
第９回 第９回 英語講座の先生と学ぶ

オーストラリア・シドニー
異文化体験ツアー８日間

Sydney Opera House（イメージ）

羽田発着

・はじめて海外に行った人からも大好評！！
・これまで1000人以上の方にご参加いただいています。

旅行
代金

２４０,０００円
（エコノミークラス利用・４～６名１室利用・大人おひとり様）

※燃油サーチャージおよび現地空港諸税、羽田空港施設使用料2,570円・旅客保
安サービス料100円はすべて旅行代金に含まれています。
※現地空港諸税が増額または減額、廃止された場合も旅行代金は変更ありません。
(増額分の追徴ならびに廃止を含む減額分の払い戻しはございません)
※ETASは大学生協が無料で取得します(パスポートコピーをご提出ください)

国内線乗継
追加代金

(日本航空便利用)

※コース本体と同時に
お申込みください

福岡・大阪空港発着―                                 中国四国各地の空港発着―

１０,０００円 / ２０,０００円(往復)

大阪・福岡追加の場合10,000円(往復)
高松・徳島・高知・松山・広島・岡山・宇部・出雲発着追加の場合20,000円(往復)

※国内線旅客施設使用料(羽田往復580円）は国内線乗り継ぎ追加代金の中に含みます。
また、国内線旅客施設使用料が増額、減額、廃止された場合でも追加代金に変更はございません。

国内線は上記空港から羽田空港への往復での手配となります。
同日乗継便での手配となりますが、最短時間乗継便などの指定はお受けできませ
ん。グループの場合でも搭乗便は複数便で分散されることがあります。
※国内線乗継運賃座席枠の中で搭乗便が決定されるため、正規運賃の座席枠に空
席がある場合でも予約が確保できない場合がございます。

利用
航空会社

カンタス航空
エコノミークラス利用

宿泊
Sydney Central YHA
（４～６名相部屋）

最少
催行人員 15名 食事

朝食 ５回
(コンチネンタル式)

昼食 0回
夕食 1回

(機内食除く）

添乗員
添乗員は同行いたしません。ただしスタッフは同行し
ます。期間中現地では大学生協職員および英語講師が
お世話します。

旅券
・
査証

パスポート残存
有効期間
(日本国籍の方の場合)

ETAS(電子入国許可)取得の場合、
帰国時まで有効なもの。

査証
(日本国籍の方の場合)

