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出発日

2月14日（火）

旅行代金（燃油サーチャージ込）

648,000円
1 人部屋追加代金 90,000円
（ 相部屋条件：12/16までの相部屋希望を受け付けます。おひとり様参加でも相部屋をお選び
いただけます。12/1 6までのお申込みは相部屋が成立しない場合でも1人部屋追加代金はい
ただきません。期日以降、相部屋申込はできますが、最終的に相部屋が成立しない場合は1人
部屋追加代金が必要です。）※教職員（学生以外）のおひとり参加の場合、原則として 1 人部
屋となります。この場合l人部屋追加代金が必要です。

■食事：朝食8回・昼食0回·夕食0回（機内食を除く）
■最少催行人員： 12名（定員20名）
■添乗員：添乗員は同行しません。 現地係員がお世話します。
■利用予定ホテル：右記の別表を ご覧く だ さ い。
■利用航空会社：全日本空輸（エコノミ ークラス）
■ バスポ ート残存期間：出国時3ヶ月以上＋旅券の査証欄の余白が2ペー ジ以上必要
※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。
※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加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。

※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。(2022年10月
1日現在）日本国内の空港施設使用料（羽田：2,950円）、および国際観光旅客税1,000円

※フランクフルトのホテルは滞在税が別途かかります。チェックアウト時にお＿人様あたり
2ユー ロ（2022年10月1日現在）をお支払いください。

【札幌・名古屋・大阪・福岡発着の方へ】
このツアーは羽田空港発着となり、国内線は別手配となります。羽田空港までは各自移動、交通機関はお客
様自身の手配·負担となります。また乗り継ぎによって前後泊となる場合も宿泊費はご自身の負担となります。

羽田 09:55頃 空路、フランクフルトヘ傭朗）
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専門講師：「ドイツー人が主役のまちづくり」著者、
松田雅央氏の案内で視察研修スタート
【午前】クラインガルテンを訪問U罪市と自然の共生を見学

