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。

2018 SPRING
4.旅行代金に含まれるもの

ター（東京都杉並区和田3-30-22、観光庁長官登録旅行

関の運賃（コースにより等級が異なります。別途明示する

業1642号、以下「当会」
といいます）
が企画・実施する旅行

場合を除きエコノミークラスとなります。）

1. 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機

レットの記載内容を参照して下さい）

（2）募集型企画旅行契約の内容・条件は、下記に記載さ

3. 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金（空路・駅・埠

れている条件のほか、別途お渡しする旅行条件書（海外

頭と宿泊場所）

旅行取扱生協（以下、生協店舗といいます）
でお受け取り

4. 旅行日程に明示した観光の料金（バス料金・ガイド料

ください）
・出発前にお渡しする最終旅行日程表および当

金・入場料）

会募集型企画旅行契約約款によります。

5. 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。）

2.旅行のお申込みと契約の成立時期

6. 旅行日程に明示した食事の料金・税・サービス料

（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。

7. 現地出入国税、空港税、航空保険料

①生協店舗でのお申込み

8. 運送機関の課す付加運賃・料金（燃油サーチャージ）

②旅行相談会でのお申込み

9. 手荷物の運搬料金

③電話でのお申込み（※生協店舗によっては、電話での

お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金（航空機で

お申込みをお受けしていない場合もございます）

運搬の場合はお1人様20kg以内が原則となっております

（2）旅行契約の成立は当会が旅行契約の締結を承諾し、

が、
ご利用等級や方面によって異なりますので、詳しくは

生協店舗が申込金（1万円以上）
を受領した時点とします。

係員におたずねください。）

（3）
ガイドブック
「出発までに＆旅先で・・・」
を必ずお受け

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

10. 団体行動中の心付け
（チップ）

取りください。

11. 添乗員付コースの添乗員の同行費用

3.旅行代金のお支払い

上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくと

1. 旅行代金から申込金を差し引いた残額を旅行開始日

も原則として払戻しはいたしません。

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

5.旅行代金に含まれないもの

までに、生協店舗が確認出来るようお支払いください。生

前項のほかは旅行代金に含まれません。
（ 本文中に別規

協店舗にお申込みの方は、
申込生協店舗へお支払いくだ

定ある場合を除く。）
その一部を例示します。

さい。相談会会場、電話によるお申込みの方は、別途のご

1. 超過手荷物料金（規定の重量・容量・個数を超える分

案内の方法でお支払いください。

について）

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

2. クリーニング代・電報電話料・ホテルのボーイ/メイド

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。

等に対する心付けその他追加飲食等個人的性質の諸費

3. トラベルローンご利用の場合は
「ローン申込書」
にて直

用及びそれに伴う税・サービス料

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

3. 渡航手続き関係諸費用（旅券印紙代・査証料・予防接

の１か月前で締め切らせていただきます。

種料金・渡航手続き取扱い料金）

契約解除の日

15

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。

旅行代金の10%

無料

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。

旅行代金の20%

旅行開始日の前々日以降旅行
開始日まで。

旅行代金の50%

旅行開始後の解除又は無連絡
不参加の場合。

旅行代金の100%

「バークレー英語研修＋
社会視察とボランティア 日間」

2. 旅行日程に明示した語学研修費用（詳しくはパンフ

画旅行契約を締結することになります。

「バークレー英語研修
日間スペシャル」

であり、
この旅行に参加されるお客様は当会と募集型企

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. 日本国内の空港施設使用料•旅客保安サービス料
7. 日本国内における出発空港までの交通費及び宿泊費
並びに到着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）
11. 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
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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

y
a
5d

1

7.旅行条件・旅行代金の基準

当旅行条件要約は、2017年11月1日を基準としております。
また、旅行代金は、2017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。

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。
北海道

北大
北大南門 正門

〒060-0808 札幌市北区北8条西7丁目 生協会館3F

☎011-768-7787

西日本（九州）

北海道大学

大学生協北海道事業連合旅行センター

ホテルアスペン

コンビニ

大学生協旅行センター

営業時間 平日 10：00～17：00
土・日・祝日 休業

ルートイン

ホテルノースゲート札幌

札幌駅

〒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

☎075-254-8559

営業時間 平日 10：00～17：00
※電話受付のみとなります。

関西・北陸

大学生協東北事業連合旅行センター

大学生協関西北陸事業連合 トラベルセンター

〒981-0933
宮城県仙台市青葉区柏木1-1-41 大学生協会館1F
営業時間 平日 10：00～17：00

☎075-254-8561

営業時間 平日 10：00～17：00

関東・甲信越

自転車店

平日 10：00～17：30 土曜 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。

お堀

市ヶ谷橋

お堀

新見附橋

営業時間

市ケ谷
牛込橋

☎03-5261-9101

飯田橋

外堀通り

土・日・祝日 12/28～1/4 休業

中国・四国

法政大学
（市ケ谷）

〒162-0843 新宿区市谷田町3-24-1

●空港～ホームステイ滞在先の往復送迎付
●ホームステイは原則参加者2名1室
●海外旅行保険付

〒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

土・日・祝日 休業

大学生協トラベルサポートセンター

はじめての語学研修でも安心！

土・日・祝日 12/28～1/4 休業

東北

☎022-717-4809

充実の学び舎LSIで学ぶ15日間！
！

全国大学生活協同組合連合会 旅行センター京都

東横イン

外堀通り
地下鉄
有楽町線・南北線
5 番出口

大学生協
トラベルサポート
センター （1F）

大学生協中国・四国事業連合 大阪旅行サービス

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。 ※このコースは、出発1ヶ月前までにパスポート情報が必要です。

