金）

4. お客様のご希望によりお一人部屋を使用される場合
の追加代金

5. 希望者のみ参加されるオプショナルツアー（別途料金
の小旅行）の代金

6. 日本国内の空港施設使用料•旅客保安サービス料
および国際観光旅客税

7. 日本国内における出発空港までの交通費及び宿泊費
並びに到着空港からの交通費及び宿泊費

8. おみやげ品及び持込品にかかる税等
9. 障害・疾病等に関する医療費
10. 大阪・名古屋・福岡・札幌から参加の場合：国内移動

に伴う宿泊費（国内線予約の都合上、当日国際線との
接続が出来ない場合など）及び交通費（羽田～成田
間の交通費など）

11. 自由行動中の諸費用及び自由旅行中の一切の費用
12. 任意加入の海外旅行保険費用

6.取消料
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことによ
り、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、
契約解除のお申し出は当会に営業時間内にお受けいた
します。
a:「特定日」(4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7)に旅

行を開始する旅行
b:「特定日以外」に旅行を開始する旅行

7.旅行条件・旅行代金の基準
当旅行条件要約は、2019年11月1日を基準としております。
また、旅行代金は、2019年11月1日現在有効なものとして公示
されている航空運賃・適用規則を基準にして算出しています。

授業はすべてオックスフォード大学講師! 映画『ハリー・ポッター』のロケ地としても
有名なオックスフォード大学クライストチャーチカレッジで憧れのキャンパスライフを体験!

2020 SPRING

一次締切：2020年3月31日（火）
二次締切：2020年6月30日（火）
※定員20名になり次第受付終了となります

大学生協限定企画

国内空港施設使用料・旅客保安サービス料
および国際観光旅客税は別途必要です。

〈全面協力〉 2020年 8/29（土） 出発
大学寮（1名1室）利用

Dr. Alexander Binns

　

Come and join us for this unique 
chance to stay & study where 
Harry Potter was �lmed. 

＼燃油サーチャージ•現地空港諸税込／
印刷インクには「大豆インク」を
使用することにより、VOC（揮
発生有機化合物）が少なく、鉛・
水銀カドミウムなどの重金属類は
使用していません

あなたにぴったりな
留学スタイルが
きっと見つかる！

早わかり留学費用
トラブルや
困ったときのQ&A

ワーキングホリデー大学留学
専門留学
短期語学留学
インターンシップ留学

お問い合わせ・お申し込みは
大学生協 旅行カウンターへ

海外語学留学フェア&キャンパス相談会 随時開催中
お近くの大学生協にてお問い合わせください

2019年11月発行

留学の選び方
＆取扱代理店

ご紹介

2020年版

20春 留学ガイド B案

札幌駅
ホテルノースゲート札幌

ルートイン

ホテルアスペン
コンビニ

東横イン

大学生協旅行センター

北海道大学

北大南門
北大
正門

法政大学
（市ケ谷）

飯田橋 市ケ谷

お堀 お堀

外堀通り

大学生協
トラベルサポート
センター （1F）

牛
込
橋

新
見
附
橋

市
ヶ
谷
橋

自転車店 地下鉄
有楽町線・南北線
5 番出口

外堀通り

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務
取扱管理者にお訊ねください。

印刷インクには「大豆インク」を
使用することにより、VOC（揮
発生有機化合物）が少なく、鉛・
水銀カドミウムなどの重金属類は
使用していません

あなたのキャンパスにトラベルカウンターがない、または閉店等の場合は、下記のトラベルセンターへご来店、またはお電話下さい。

全国大学生活協同組合連合会 旅行センター 
インターネットホームページ  URL http://travel.univcoop.or.jp/

大学生協事業連合旅行センター北海道
〒060-0808 札幌市北区北8条西7丁目 生協会館3F
☎011-768-7787
営業時間 平日  10：00～17：00
 土・日・祝日 12/29～1/3 休業

北海道

大学生協事業連合 東北地区
〒981-0933 
宮城県仙台市青葉区柏木1-1-41 大学生協会館1F
☎022-717-4809
営業時間  平日 10：00～17：00  土・日・祝日 12/28～1/6  休業

