
■ ご出発日 2018年３月５日(月)

■ コース Aコースアボリジニツアー Bコース中・高校訪問 Cコース保育園訪問
※コースを選択してお申込み下さい。

■ 旅行代金
・ 燃油サーチャージ、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円は旅行代金に含まれています。

・ ETAS(電子入国許可)が必要ですが、大学生協が無料でETASを代行取得致します。パスポートコピーをご提出下さい。

■最少催行人員 各コースごと１５名
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。また期間中、現地では大学生協英語講座講師および生協職員が
お世話します。

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

自分を変える体験ﾂｱｰ

講座で身につけたそのチカラ

活かさなければもったいない！
人気の都市シドニーでこの春休み
異文化コミュニケーションを
実体験してみませんか？

第８回

単なる観光で訪れるのとは違い、現地で暮らし働く人たちや大学生との触れ合いの機会があります。
旅行英会話以上の英語を使ういいチャンスです！ 現地に移住した日本人の方の貴重なお話を聞く機会もあります。
また、８日間の行程の中で色んな大学からの参加者学生とも交流することができます。
これもまた１つの「異文化」コミュニケーションのいい機会です。

キャンパスにて事前準備、事前学習、グループ分け、グループ別行動計画、渡航上の注意事項説明
などの事前学習会を実施しますので、安心して参加できます。

シドニーツアー、ここが違う６つのポイント

Sydney Harbour Bridge

羽田発着
大阪・福岡・中四国各地
からの国内線乗継追加
代金設定

旅をより充実させるために事前学習会を実施します

色んな人たちと深く関われる！

あんサポ２４EN会員がついています！

燃油サーチャージと現地空港諸税、羽田空港施設使用料・
旅客保安サービス料込！

緊急時には「CO-OPあんしんダイヤル」 が24時間日本語でサポート。「あんサポ２４」と連携した
海外旅行保険がセットされています。また、現地でも英語講座講師の先生や生協職員が同行しますので
海外が初めての方にも安心感のあるツアーです。

旅行代金には燃油サーチャージ、現地空港諸税、羽田空港施設使用料・旅客保安サービス料込みなので
お支払金額が明確で安心です。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）。 また、この商品の利用航空会社カンタス航空は燃油サーチャージを廃止しており
ますが、燃油サーチャージが新設された場合も旅行代金は変更ありません。

ETASは大学生協が無料で取得！

オーストラリアのETAS（電子入国許可）が必要です。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下さい。

グループを作ってグループごとに行動します

シドニー周辺の数ある魅力的なスポットから自分たちだけのプランを作りましょう。
英語のスキルを、単なる知識にとどめず現地で実践・体験してみるチャンスです。
英語力の力試しにもいいかもしれません。



英語を通じて
人・文化・自然

とふれあう８日間！

人
ツアー期間中に色んな人たちと話す機会があります。
こうした現地で会う人たち・一緒に旅する仲間と
いった人たちとの交流で得られるものはきっと
多いことでしょう。

文化
シドニーは、先住民アボリジニーの文化・イギリスの
文化をはじめ移民の文化など様々な文化が隣り合わせ
に存在している街です。街中を歩くだけでも多文化・
異文化を肌で感じられるかもしれません。

自然
郊外・街中を問わず自然を体感できる場所はシドニー
に多くあります。運が良ければ日本では見られない
ような野生動物も見つけられるかも？

ツアー参加者の
声

• ツアー参加のきっかけは父親に「1回生で海外を体験して
おくと自分の中の何かが変わるよ」と強く勧められたから。

• 英語を使ってのネイティブとの会話、自分たちで計画を
たてての旅行、どれも新鮮なものばかりでした。

• シドニーは人見知りで自分から話しかけることの出来ない
私の性格を変えてくれた。

• 大学訪問の際には現地の学生の学習意欲の高さを感じた。

• 去年に引き続き2回目の参加だった。去年は積極的に
話しかけることができなかったが、今回は会話することが
楽しいと感じた。

• 2020年の東京オリンピックでは来日した外国人と会話ができ
るように英語力を身につけたい。

※第７回（2017年夏）参加者の声です



■ スケジュール

※上記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）

旅行代金

２６０,０００円（エコノミークラス利用・４～６名１室利用・大人お一人様）
※燃油サーチャージ、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）
また、この商品の利用航空会社カンタス航空は燃油サーチャージを廃止しておりますが、燃油サーチャージが新設された場合も旅行代金は変更ありません。