2|2/151カー ルスルーエ 【午後】カールスルーエの都市交通政策視察
（水） （公惑囁徒歩） I •中9討暉地の見学 ・トラム偉面電車）体験乗車

•トラムのカールスルーエモデル見学
•P&R駐車場見学

【夜】夕食交流会（自由参加・食事代実費）
国カールスルーエ泊只rn

【午前】エネルギーの丘の風力発電と太陽光元竃の見学とレクチャー

カー ルスルーエ 【午後】ドイツー古い大学都市ハイデルベルクへ
（公共交通・徒歩） 建築中の覇填肝消社也バーンシュタットの見学カー ルスルーエ

3|?ぶ| 0 
環境都市、学究都市そして国内有数の観光地でもある

八イテルベルク ハイデルベルク。旧市街地を歩きながら持続可能な
g まちづくりについて考えます。

カー ルスルーエ その後、自由行動（ハイデルベルク城、哲学者の道など）

カー ルスルーエ

【夕刻］カールスルーエに移動 国カールスルーエ泊 1"'irn

【午前】ホテルで係員と合流t,,U車でフライブルクへ

4|2/17目 【午後】珊境エネルギーまちづくりの視喋で1日市街地見学
直） 1フライフルク 市内中心部を歩きながらレクチャーを受けます。

（公共交通 ・徒歩） 大濯肘望E3昌の野ウマーケット見学、など
国フライブルワ泊l"'i[IJ

【午前】ヴォーバ才主宅地の視察とレクチャー

5|2/181フラやりり 【午後】サッカースタジアムのソーラー発電施設見学、
は） （公共兌直 ・徒歩） 川沿いのJj\水力発電施設の見学

日フライプルワ泊 r,rn

6|2/19 フライブルク
（日） （公共交通 ・徒歩） 【終日】自由行動 国フライブルワ泊：rn

【午前】フライプルクからバーゼルヘ
71窃゜ フライフルワ 3国国境の都市スイスのバーゼルヘお連れします。

国フライブルワ泊：rn

フライブルク 【午前】フランスのストラスブールヘ

8|宮|ストラスプー ル
コンパクトシティとして名高いフランスのストラスブールを

ロ
松田雅央氏のガイドで 見学します。EU薩会見学（予定）

フランワフルト【午後】フランクフルトに移動 国フランワフルト泊 1"'irn

2/22フランワフルトホテルチェックアウト後、係員と共に空港へ
9 (＊） f.l I 11:so 空路、帰国の途へ（直行） ナ機中泊 maロ

10 翌：)3 羽田 08:40 着後、解散。 仁[IJ

＇計H面層，i,"＇』全国大学生活協同組合連合会旅行センター

［注］訪問先は訪問先団体・機関や担当者の都合により別の組織や機関に変更になる場合があります。

※一般の観光旅行でないため、宿泊や食事、移動の際には多少のご不便をおかけする場合が
あります。なお、講師や訪問先の都合により、予定の場所や日時での説明ができない場合が
あります。また、諸事情により、講演や解説が別の場所や日時に変更される場合があります。

※ホテル（宿泊先） ～空港間は参加人数により公共交通機関にて移動する場合があります。
※カ ールスルーエ／ハイデルペルク間、カ ールスルーエ／フライプルク／フランクフルトの移動

は参加人数により専用バスを利用する場合もあります。

匹＾「地球にやさしい旅人宣言」
一 自然や文化遺産を大切に 一

印',三11ム釦ma�-·

ドイツの「環境首都」として名高いフライブルクを中心に持続可能な地域社会について、エネルギー、

交通政策、まちづくりといった視点から学びます。様々な視察先をドイツ在住の環境ジャーナリストの

解説を受けながら共適の問題意識を持つ参加者（大学生）と巡ることで、単なる視察に終わらず日本

を振り返り、視野を広げ、お互いの考えを深めることができるでしょう。

I 利用ホテル•宿泊施設 I 

カ ー ルスルー エ アチャットホテルカ ールス ルーエシティ、エデン

フライブルワ
インタ ー シティ、ノボテルフライプルグアムコンツェルトハウス、セントラル、 スタットフライブルク、
メルキュー ルホテルフライプルクアムミュンスタ ー

フランクフ ル ト
エクセルシオ ー ル、 インタ ー シティホテル フランクフルト ハウプトパーンホフズー ド、
トー ヨコイン フランクフルト セントラル ステーション

フライプルク、フランクフルトのホテルはシャワ ーオンリ ー になることがあります。
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L募ー集型企画旅行契約
(|）-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
(|）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(I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＜
ださい。

3．旅行代金のお支払い
|．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 r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
|．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）

お問い合わせ•お申込先

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 ピス料金(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、国内外空港諸税、航空保安料、旅客保安
サー ビス料
7.運送機関の課す付加運賃・料金（燃油サ ー チャ ー ジ）
8. CO-OP海外あんしんサポー ト24（海外旅行保険含む）
9.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。）
10.団体行動中の心付け （チップ）
||．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．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、7/20~8/3|、| 2/20~1/7)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

契約解除の日

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
算してさかのぽって40日目に当た
る日以降31日目にあたる日まで。
旅行開始日の前日から起算して
さかのぽって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。

a:「特定日」に旅行を b: 「特定日以外」に旅行を
開始する旅行 開始する旅行

旅行代金の10% 無料

旅行代金の20%

旅行代金の50%

旅行代金の100%

6．旅行条件・旅行代金の基準
当旅行条件要約は、2022年I0月1日を基準としております。 ま
た、旅行代金は、2022年10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。

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/ 

総＾細」 ＇ I[111附笛理石とは、お客様の旅行を取り扱う宮集所Cの取引に関する責任者です。この旅行四0・に関し、
担当者からの闘明にこ不明な点があれば、こ遠慮なく上記の総合旅1」未易取扱管理者にお訊ねください。

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1-1-1
広島県知事登録 旅行業 第3-200号　TEL 082-830-1004

総合旅行業務取扱管理者　中村 ひろみ