〒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
※電話受付のみとなります。

土・日・祝日 12/28～1/4 休業

◆お問い合わせ・お申込先

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/

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

早期割引

キャンペーン

5,000

（パンフレット記載の旅行代金より）

割引

旅 行 企 画•実 施

円

●12/25（月）
までにお申し込みの方

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。

12月26日
（火）以降に氏名変更・お客様都合によるコース
（発着便、研修校、
滞在方法、授業時間等）
の変更・ご出発日および帰国日の変更・国内線の利
用や変更等が生じた場合は適用外となります。
※早期割引期限日が店舗休業の場合は、
その前日までとなります。

策、NPOボランティアの心構え）日米の文化・教育の違いを知る
Dバークレー泊

09:10〜12:50 LSIバークレー校にて英語研修
【午後】UCバークレー大学キャンパスウォーキングツアー
学生運動発祥の地キャンパスや学生街を現地在住スタッフが案内します。
Dバークレー泊

「ザ・ロック」の舞台アルカトラズ島観光
映画"アルカトラズからの脱出"や"THE ROCK"の舞台で有名なアルカト
ラズ島は､｢脱獄不可能な｣連邦刑務所だったことは広く知られています
が､実はその歴史はもっと古いのです｡あまり知られていない､ネイティ
ブアメリカンの歴史や運動についても学びます。

09:10〜12:50 LSIバークレー校にて英語研修

3/9
バークレー
6 （金）（公共交通機関） 【午後】フリータイム。各自のプランでお過ごし下さい。

Dバークレー泊

バークレー

ボランティア体験

成田

15:00〜16:30 着後、入国審査、通関、解散
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

※
 プログラム中の交通費は空港送迎を除き含まれておりません。基本的には公共交通機関を利用します。午後のプログラムについて
の交通費の目安は
「出発案内書」
にてご案内いたします。
※上記日程（訪問先の順番等）
は訪問先や活動上の都合により変更になる場合があります。一部の訪問施設は、人数制限があるため
グループ別になる場合があります。
写真提供:JPRN 2014春
食事の有無→

協力団体

…朝食

…昼食

…夕食

	   現地プログラム実施団体

…機内食

JPRN

…食事無し

日本太平洋資料ネットワーク（Japan Pacific Resource Network）
。カリフォルニア州認定NPO｡サンフランシス
コをベースに日米間の草の根交流とＮＰＯの人材育成を目指す｡人権･ まちづくり･ 環境･ 福祉など､様々な分野に
おけるNPO 視察研修･ 体験ツアーを実施しながら､市民レベルの交流と多文化共生社会の実現を促進しています。

■添乗員：添乗員は同行しません。スクールスタッフ及び現地日本語係員がお世話します。■語学学校：LSIバークレー校
（月～金曜日：週20レッスン、
1レッスン：50分、週16.7時間）
■滞在方法：ホームステイ
（原則男女別2名1室）
■食事：ホームステイ1日2食 ■利用予定航空会社：アメリカン航空
（エコノミークラス）
■パスポート残存有効期間：帰国時まで有効
（入国時90日以上が望ましい）
【札幌・名古屋・大阪・福岡発着の方へ】
国際線の発着は成田空港となり、国内線は別手配となります。満席等で予約できない場合はご利用いただけません。羽田～成田空港間は
各自移動、交通機関はお客様ご自身の手配・ご負担となります。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ご負担となります。
※羽田～成田間のリムジンバス代3,100円～（大人片道／ 2017年11月現在）
※現地活動団体への支援金として、お一人様US$100が必
要です。現地係員が徴収いたします。現地通貨でお支払い下さい。※早期割引をご利用の方は、ISICカードコピーが必要です。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。※このコースは、出発1 ヶ月前までにパスポート情報が必要です。
旅行代金に含まれるもの
●日程表に記載しているエコノミークラスの団体航空運賃
（この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金を含みます）
●ホームステ
イ滞在費
（原則男女別2名1室／ 1日2食付）
●語学研修費用
（授業料）
●空港～ホームステイ先の往復送迎費用●日程表に記載している社
会視察・ボランティア費用●現地出入国税、空港税、航空保険料●燃油サーチャージ●あんサポ24会費
旅行代金に含まれないもの
●日本国内の交通費用、食費、滞在費●日本国内の空港施設使用料
（成田：2,090円）
、旅客保安サービス料
（成田：520円）
※航空券に切
り込みのため、旅行代金と一緒にお支払い下さい。●現地での交通費
（ホームステイ先～学校、社会視察・ボランティアプログラム中の移
動）
●現地アクティビティ代●現地活動団体への支援金
（お一人様US$100）
●個人的諸費用
（電話代、クリーニング代など）
●自由行動中の
一切の費用●超過手荷物料金●渡航諸手続き費用
（旅券印紙代など）
●ＥＳＴＡ登録代金●教材費