東北

大学生協トラベルサポートセンター
〒162-0843 新宿区市谷田町3-24-1
☎03-5261-9101
営業時間 平日  10：00～17：30　土曜  10：00～13：00
 日・祝日 12/28～1/5  休業  ※土曜営業は12～2月のみとなります。

関東・甲信越

大学生協中国・四国事業連合 大阪旅行サービス
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-8-3  新大阪サンアールビル北館5階
☎06-4806-8901
営業時間 平日  10：00～17：00　土・日・祝日 ※12/27～1/5 休業  
※電話受付のみとなります。

中国・四国

大学生協事業連合 京都トラベルセンター
〒604-8113 京都市中京区柳馬場蛸薬師上ル井筒屋町411  大学生協京都会館3F
☎075-254-8561
営業時間 平日  10：00～17：00　土・日・祝日 ※12/28～1/5  休業  

◆お問い合わせ・お申込先

関西・北陸

札幌駅
ホテルノースゲート札幌

ルートイン

ホテルアスペン
コンビニ

東横イン

大学生協旅行センター

北海道大学

北大南門
北大
正門

法政大学
（市ケ谷）

飯田橋 市ケ谷

お堀 お堀

外堀通り

大学生協
トラベルサポート
センター （1F）

牛
込
橋

新
見
附
橋

市
ヶ
谷
橋

自転車店 地下鉄
有楽町線・南北線
5 番出口

外堀通り

¥458,000
¥468,000～

ディズニー·ユース·カレッジ·
プログラムで学ぶ 9日間

http://travel.univcoop.or.jp/sa/

旅 行 企 画・実 施

旅行開始日がピーク時の旅行で
あって、旅行開始日の前日から起
算してさかのぼって40日目に当た
る日以降31日目にあたる日まで。

契約解除の日

旅行代金の10%

旅行代金の20%

無 料

a:「特定日」に旅行を
開始する旅行

b:「特定日以外」に旅行を
開始する旅行

旅行代金の50%

旅行代金の100%

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって30日目に当たる日
以降3日目にあたる日まで。

旅行開始日の前々日以降旅行
開始日まで。

旅行開始後の解除又は無連絡
不参加の場合。

1.募集型企画旅行契約
（1）この旅行は全国大学生活協同組合連合会 旅行セン
ター（東京都杉並区和田3-30-22、観光庁長官登録旅行
業1642号、以下「当会」といいます）が企画・実施する旅行
であり、この旅行に参加されるお客様は当会と募集型企
画旅行契約を締結することになります。

（2）募集型企画旅行契約の内容・条件は、下記に記載さ
れている条件のほか、別途お渡しする旅行条件書（海外
旅行取扱生協（以下、生協店舗といいます）でお受け取り
ください）・出発前にお渡しする最終旅行日程表および当
会募集型企画旅行契約約款によります。

2.旅行のお申込みと契約の成立時期
（1）お申込みは下記の３つの方法のいずれかでお受けします。
①生協店舗でのお申込み
②旅行相談会でのお申込み
③電話でのお申込み（※生協店舗によっては、電話での
お申込みをお受けしていない場合もございます）

（2）旅行契約の成立は当会が旅行契約の締結を承諾し、
生協店舗が申込金（1万円以上）を受領した時点とします。

（3）ガイドブック「出発までに＆旅先で・・・」を必ずお受け
取りください。

3.旅行代金のお支払い
1. 旅行代金から申込金を差し引いた残額を旅行開始日
の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日より前
までに、生協店舗が確認出来るようお支払いください。生
協店舗にお申込みの方は、申込生協店舗へお支払いくだ
さい。相談会会場、電話によるお申込みの方は、別途のご
案内の方法でお支払いください。
2. クレジットカードによるお支払いも旅行開始日の31日前
までにお申込み窓口にて所定の手続きを行ってください。
3. トラベルローンご利用の場合は「ローン申込書」にて直
ちに手続きをしてください。ローンのご利用は旅行開始日
の１か月前で締め切らせていただきます。

4.旅行代金に含まれるもの
1. 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機
関の運賃（コースにより等級が異なります。別途明示する
場合を除きエコノミークラスとなります。）
2. 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金（空路・駅・埠
頭と宿泊場所）
3. 旅行日程に明示した観光の料金（バス料金・ガイド料
金・入場料）
4. 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金