※ETASは大学生協が無料で取得します（パスポートをご提出下さい）

国内線乗り継ぎ追加代金

日本航空（JAL）便利用
※コース本体と同時に申込み下
さい

大阪・福岡追加 10,000円（往復）、高松・徳島・高知・松山・広島・岡山・宇部発着追加 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（日本発着時） カンタス航空（エコノミークラス利用） 利用宿泊先 Sydney Central YHA（４～６名相部屋利用）

最少催行人員 各出発日各コースごと１５名 食事（機内食除く） 朝食５回（ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ式）、昼食０回、夕食1回

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。また期間中、現地では英語講師および生協職員がお世話します。

パスポート・査証
（日本国籍の方）

パスポート残存有効期間 ETAS（電子入国許可）取得の場合は帰国時まで有効なもの。

査証
ETAS（電子入国許可）が必要です。大学生協が無料で取得いたします。
パスポートコピーをご提出下さい。

※出発日とコースを組み合わせ
てお申込み下さい

Aコース
アボリジニー文化を知るツアー（約２時間）
地球最古の生活文化の一つとされるアボリジニ文化
を、アボリジニガイドでロックス地区を徒歩で巡りながら
学ぶツアーです。

Bコース
中・高校訪問（滞在約３時間）
現地の中・高校生と一緒に授業・見学を行い交
流するツアーです。

C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。

最初は約半額のお支払いでもOK! ―大学生協ローンのご案内―

12回払い

お申込み金・頭金 ¥140,000

分割払手数料 ¥6,916

１回目支払額 ¥12,716

２回目以降支払額 ¥12,200 (×１１回)

お支払総額 ¥286,916
上記モデルプランとは別の支払い回数・頭金金額でのお支払いも可能です。詳細は
受付旅行店舗までお問い合わせください。

大学生協ローンを利用したツアーへの参加も可能です。
利用資格：
申込者本人が満１８歳以上で、大学生協の学生組合員、教職員組合員
学生は成人、未成年問わず親権者の連帯保証人の自筆の署名と捺印が必要。
口座支払日： 毎月26 日 (銀行休業日は翌営業日) 実質年率： 9.00 %

お申し込み時に必要なもの：
分割払いをご希望の方は「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と確認後、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ヶ月前くらいまでに)

残金は約1万２
千円ずつ支払い

お支払いモデルプラン・シミュレーション
(一例：旅行代金¥260,000＋国内線¥20,000 合計¥280,000*の場合)

出発前に費用の
半額支払い

※１のグループとは、事前学習会で決めたグループの事です。

日程 3/5（月）出発 食事マーク 朝/昼/夕

１日目
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】

２日目

午前 ：シドニー国際空港着後※１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】

３日目
午前 ：ユダヤ博物館
午後 ：グループ別行動 【シドニー泊】

４日目

午前 ：お申込みのコースにご参加下さい
（３コースのうち１つ）

Aコース アボリジニツアー
Bコース 中・高校訪問ツアー
C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】

５日目
午前 ：大学訪問

午後 ：グループ別行動 【シドニー泊】

６日目 終日 ：グループ別 【シドニー泊】

７日目

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日目
早朝 ：羽田空港着
到着後解散 ～お疲れさまでした～



・ 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２０１７年４月１日現在を基準としてい
ます。また、旅行代金は２０１７年４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％

●お申し込み・お問い合わせは●
広島修道大学生活協同組合旅行部
〒731-3195 広島市安佐南区大塚東1-1-17
広島県知事登録旅行業第3-200号 TEL082-830-1004

総合旅行業務取扱管理者 中村 ひろみ


