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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、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。

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 SPRING

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

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～
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朝～午前：ホテルからプログラム会場へバスまたはタクシーにて移動し
ディズニー・ユース・カレッジ・プログラムに参加。
午後または夕刻：これまでのプログラムの振りかえりとディスカッション
夜：セレブレーションディナー　※プログラム修了者に修了証を授与します 
 ウォルト・ディズニー・ワールド泊

ディズニー･ユース･カレッジ･プログラム ディズニーファシリテーターによるワークショップとアトラクション体験。

日程表の中のマーク（滞在形態や移動中）

早 朝 朝 午 前 午 後 夕 刻 夜 深 夜
4:00 6:00 8:00 12:00 16:00 18:00 23:00 4:00

航空機による移動 機中泊ホテル

※上記のフライトパターンは成田発着の例です。

プログラムは、5日間ともすべて英語にて行われます（1日3時間程度）。
通訳は一部要点のみとなります。TOEIC550点以上の英語のスキルが望ま
しいです。ご自身の英語スキルを試す絶好の機会であるとともに、将来有
能なリーダーやクリエイターを目指す方にとって最適なプログラムです。

このコースは、アメリカ合衆国のESTA（事前渡航認証）が必要です。

米国線では事前に旅券情報が必要です。
旅券申請･更新手続きが必要な方は早めに手続きをお願いします。

コースNo.

901
成田発着

コースNo.

902
札幌追加

コースNo.

903
名古屋追加

コースNo.

904
大阪追加

コースNo.

905
福岡追加

ディズニー・ユース・
カレッジ・プログラム 9日間

出発日：2/27（木）、3/5（木）マジック･
ユア･ウェイ
パークホッパー
チケット付

マジック･
ユア･ウェイ
パークホッパー
チケット付

「マジックキングダム･パーク」「エプコット」「ディズニー･アニマルキング
ダム」「ディズニー･ハリウッド･スタジオ」の4大テーマパークに毎日何度
でも入園可能です。リゾート内の移動も簡単! 便利な交通機関が無料で
乗り放題!ウォルト･ディズニー･ワールド内の「バス」「モノレール」「フェ
リー」などが無料でご利用いただけます。 
※チケットの有効期限は、出発日翌々日～5日間です。
※プログラム用の特別なチケットのため、事前にファクトパス等の登録はできません。
　ご了承ください

★成田発着
（札幌・名古屋・
大阪・福岡追加）

旅行代金（成田発着：燃油サーチャージ込）

※おひとり参加でも相部屋をお選びいただけます。相部屋ご希望でも相部屋が成立
しない場合がありますが、1人部屋追加代金はいただきません。

※現地空港諸税は上記旅行代金に含まれております。旅行契約成立後に、空港諸税
の新設または税額が変更された場合、為替変動により日本円換算額が変更となっ
た場合でも、増額分の追徴ならびに減額分の払い戻しはございません。

※燃油サーチャージは上記旅行代金に含まれております。旅行契約成立後に、燃油
サーチャージが増額または減額、廃止されても、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。

※下記は旅行代金に含まれませんので、旅行代金と合わせてお支払いください。
（2019年10月1日現在）。日本国内の空港施設使用料（成田：2,130円）、旅客保安
サービス料（成田：530円）および国際観光旅客税 1,000円

■添乗員：同行しませんが、現地係員がお世話いたします。
■最少催行人員：各出発15名
■利用予定ホテル  ※2名1室利用の男女別相部屋
　ディズニー・オールスター・ミュージック・リゾート / スポーツ・リゾート / ムービー・リゾート、
ディズニー・ポップセンチュリー・リゾート  

■食事：夕食1回（機内食を除く）およびギフトカード（200ドル分）付
　※ギフトカードを利用してホテル、パークで自由にお食事いただけます。
■利用予定航空会社：デルタ航空
★このコースは、帰国日の変更・延長は一切できません。

4つのディズニーパークで学ぶ9日間

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

ホテルチェックアウト後、バスにて空港へ
06：00～09：00：オーランド発t　空路、帰国の途へ（アメリカ国内乗継）。
･･･････････････････＜日付変更線通過＞･･････････････････ v機中泊

15：00～17：00：成田着　着後、空港にて解散

1

2

3

4

5

6

7

8

9

午後：成田空港集合、参加者オリエンテーション
17：00～19：00：成田発 t　空路、オーランドへ（アメリカ国内乗継）。
･･･････････････････＜日付変更線通過＞･･･････････････････
20：00～23：30：オーランド着  着後、出迎えを受け、バスで
ディズニーオフィシャルホテルへ。 ウォルト・ディズニー・ワールド泊