（2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。）
5. 旅行日程に明示した食事の料金・税・サービス料
6. 現地出入国税、空港税、航空保険料
7. 運送機関の課す付加運賃・料金（燃油サーチャージ）
8. 手荷物の運搬料金
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金（航空機で
運搬の場合はお1人様20kg以内が原則となっております
が、ご利用等級や方面によって異なりますので、詳しくは
係員におたずねください。）
9. 団体行動中の心付け（チップ）
10. 添乗員付コースの添乗員の同行費用
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくと
も原則として払戻しはいたしません。

5.旅行代金に含まれないもの
前項のほかは旅行代金に含まれません。（本文中に別規
定ある場合を除く。）その一部を例示します。
1. 超過手荷物料金（規定の重量・容量・個数を超える分
について）
2. クリーニング代・電報電話料・ホテルのボーイ/メイド
等に対する心付けその他追加飲食等個人的性質の諸費
用及びそれに伴う税・サービス料
3. 渡航手続き関係諸費用（旅券印紙代・査証料・予防接
種料金・渡航手続き取扱い料金）
4. お客様のご希望によりお一人部屋を使用される場合
の追加代金
5. 希望者のみ参加されるオプショナルツアー（別途料金

の小旅行）の代金
6. 国際観光旅客税
7. 日本国内の空港施設使用料•旅客保安サービス料
8. 日本国内における出発空港までの交通費及び宿泊費
並びに到着空港からの交通費及び宿泊費
9. おみやげ品及び持込品にかかる税等
10. 障害・疾病等に関する医療費
11. 大阪・名古屋・福岡・札幌から参加の場合：国内移動
に伴う宿泊費（国内線予約の都合上、当日国際線との接
続が出来ない場合など）及び交通費（羽田～成田間の交
通費など）
12. 自由行動中の諸費用及び自由旅行中の一切の費用
13. 任意加入の海外旅行保険費用

6.取消料
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、
いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約
解除のお申し出は当会に営業時間内にお受けいたします。
a:「特定日」(4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7)に旅
行を開始する旅行
b:「特定日以外」に旅行を開始する旅行

7.旅行条件・旅行代金の基準
当旅行条件要約は、2020年3月1日を基準としております。
また、旅行代金は、2020年3月1日現在有効なものとして公示
されている航空運賃・適用規則を基準にして算出しています。

旅行条件書（要約）お申込みの際は、「海外募集型企画旅行条件書」を別途お受け取り下さい。 2020 SUMMER

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務
取扱管理者にお訊ねください。

あなたのキャンパスにトラベルカウンターがない、または閉店等の場合は、下記のトラベルセンターへご来店、またはお電話下さい。

全国大学生活協同組合連合会 旅行センター 
インターネットホームページ  URL http://travel.univcoop.or.jp/

大学生協事業連合 北海道地区 旅行センター北海道
〒060-0808 札幌市北区北8条西7丁目 生協会館3F
☎011-768-7787
営業時間 平日  10：00～17：00
 土・日・祝日 

北海道

大学生協事業連合東北地区
〒981-0933 
宮城県仙台市青葉区柏木1-1-41 大学生協会館1F
☎022-717-4809
営業時間  平日 10：00～17：00  土・日・祝日 8/13～16  休業

東北

大学生協トラベルサポートセンター
〒162-0843 新宿区市谷田町3-24-1
☎03-5261-9101
営業時間 平日  10：00～17：30　土曜  10：00～13：00
 日・祝日 8/12～16  休業  ※土曜営業は7～8月のみとなります。

関東・甲信越

大学生協中国・四国事業連合 大阪旅行サービス
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-8-3  新大阪サンアールビル北館5階
☎06-4806-8901
営業時間 平日  10：00～17：00　土・日・祝日 8/12～16 休業  
※電話受付のみとなります。

中国・四国

大学生協京都トラベルセンター
〒604-8113 京都市中京区柳馬場蛸薬師上ル井筒屋町411  大学生協京都会館3F
☎075-254-8561
営業時間 平日  10：00～17：00　土・日・祝日 8/13～16  休業

