
l 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。 」
l募集型企画旅行契約
(I)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
(I)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)ガイドプック「出発までに＆旅先で...」 を必ず お受け

取リください。

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

の前日から起尊してさかのぽって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. トラペルロ 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
I. 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 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 ピス料
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l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。
I. 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・ホテルのポーイ／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 ピス料

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リ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 ピス料
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
並びに到普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）

II. 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、1 2/20~1/7)に旅

行を開始する旅行
b: r特定日以外Aこ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
算してさかのぼって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。

a:'特定日Aこ旅行を1面特定日以外」に廉行を
開始する旅行 胃姶する旅行

旅行代金の10%

旅行代金の20%

無料

旅行代金の50%

旅行代金の100%

7旅行条件・旅行代金の墓準
当旅行条件要約は、2018年II月1日を基準としております。
また、旅行代金は、2018年II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。

あなたのキャンバ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ヘこ来店、またはお電話下さい。

.. :➔�::I叫閂，を一_,
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
云03-5261-9101
営業躙平日10:00-17:30土昭10:00-17:30

日祝日12/28~1/4休業※土曜営業は12~2月のみとなります．

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.o『.jp/

e 「地球にやさしい旅人宣言」 墨い旅行業公正取引
・ 一自然や文化遺産を大切に一 ． 協議会会員

、出且闘叫且ー9

大学生協中国・四国事業運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 新大阪サンアールピル北館5階
nOS-4806-890 l 
営業時問平日 10:00-17:00土•日祝日12/27-1/6休業
※電話受付のみとなります。
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露しBl闘環尋”‘

Come and join us far this unique 
chanc e to stay & study where 
Harry Potter was filmed. 
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Oxford Academic 
Programme 16days

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！

I 受付締切： 2019年3月 29 日（金） I ※定員20名になり次第受付終了となります

◆お問い合わせ•お申込先

ー
ル
T
114
外

ー．

 

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賣任者です。
この旅行契約に閲し、担当者からの説明にこ不明な点があれば、こ遠慮なく上記の認合旅行業務
取扱管理者にお訊ねください。

このプログラムの概妻について
事前セミナーを圃催します。

日時： 2019年1月6日（日）
14:00~16:oo 

場所：大学生協渋谷会議室

講師： Dr. Alexander Binns 
オックスフォード・アカデミック・

ブログラムズ代襄



� ―-一 低曇国
修了証授与セレモニ ー はアリスガー デンでのドリンクレセプションから！

夕食は、正装でのグラデュエー ション・フォ ー マル・ディナ ー ！

Oxford Academic 
Programme I6days'lぅ

ォックスフォ ー ド ・ アカデミック ・ プログラム 、'
オックスフォ ー ド・アカデミック・プログラムズの運営に よ る このプログラムは、 オックスフォ ー ド・アカデミック・プログ

ラムズ代表ビンズ ・アレクサンダー が15年間に渡るオックスフォ ード大学 サマ ース クールの経験を基に、 2015年より開

始いたしました。香港や中国をはじめとするア ジ アの学生さんを対象に、グロ ー バルな人材を育成するプログラムとして

好評を得ています 。これまでに約250名の方の参加 がありました。日本では大学生協限定の企画となります 。

だizi;01 
ォックスフォ ード大学での
キャンパスライフを体験！

授業は全部で9レッス ン 。

全てオックスフォ ード大学講師による

授業です。映画「ハリ ー ポッタ ー 」撮

映ロケ地となったことでも有名 なオッ

クスフォ ード大学クライス トチャーチカ

レッジで学ぶことができます。

憧れの大学寮に宿泊し、キャンパス

ライフを体験！

コ ース表の見方
4:00 6:00 

だ02
授業・ガイドはすべて英語！
日本人スタッフが1 名常駐

授業およびアクティビティ、フィールド

トリップ等のガイ ドはすべて英語で

行われます。TOEIC500点程度以上

の英語スキル が望ましいですが、＿

番は英語が好きでイギリスの歴史・

文化・文学に興味がありプログラム

に積極的に参加していただける方 で

あれば十分お楽しみいただけます。

8:00 12:00 16:00 )8:()() 23:()() 4:00 

だ03

費用はすべて旅行代金に
含まれています。（フリ ー タイムを除く）

フリ ー タイムを除く交通費（オックス

フォ ー ド市内は徒歩）、フィールドトリップ、

アクティビティで訪問する施設の入

場料、滞在中の全食事付。

（キャンパスでの食事

はすべて大学食堂

です）

写真はイメージ

F璽］・rl!