ETAS(電子入国許可)が必要です。
生協が無料で取得いたします。

■ ツアースケジュール・旅行代金 出発日：２０１８年８月２２日
日程 ８/２２（水）出発

８月22日
（水）

夕刻 ：羽田空港集合（オリエンテーションを行います）
夜 ：羽田空港発

【機中泊】

８月23日
（木）

午前 ：シドニー国際空港着後グループごとにホテルへ。
一旦荷物を預けます。

午後 ：シドニーを知る現地ツアー
夕刻 ：現地に移住した日本人が語る
夜 ：夕食交流会
【シドニー泊】

８月24日
（金）

午前 ：お申込みのコースにご参加下さい
（２コースのうち１つ：下記参照）
Aコース アボリジナル文化を知るツアー
Bコース 保育園訪問ツアー

午後 ：持ち寄り夕食会買い物＆準備
夜 ：持ち寄り夕食会（費用個人負担 10ドル程度）
【シドニー泊】

８月25日
（土）

午前 ：大学訪問
午後 ：グループ別行動
【シドニー泊】

８月26日
（日）

午前 ：ユダヤ博物館見学
午後 ：グループ別行動
【シドニー泊】

８月27日
（月）

終日 ：グループ別行動
【シドニー泊】

８月28日
（火）

午前 ：グループ別行動
午後 ：まとめの会
夕刻 ：専用車にて空港へ移動
夜 ：シドニー国際空港発
【機中泊】

８月29日
（水）

早朝 ：羽田空港着
到着後解散 ～お疲れさまでした～

学習会も充実！

以下の２つからコースを選択してお申し込みください。

Aコース

アボリジナル文化を知るツアー
（約２時間）
地球最古の生活文化の一つとされるアボリジナル文
化を、ガイドと共に徒歩で巡りながら学ぶツアーです。

Bコース

保育園訪問
（滞在約３時間）
現地の園児と遊び、園長もしくは保育士とディスカッ
ションをする交流ツアーです。

※当パンフスケジュールの内容は、天候・現地事情により内容を入れ替えてご案内、また
は内容を変更することがございます。
※滞在中の移動はグループ毎に公共交通機関（バス・鉄道・フェリー）・徒歩で行います。
費用は各自負担です。＊7日目空港移動専用車は旅行代金に含みます。
※時間の目安：
早朝＝4：00～6：00、朝＝6：00～8：00、午前＝8：00～12：00、午後＝12：00～16：00
夕刻＝16：00～18：00、夜＝18：00～23：00、深夜23:00～4:00）

食事：機内のみ

食事：朝のみ

食事：朝のみ

食事：朝のみ

食事：朝のみ

食事：朝・機内

食事：機内のみ

食事：機内・夕

旅行企画・実施：全国大学生活協同組合連合会
協力 ：大学生協中国・四国事業連合大阪旅行サービス



第1回

オーストラリア・シドニー
企業訪問ツアー８日間

Sydney Tower Eyeから眺めるシドニー中心部（イメージ）

羽田発着

・オーストラリア最大の都市、シドニー。世界有数の多文
化都市の中で企業訪問を含む様々な体験をします。
・スタッフの同行があるので初海外の人にもおすすめです。

旅行
代金

２６０,０００円
（エコノミークラス利用・４～６名１室利用・大人おひとり様）

※燃油サーチャージおよび現地空港諸税、羽田空港施設使用料2,570円・旅客保
安サービス料100円はすべて旅行代金に含まれています。
※現地空港諸税が増額または減額、廃止された場合も旅行代金は変更ありません。
(増額分の追徴ならびに廃止を含む減額分の払い戻しはございません)
※ETASは大学生協が無料で取得します(パスポートコピーをご提出ください)

国内線乗継
追加代金

(日本航空便利用)

※コース本体と同時
にお申込みください

福岡・大阪空港発着―                                 中国四国各地の空港発着―

１０,０００円 / ２０,０００円(往復)

大阪・福岡追加の場合10,000円(往復)
高松・徳島・高知・松山・広島・岡山・宇部・出雲発着追加の場合20,000円(往復)

※国内線旅客施設使用料(羽田往復580円）は国内線乗り継ぎ追加代金の中に含みます。
また、国内線旅客施設使用料が増額、減額、廃止された場合でも追加代金に変更はございません。

国内線は上記空港から羽田空港への往復での手配となります。
同日乗継便での手配となりますが、最短時間乗継便などの指定はお受けできませ
ん。グループの場合でも搭乗便は複数便で分散されることがあります。
※国内線乗継運賃座席枠の中で搭乗便が決定されるため、正規運賃の座席枠に空
席がある場合でも予約が確保できない場合がございます。

利用
航空会社

カンタス航空
エコノミークラス利用

宿泊
Sydney Central YHA
（４～６名相部屋）

最少
催行人員 15名 食事

朝食 ５回
(コンチネンタル式)

昼食 ０回
夕食 ２回

(機内食除く）

添乗員
添乗員は同行いたしません。ただしスタッフは同行し
ます。期間中現地では大学生協職員がお世話します。

旅券
・
査証

パスポート残存
有効期間
(日本国籍の方の場合)

ETAS(電子入国許可)取得の場合、
帰国時まで有効なもの。

査証
(日本国籍の方の場合)