関西・北陸

◆お問い合わせ・お申込先

2名1室利用

国内空港施設使用料・旅客保安サービス料および
国際観光旅客税は別途必要です。

成田
発着

As to Disney artwork, logos, and properties: ⒸDisney

燃油サーチャージ•現地空港諸税込

マジックキングダム・パーク※フィールドワークイメージ

ディズニー・ユース・プログラムは、独創的で豊かな体験の宝庫です。
若者の心をひきつけ、夢を実現する道すじを示します。
体験のこれらの実践的なプログラムは、ディズニーの物語性、キャストメンバー、
パークの環境、体験型学習を通じて、創造性に火をつけ、
あなたの中に眠っていた潜在能力を引き出します。

学生のために作られた

スペシャル
プログラム
開講決定!!

修了者にはディズニーより
修了証を発行!!

フロリダウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート

～一生に残る貴重な体験と同年代の仲間と出会える～

お申し込み締切：2020年7月10日（金）

2019Sum Youth College Program_H1-4

大　阪
日　時

2020年 5 月 9 日（土）  12：00〜14：00
〔内容〕  
テーマのある旅説明会＋個別相談

場　所
大学生協 大阪会館2F
大阪市淀川区西宮原2-7-15
地下鉄御堂筋線「新大阪駅」4番出口徒歩12分

お問い合わせ先
大学生協事業連合 京都トラベルセンター
TEL：075-254-8561

東　京
日　時

第1回 2020年 5 月16日（土）  12：00〜14：00
第2回 2020年 6 月 6 日（土）  12：00〜14：00

〔内容〕  テーマのある旅説明会＋個別相談  
WEB事前予約制・定員各20名

※詳細は「海外語学留学相談会チラシ」をご覧下さい。

場　所
大学生協 市ヶ谷会議室
新宿区市谷田町3-24-1

（JR「市ヶ谷駅」徒歩10分、
 地下鉄「市ヶ谷駅」5番出口 徒歩5分）

お問い合わせ先
大学生協事業連合 学び支援事業部
TEL：03-5261-4611

名古屋
日　時

2020年 5 月 9 日（土）  13：30〜16：30
・2020年8月〜9月「テーマのある旅」紹介＆説明
・テーマのある旅参加者からの報告
・ブース相談＆参加者とのフリートーク
事前予約もWEBサイトからお願いいたします。
https://www.univcoop-tokai.jp/webform/tokai/theme202005

場　所
ウインクあいち10階 1003会議室
名古屋市中村区名駅4丁目4-38 愛知県産業労働センター

（JR・名鉄・近鉄・地下鉄「名古屋駅」桜通口から
 ミッドランドスクエア方面徒歩5分）

お問い合わせ先
大学生協事業連合 東海地区事業推進部
TEL：052-839-2888

テーマのある旅表紙_ウラ

ツアーツアー異文化体験異文化体験キャリアアップスタディーツアーキャリアアップ スタディーツアー

ある旅のテーマ
“本物”“本物”

現地にしかない
“本物”から学ぶ刺激的なツアー

現地にしかない
“本物”から学ぶ刺激的なツアー

◆お問い合わせ・お申込先

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務
取扱管理者にお訊ねください。

全国大学生活協同組合連合会 旅行センター 
インターネットホームページ  URL http://travel.univcoop.or.jp/
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2020 SUMMER
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2020.7月～9月出発2020.7月～9月出発2020.7月～9月出発2020.7月～9月出発