だ04
多彩なアクティビティと

フィ ールドトリップを体験！

日程表の中のマ ーク（滞在形態や移動中）
大学寮田専用車による移動口航空機による移動十機中泊+

イギリスの田舎の原風景

「コッツウォルズ地方」

コッツウォルズは、ロンドンの西方

200kmに広がる丘陵地帯。13~14世
紀に羊毛産業の集積地として栄え、緑

の牧草地が広がっている。素朴な自然

と英国人の心を感じることができる。

他にもハリ ー ポッタースタジオツアー 、
パンティング体験、ロンドン観光など

戸 ゜5
クライストチャー チホールで

コ ースディナー

9/1~9/5, 9/7, 9/9~9/12 
3-course served Dinner

9/13 

4-course served Dinner -

I―9.
 
゜

ヽ

シ
ま
‘

ナ
-

i

し

ィ・
エ
一

さ

デム
ュ
ナ

下

カ
デ

和
加

ル
ラ
・

参

ェ
グ
ル
ご

ゥ
の
マ

で
才
装

の
3

1

1

 

gI
gI
フ
正

※

［ 国海外旅行＆保険サポ ー ト付き! CO-OPあんしんダイヤルが1
日本語で24時間、365 日、困ったときのあなたをサポ ー ト！
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910 911 912 913 914 915 
成田発着 羽田発着 札幌勘0名古魁助07'1臥珈 福岡追加

■ • = '=' 

【 8/31 C土）出発旅行代金（燃油サーチャージ込み）】

°芸匹9控四？
ー

ス窮 ¥74:8,000
0日本航空直行便利用コ ー

ス雰 ¥B-!8,000
0コースでは札幌・大阪・名古屋•福岡発着追加はご利用いただけません。
札幌発着追加代金（②コ ースのみ）20,000円
大阪・名古屋•福岡発着追加代金（②コ ースのみ） 10,000円
·届少催行人貝 15名（定員20名） ■添乗貝：添乗員は同行しませんが、現地日本人スタッフがお世話いたします。
■研修校：オックスフォード大学クライストチャーチカレッジ｀運営：オックスフォ ード・アカデミック・プログラムズ

（全9レッスン、 1レッスン：9:30-12:30の3時間（途中休憩20分込））
■滞在方法：大学只(I 名1室） ■食事：朝食12回、 昼食 13回｀ 夕食13回（機内食を除く）
■利用予定航空会社

(i)エティハド航空（基本コース）
注）このコースでは旅券残存有効期間がイギリス出国時6ヶ月以上あるものをご用窟ください。

また見開き2ベージ以上の未使用査証欄が必要です。
②日本航空直行便利用コ ース

＊このコースは、 帰国日の変更・延畏等は一切できません．
＊このコースは、 出発1ヶ月前までにバスポート情報が必要です．
ゞ・下記は旅行代金に含まれませんので、 旅行代金とあわせてお支払いください.(2018年II月 1日現在）

日本国内の空港施設伎用料（成田： 2,090円｀ 羽田： 2,570円） 、 旅客保安サーピス 料（成田： 520円 、

羽田： 100円）および国際観光旅客税 1.000円

1 8/31 成田
（士）口 17:oo~ 1 s:ooアプダピ乗継で空路ロンドンヘ

＋機中泊 0コ8

2 閤
ロンドン 06:30~08:30 Dンドン沼．冠後 、 出迎えを受け専用稟でオックスフォードヘ．

臼 大学双にチェックイン後 、 フリータイム．夕食はウェルカム
ォウス万十 ティナー. rnオックスフォード泊�m!"l

31?, 岱|
（午前】オリエンテーション．ォックスフォード大学での生活を紹介します．

ォ呪双万+I午後 1 オックスフォードのウォーキンワツア＿．数々のファンタジーストー

リーを生んだ歴史ある街を巡ります． 因オックスフォード泊E□e

（午前1アカテ三ック ・プロワラム（ジエネラルスピーキング1)