ETAS(電子入国許可)が必要です。
生協が無料で取得いたします。

■ ツアースケジュール・旅行代金 出発日：２０１８年９月８日
日程 ９/８（土）出発

９月８日
（土）

夕刻 ：羽田空港集合（オリエンテーションを行います）
夜 ：羽田空港発

【機中泊】

９月９日
（日）

午前 ：シドニー国際空港着後グループごとにホテルへ。
一旦荷物を預けます。

午後 ：シドニーを知る現地ツアー
夕刻 ：現地に移住した日本人が語る
夜 ：夕食交流会
【シドニー泊】

９月10日
（月）

午前 ：大学訪問
午後 ：団体・企業訪問－１
【シドニー泊】

９月11日
（火）

午前 ：団体・企業訪問－２
午前 ：団体・企業訪問－３
午後 ：グループ別行動
夜 ：企業の方との夕食懇親会
【シドニー泊】

９月12日
（水）

午前 ：ユダヤ博物館訪問
午後 ：グループ別行動
【シドニー泊】

９月13日
（木）

終日 ：グループ別行動
【シドニー泊】

９月14日
（金）

午前 ：グループ別行動
午後 ：まとめの会
夕刻 ：専用車にて空港へ移動
夜 ：シドニー国際空港発
【機中泊】

９月15日
（土）

早朝 ：羽田空港着
到着後解散 ～お疲れさまでした～

訪問予定団体・企業(一例)紹介

JETRO
(ジェトロ：
日本貿易振興機構)
「貿易・投資促進と開発途上国研
究を通じ、日本の経済・社会の更
なる発展に貢献することを目指し
ています。」 (同機構HPより)

CLAIR
(クレア：
自治体国際化協会)
「国際イベントの参加、人材交流
の仕組みづくり、気になる海外事
情のリサーチなど、自治体の国際
化を多方面から支援していま
す。」 (同協会HPより)

NICHIGO Press
(日豪プレス)
「1977年創刊の日本語新聞「日豪
プレス」の報道・出版をコア･ビジ
ネスに、現地および日系の企業、
個人事業主を対象としたマーケ
ティング支援、ウェブサイト運営、
広告・出版物の制作などを垂直統
括した総合的なメディア事業を展
開しております。」 (同社HPより)

※当パンフスケジュールの内容は、天候・現地事情により内容を入れ替えてご案内、また
は内容を変更することがございます。
※滞在中の移動はグループ毎に公共交通機関（バス・鉄道・フェリー）・徒歩で行います。
費用は各自負担です。＊7日目空港移動専用車は旅行代金に含みます。
※時間の目安：
早朝＝4：00～6：00、朝＝6：00～8：00、午前＝8：00～12：00、午後＝12：00～16：00
夕刻＝16：00～18：00、夜＝18：00～23：00、深夜23:00～4:00）

食事：機内のみ

食事：機内・夕

食事：朝のみ

食事：朝のみ

食事：朝のみ

食事：朝・機内

食事：朝・夕

食事：機内のみ

旅行企画・実施：全国大学生活協同組合連合会
協力 ：大学生協中国・四国事業連合大阪旅行サービス



集合・出発
羽田空港でのオリエンテーションの後、シドニーに向けて出発します。

大学訪問
シドニーにある現地大学を訪ね、その学生たちと交流します。ユダヤ博物館訪問

ホロコーストの歴史について展示やサバイバー(語り部)
の方の講演を通じて学びます。

出発前後・ツアー中のサポート
このツアーを有意義なものとするため

・事前学習会
・旅のしおり
・現地への職員の同行
・振り返りの会

などの取り組みを行っています。

体験しながら
大いに学ぶ
８日間！

―両ツアー共通内容―

ロックスツアー
歴史あるロックス地区を現地のガイドさんと歩きます。 現地日本人が語る

シドニーで活躍されている日本人の方の体験談を聞きます。

朝の会・夜の会
ツアー中・朝と夜には全員で集まって、そ
の日の出来事や学び・気づきを振り返る時
間を設けています。

(イメージ)