サンフランシスコ・
シリコンバレー企業訪問ツアー
アメリカで働く・学ぶ人たちとの
出会いと交流 
アメリカで働く・学ぶ人たちとの
出会いと交流 
9 日間

ボルネオ
アドベンチャーツアー
ボルネオ
アドベンチャーツアー
世界屈指のネイチャーパラダイス
inマレーシア 
世界屈指のネイチャーパラダイス
inマレーシア 

7 日間

「何もなくて豊かな島」
フィリピン・カオハガン島

「何もなくて豊かな島」
フィリピン・カオハガン島
自然と共にある暮らしから学ぶ旅 自然と共にある暮らしから学ぶ旅 
7 日間

自分の将来・キャリアを
イメージする旅inシンガポール

自分の未来図を描くためのステップ！自分の未来図を描くためのステップ！

P.20

6 日間

アメリカスポーツ
ビジネス視察研修
最新のスポーツビジネスを学ぶ 最新のスポーツビジネスを学ぶ 

P.P.1515

6 日間

文明の十字路
ウズペキスタン周遊
中央アジアシルクロード
世界遺産と学生交流
中央アジアシルクロード
世界遺産と学生交流

P.09
8 日間

異文化交流！ 超多国籍
バスの旅 ヨーロッパ周遊
世界の仲間と英語で
旅するバスツアー！
世界の仲間と英語で
旅するバスツアー！

P.29
13 日間

異文化交流! 超多国籍
バスの旅 ベトナム縦断
世界の仲間と
英語で旅する
バスツアー！

世界の仲間と
英語で旅する
バスツアー！

P.30
10 日間

課題解決型
インターンシップ
カンボジアの専門旅行会社で カンボジアの専門旅行会社で 

P.26

7 日間

異文化交流！超多国籍バスの旅
オーストラリア東海岸縦断
世界の仲間と英語で旅する！世界の仲間と英語で旅する！
9 日間

P.31

P.12 P.22P.19

グローバルスタディー
inバンコク
日系大手企業6社による
海外インターンシップ型ツアー 
日系大手企業6社による
海外インターンシップ型ツアー 

P.23
7 日間

ディズニー・ユース・
カレッジ・プログラム9日間

P.16~17

As to Disney artwork, logos, and properties: ⒸDisney

テーマのある旅表紙_オモテ

P.08 P.10 P.11
P.06
~07

平和・環境スタディーツアー平和・環境 スタディーツアー 教育・ボランティアスタディーツアー教育・ボランティアスタディーツアー

ある旅のテーマ
“本物”“本物”
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2020 SUMMER
2020年4月発行

2020.7月～9月出発2020.7月～9月出発2020.7月～9月出発2020.7月～9月出発

現地にしかない
“本物”から学ぶ刺激的なツアー

現地にしかない
“本物”から学ぶ刺激的なツアー

ツアー中に困ったら

ツアー中のあなたを24時間お手伝い

日本語で 24時間 365日

ドイツ自然エネルギー
政策とまちづくり視察研修
ヨーロッパに学ぶ
自然と人に優しいまちづくり
ヨーロッパに学ぶ
自然と人に優しいまちづくり
10 日間

フィンランド
教育関係視察研修
多様性の尊重と世界一の
教育制度を学ぶ  
多様性の尊重と世界一の
教育制度を学ぶ  

8 日間

フィンランド幼児教育･
保育視察実習
発達保障先進国安心・平等の子育て 発達保障先進国安心・平等の子育て 

8 日間

ヨーロッパ・
ピース・スタディーツアー
ポーランド・ドイツ・オランダを巡るポーランド・ドイツ・オランダを巡る

11 日間

SDGsについて考える
オーストラリア
ブリスベン＆モートン島で
世界の取組を見学
ブリスベン＆モートン島で
世界の取組を見学

18P.18
6 日間

アジア・
ピーススタディツアー
アジア・
ピーススタディツアー
ベトナム学生交流と
世界遺産アンコール遺跡を訪れる 
ベトナム学生交流と
世界遺産アンコール遺跡を訪れる 

7 日間
P.21

サンフランシスコ
学校訪問研修
体験交流から学ぶ 体験交流から学ぶ 

P.13

9 日間

P.14
9 日間

4つのNPOボランティア
体験と現地交流
社会課題の解決団体から学ぶ
アメリカ社会の一面
社会課題の解決団体から学ぶ
アメリカ社会の一面

カンボジア教育
ボランティア活動
子どもたちの笑顔と未来をつくる子どもたちの笑顔と未来をつくる

P.27

23 日間

日本語教師体験と
国際交流
ミャンマー ヤンゴン ミャンマー ヤンゴン 

P.25

7 日間

モンゴル・トングリ村
植林活動と交流スタディツアー
～地球緑化クラブ
村の緑化活動と自立支援～
～地球緑化クラブ
村の緑化活動と自立支援～

24P.24
5 日間

フィリピン セブ島医療・
保健スタディツアー
～国際保健・医療の最前線で
学び・考え・行動する～
～国際保健・医療の最前線で
学び・考え・行動する～

P.28
9 日間