朝～午前：ホテルからプログラム会場へバスまたはタクシーにて移動し
ディズニー・ユース・カレッジ・プログラムに参加。プログラム終了後、
パークチケットを利用してフィールドワーク（パークを満喫してください）
 ウォルト・ディズニー・ワールド泊
朝～午前：ホテルからプログラム会場へバスまたはタクシーにて移動し
ディズニー・ユース・カレッジ・プログラムに参加。プログラム終了後、
パークチケットを利用してフィールドワーク（パークを満喫してください）
 ウォルト・ディズニー・ワールド泊
朝～午前：ホテルからプログラム会場へバスまたはタクシーにて移動し
ディズニー・ユース・カレッジ・プログラムに参加。
プログラム終了後、パークチケットを利用してフィールドワーク
（パークを満喫してください） ウォルト・ディズニー・ワールド泊

朝～夕刻：フリー。各自のプランにてお過ごしください。
夜：プログラム事前オリエンテーション ウォルト・ディズニー・ワールド泊

朝～午前：ホテルからプログラム会場へバスまたはタクシーにて移動し
ディズニー・ユース・カレッジ・プログラムに参加。プログラム終了後、
パークチケットを利用してフィールドワーク（パークを満喫してください）
 ウォルト・ディズニー・ワールド泊

※各プログラムの実施パーク、会場は変更となる場合があります。

アメリカ フロリダ州オーランドの南西に位置するウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートには、
4つのディズニーパークがあり、広大な敷地を有する世界最大級のテーマリゾートです。

リーダーシップ、チームワークを軸とした学習プログラムディズニー流ホスピタリティ
LESSON

1
ウォルト･ディズニー･ワールドでのホスピタリティにおける哲学と、そのマネジメントについて学びます。様々な部署のキャスト
メンバーが協力し、優れたゲストサービスを提供するために効果的なトレーニングや、共通認識の重要性について学びます。
参加者はウォルト･ディズニー･ワールド・リゾートの複数のエリアを訪れることで、各エリアの連携についても学びます。

ディズニー・ポリネシアン・ビレッジ・リゾート：3時間

ディズニーキャストのチームワーク技術
LESSON

4
未来生活と世界旅行をテーマとして、テクノロジーを体験するアトラクションの他、世界各国のパビリオン
が立ち並ぶエプコットでチームワークとコミュニケーションに焦点をあてます。生産性の高いチームのメ
ンバーとしてチームを成功に導くことは 個々の責任に関わっています。ディズニーリーダーがチームの生
産性を高めるための戦略に焦点をあてて話します。

エプコット：3.5時間

ディズニーの企業文化
LESSON

5
人は本当に良いことをした時には、思わず言葉が出てきます。商品とサービスは簡単に真似されますが、
文化を創造することはそうはいきません。そしてそれは他では手に入りにくい強みになります。マジックキ
ングダムはディズニーの成功方程式の重要な要素を発見するのに最適な場所です。

マジックキングダム・パーク：3.5時間

ディズニーで学ぶグローバル社会
LESSON

2
グローバル社会で生きることをテーマに、世界の国々の文化・言語の違いやその融合について学びます。シルクロードに
よって文化が交わってきた歴史、コミュニケ―ション方法の変化について様々なアクティビティを通して体験します。各
国のパビリオンを周りながら、身近な物や食品が異国に伝わることで変化し、定着していく過程についても学びます。

エプコット：3～3.5時間

参加者の声

エプコットディズニー･ハリウッド･スタジオ ディズニー･ハリウッド･スタジオ

日 程

コース表の見方

フロリダ ウォルト・ディズニー・
　　  ワールド・リゾート

・フロリダというっ本場で経験したことで今後忘れないであろう体験をすることがで
きた。日本に帰ってから今回学んだことを活かしていきたいと強く感じた！（1年生）

・どのテーマにおいても重要なポイントとしてCommunicationが登場しており，これが
いかに重要かということを痛感した。ディズニーで学ぶことはたくさんあったが、それ
以上に、このプログラムがなければ出会わなかったであろう同年代の人との交流も
よい刺激となった。（3年生）

・これから社会に出るうえで大切なことをたくさん学ぶことができた(３年生)

・日本では絶対に経験できないことを経験できて学生最後に来れてよかった。
 次は働いて自分のお金で戻ってこれるように春から頑張りたい！（4年生）

・決して安くはないが社会人になってからでは経験できない貴重な体験ができた。
 (１年生)

・プログラムを受けて、日本にいるだけではわからない知識を得るために学生のうちに
もっと海外に行きたい！（2年生）

ディズニーキャストに学ぶリーダーシップ
LESSON

3
ディズニー･ハリウッド･スタジオは「映画」をテーマとしたディズニーパーク。ディズニーにおいてリーダーシップと
は意識して進もうとする道筋です。経験を積むことに視点をおいて、世界的に有名なディズニーの財産と伝統を探
求し潜在的なリーダーシップ性を発見します。

ディズニー・ハリウッド・スタジオ：3.5時間

出発日 男女別相部屋

2/27（木）
438,000円

3/5（木）
札幌国内線追加代金（往復） 42,000円

1人部屋追加代金 70,000円
名古屋・大阪・福岡国内線追加代金（往復） 32,000円
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