41悶 I I 
英語を使って、 自信をもつて自分の意見を言えるようになるためのコ

ォ兄9スフ•+ 三ユニケーション術を学びます．
（午極1徒歩にて自然史博物館・ピットリバース博物館見学

国オックスフォード泊l'iO!"J
（午前1アカテ三ック ・プログラム（ジエネラルスピーキンワ2)

英区を使って 、 自信をもつて自分の意見を言えるようになるためのコ
sl 忠|オ”スフォード1 三ユニケーション術を学びます

（午援1作家オスカー •ワイルドも滞在したといわれるワラシツワなホテルで
アフタヌーンティ一体験（スコーンと紅茶のセット）

因オックスフォード泊l'i□l!J
（午前）アカテ三ツワ ・ブロワラム（英話ワークショップ）

61?, 岱 Iホ”スフォ ード1 チームワ＿クやリーダーシップのスキルを学びます．
（午経1クラスルームでオックスフォード大学の学生たちと交流後 、 学生た

ちと一緒にバンティ；；ク体験 国オックスフォード泊l'i□!"J
（午前）アカテ三ック・プロワラム（歴史と文学隕霞）

71笞 I I 
クライストチャーチカレッジの歴史と 「不思瑾の国のアリス」を生Iv

ホりスフかド だ｝レイス・キャロルについての講義．昼食後 、 フリータイム
夕貪lさ、 名作曲家ハイドンも通ったと言われる歴史的なバプで 、 フィッシュ＆
チップスのデイナー ロォッワスフォード泊l'iO!"J

ォんなフォ十 1終日1フィ ールドトリップ1(コッツウォルズ地方と「ブレナム宮穀」）
elf�11コッツウォルズ

［午前1イギリスの美しい田舎の風景コッツウォルズ地方を散策

曰 ［午後）「三ツション・インポッシプル」をはじめとする撮影の冥台となってい
わ匁万十 る英国l!I族の邸「プレナム宮殿」へ 日オックスフォード泊l'i□!"J
ォウス万→: I終曰）フィ＿ルドトリップ2(ロンドン市内＂光）

91� 悶|
El ロンドン ［午前1大英博物館
El （午後1ロンドンアイ、 コベントガーテン． ショッピングなど

ォウス万＋ロンドン市内でのレストランで夕食 ロォックスフォード泊l'iOl!J
I午前1アカテ三ック ・プロワラム（プレゼンスキル1)

10! 
9/91ォm万十 英9酌を使ってブレピンを行うスキルを学びます．
（月） I午絡1世界贔古の公開博物館 ． 「アシュモレアン博物館」見学

因オックスフォード泊l'iOl!J
（午前1アカデ三ツワ ・ブログラム（プレゼンスキル2)

111� ば|オ”ス万+I 英語を使ってプレゼンを行う実践演習を行います．
［午後）公共交通機関にてピスタ ーピレッジヘ．ショッピングをあ楽しみくだ

さい。 8ォックスフォード泊l'i□!"J
（午前1アカデ三ツワ ・プログラム（デイスカッションスキル1)

炉＂柘クス7lt+I 英語を使ってデイスカッションを行うスキルを学ひます．
(>l<l I午格1専用口にてハリーポッタースタジオツアー

因オックスフォード泊l'i□l!J

13ば1

（午前）アカテ三ック・フロクラム（ティスカッションスキル2)
切ス万—叶 英語を使ってグループディスカッションを行う実践演習を行います。

（午後）フリータイム ロォックスフォード泊!';0!)
（午前）アカテ三ツワ ・プロワラム（文学鼠霧）

「指輪物語」 、 「ホビットの冒険」 、 「ナルニア国物詰」 、 「ハウルの動く
城」をはじのとする数々のファンタジー・児童文学を生んだオックス

1419/J?Iオ”ス万ード1 フォード大学の作家たちを紹介する講義を受けます．
（午後）修了Iii授与セレモニー．カレッジのアリスガーテンにてドリンクレセ

ブションからはしまります．夕食は 、 ワライストチャーチカレッジにて
ワラデュエー ション・フォ ー マル ・ティナーをお楽しみください．
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f!,,f,fi泳魯，対，靖全国大学生活協同組合連合会旅行センター

※上記のフライトバターンは成田発沼エティハド航空利用の例です．
※上記日程（訪問先の順酋等）は訪問先や活動上の都合により変更になる湯合があります。