(イメージ)

(イメージ)

(イメージ)

(イメージ)

昨年度ツアー参加者の声：

「当時の面影を残した古い町並
みが美しいです。」
「まだシドニーに着いたばかり
で英語についていくのが難し
かった。でも後に行った英語を
用いた簡単なゲームを通じて
徐々に英語に順応出来ていった
ように感じた。」

昨年度ツアー参加者の声：

「英語がペラペラではなくても、
『伝えたい』という気持ちがあ
れば海外で生活することも出来
るんだと思いました。」
「成長するための一歩を踏み出
すための支えとなった。」
「講演会を聞いて残りのシド
ニーでは積極的に話しかけるよ
う心掛けました。」

参加者の声：

「実際に現地の大学生にグルー
プに分かれて大学を案内しても
らい、勉強のことや生活のこと
などを聞くことができまし
た。」
「交流会では大学生活やアルバ
イト、行事などの文化の違いに
ついてお互いに情報を共有する
ことができた。」

昨年度ツアー参加者の声：

「自国だけではなく他国の歴史
も理解し考えていく必要がある
と感じた」
「忘れてはならない歴史に触れ
ることが出来たのは、とても良
い経験になりました。」
「同じ土地に住んでいたはずの
人々が迫害する側・される側に
分かれて争った歴史を知ると、
他国の文化を学ぶために自国を
飛び出してきた自分たちの立場
がとても幸せに思った」

(イメージ)

グループ別行動
出発前にグループごとに決定したスケ
ジュールに基づいて移動・行動します。

(イメージ)

Pancake

まとめの会・出国
共に旅をしてきた仲間たちとこのツアーを振り返ります。

(イメージ)

(イメージ)

(イメージ)



・ 未成年の方は保護者の方より参加の同意を得て、申込書提出の際に「同意書」をご提出ください。

・ 申込の際に申込金が必要になります。（10,000円）

・ 当企画は、お申込期限前であっても、募集定員に達した場合は、受付を締め切らせていただく場合があります。

この旅行は、全国大学生活協同組合連合会(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して頂く事
になります。

１ お申し込み方法と契約の成立
(１)当会所定の申込書に必要事項をご記入の上、お申し込みください。お申込金は、旅行
代金、取消料、または違約料の一部または全部として繰り入れます。 (２)契約は、当会
が契約の終結を承諾し、お申込金を受理した時に成立いたします。

２ 旅行代金のお支払い
(１)旅行代金からお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日目に当たる日より前までにお支払いいただきます。(２)トラベルローン利用の場合
は「ローン申込書」にて直ちに手続きをしてください。旅行開始日の１カ月前までに手
続きをおとりください。

３ 旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
【旅行代金に含まれるもの】
●パンフレットに記載された日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、消費税等諸税
●空港・出入国諸税、空港施設使用料、（羽田空港施設使用料・旅客サービス保安料、
シドニー空港・出入国諸税等)、燃油サーチャージ ● ETAS(電子入国許可)取得手数料
【旅行代金に含まれないもの】
●旅行日程に記載のない宿泊費、交通費、食事費等の諸費用 ●個人的諸費用（電話
代・クリーニング代等） ●自由行動の際の一切の費用 ●超過手荷物料金 ●渡航諸
手続費用（旅券印紙代など）

４ お客様の解除権
お客様は次の取消料をお支払いいただく事により旅行契約を解除する事が出来ます。な
お、取消日とはお客様が当会の営業日、営業時間内に解除する内容をお申し出頂いた日
とします。
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

ご旅行条件（要約） ※お申込みの際は「海外募集型企画旅行条件書」を別途お受取になり必ずお読みください。
【このパンフレットは、旅行業法第12条の4に定める取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。】

・お客様の数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たない場合２３日前にあたる日
より前に旅行中止の通知をします。

６ 免責事項
お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当会は賠償の責任を負いません。
・天災地異、気象状況、暴動またはこれらの為に生ずる旅行日程の変更若しくは旅行中止
・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらの為に生ずる旅行日程の変更若しくは旅
行中止。
・官公署の命令又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難。
・運送機関の遅延、不通またはこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地・滞
在期間の短縮。

７ 特別補償
お客様が募集型企画旅行中に生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害については当会
の故意、過失の有無にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、補償金及び見舞金
をお支払いします。

８ 旅程保証
当会は当パンフレットに記載した契約内容のうち、当会旅行業約款（募集型企画旅行契約
の部第29条別表二）に掲げる重要な変更が生じた場合は同条の定めるところにより変更補
償金をお支払いします。

９ 個人情報の取扱
(１)当会及び受託旅行会社は旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報についてお客様
との連絡や運送、宿泊期間等の手配およびそれらのサービスの受領のために必要な範囲内
で利用させていただきます。 (２)当会、当グループ会社および販売店では、①取り扱う
商品、サービス等のご案内 ②ご意見、ご感想の提供・アンケートのお願い ③統計資料
の作成。にお客様の個人情報を利用させていただく事があります。 （３)このほか当会
の個人情報の取り使いに関する方針等についてはホームページ（
http://travel.univcoop.or.jp）でご確認ください。 （４）当会は、お客様のお買い物等の
便宜の為に、免税店等に電子的方法等によりお客様の個人情報を提供します。なお、これ
らの事業者の個人情報の提供の「停止」を希望される場合は、お申込み窓口に「最終旅行
日程表」受け取り時までにお申し出ください。

１０ その他
（１）旅券・査証について：この旅行には帰国時まで有効な旅券が必要です。日本国籍以
外の方は自国の領事館、入国管理事務局等へお問合せください。 （２）渡航先の衛生状
況は厚生労働省のホームページでご確認ください。（http://www.forth.go.jp/） （３）
外務省［海外危険情報］等渡航先に関する情報が発せられている場合は書面で通知いたし
ます。また下記外務省海外安全ホームページでもご確認ください。
（http://www.pubanzen.mofa.go.jp/）

１１ 旅行条件・旅行代金の基準
このパンフレットに記載の旅行日程の旅行条件は２０１８年３月１日現在を基準としてい
ます。また、旅行代金は２０１８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・適用規則を基準として算出しております。

旅行企画・実施 受託販売

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第1642号 日本旅行業協会正会員

このコースにはあんサポ２４（ＥＮ会員）がついています。
▼「CO-OPあんしんダイヤル」が24時間利用できます。

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引受できませんのでご了承ください。

▼旅行・留学に必要な海外旅行保険つき（注）
会員の方には以下の補償が自動的に付帯されます。引受幹事保険会社：東京海上日動火災保険株式会社

●治療・救援費用 2,000万円 ●疾病死亡 100万円 ●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 5万円 ●傷害死亡 100万円

（注）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。

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

当コースへお申し込みを希望される方は、下記の条件をご確認ください。

５ 当会の解除権 旅行開始前の解除
当会は次に掲げる場合において、旅行開始前に旅行契約を解除する場合があります。こ
の場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）の全額を払い戻しいたします。

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下さい。

大学生協中国・四国事業連合 大阪旅行サービス
大阪市淀川区西中島5丁目8-3 新大阪サンアールビル北館５階

愛媛県知事登録旅行業 第3-184号

協 力

旅行契約の解除期日
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

(1)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日目にあたる日以降31日目にあたる日まで

旅行代金の１０％ 無料

(2)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3０日目にあたる日以降
3日目にあたる日まで

(3)旅行開始日の前々日以降旅行開始日まで

(4)旅行開始後の解除又は無連絡不参の場合

旅行代金の20％

旅行代金の50％

旅行代金の100％