私たち日本人のみならず世界中の人々が関わることなしに

3/18

15 （日）

水

は過ごせない巨大な存在アメリカ合衆国。その国の経済、工

ホームステイ先を辞し空港へ。空港まで送迎スタッフがお送りします。
各自にて帰国のフライト・チェックイン
サンフランシスコ
07:30〜08:30 サンフランシスコ発。
3/17
14 （土）
空路帰国の途へ（ロサンゼルス乗継）
〈日付変更線通過〉
v 機中泊

英語研修とテーマのある旅
（社会視察とボランティア）が
一度に楽しめるお得なコースです！

業の中心地であるサンフランシスコからベイブリッジを渡っ

Dバークレー泊

09:10〜12:50 LSIバークレー校にて英語研修
3/16
バークレー
13 （金）（公共交通機関） 【午後】ボランティア活動プログラムのまとめ、修了証授与
Dバークレー泊

た 対 岸に、ヒッピー 文 化 発 祥の地としても知られるバーク

Dバークレー泊

09:10〜12:50 LSIバークレー校にて英語研修

3/15
バークレー
12 （木）（公共交通機関） 【午後】フリータイム。各自のプランでお過ごし下さい。

レーがあります。近年ではコミュニティに根ざしたローカル

アフリカから奴隷として連れてこられた
黒人たちがつくったアメリカ発祥の音楽
ゴスペル｡性別､人種､民族､宗教等の違
いを超えてダイナミックなメッセージを
送る教会のゴスペル札拝に参加します。

な食のグルメエリアとしても注目されています。今回の2つ

09:10〜12:50 LSIバークレー校にて英語研修

ゴスペル体験

のコースでは、
この街の特徴である多文化、多民族社会に触

バークレー

教会で

れるため、映画の舞台を訪れたり「アート」や「食」をテーマ

3/14

11 （水）（公共交通機関） 【午後】フリータイム。各自のプランでお過ごし下さい。

を鑑賞しながら､政治
的考えや文化的誇
り な ど､ 多 文 化
コミュニティの
様々な声をス
トレートに感
じます。

にした 街 歩き、多 様なコミュニティでのボランティア体 験な

09:10〜12:50 LSIバークレー校にて英語研修
【午後】
ミッション地区壁画ウォーキングツアー
3/13
バークレー
多様な市民の声を描いた壁画公共アートを通して、アメリカの差別の
10 （火）（公共交通機関）
闘いの歴史、他民族コミュニティの発展と現在を学びます。
Dバークレー泊

ミッショ
壁画アート ンサンフランシスコ、
地 区 の カラフル な 壁 画

火

木

金

09：10〜10：50（5分休憩あり） 会話を中心に授業を行います。ペアワーク、グループワーク
を行いながら、
グラマー、語彙、発音、スピーキング、
リスニン
10：50〜11：10 休憩
グ、
リーディング、
ライティングなど、英語の基礎力を養う総合
11：10〜12：50（5分休憩あり） 的な授業。

どをします。また現地で働く日本人の方と交流することも

【午後】低所得者層への食事提供ボランティア
貧困地区での無料食事提供ボランティアに参加し、先進国の経済格差
について学びます。
Dバークレー泊

できるので日米の違いを知ることができる絶好のチャンス。

（公共交通機関）
バークレー

低所得やホームレスの人々への支援活動､子ど
もや青少年との日本文化交流等のボランティア
活 動を通して､アメリカの 多 民 族･多 文 化 の 実
情､差別･貧困問題､社会変革型のNPO活動に
ついて学びます。

月

■学生数：80〜180人 ■レベル数：6レベル（入門〜上級）
■クラス人数：平均8〜12名（最大15名）
■日本語スタッフ：いない ■アクティビティ：UCバークレー校ウォーキングツアー、サンフランシスコ
市内観光、野球観戦、ゴルフ、アルカトラズツアー、ナイトボーリング、セイルボートライド、ゴールデン
ゲートブリッジ観光、博物館見学、ヨセミテ国立公園、ディズニーランド、ロサンゼルスへの週末旅行な
ど ■成績証明書：可。
（旅行申込時にお申出下さい。）

語学を学ぶだけではなく、
フィールドワークを行い、教科書

バークレー
09:10〜12:50 LSIバークレー校にて英語研修
（公共交通機関）

最少催行人員：8名
（定員16名）

に 出 ていない 現 代のアメリカ を 肌 で 感 じ るこ とで よ り グ

3/12

9 （月） サンフランシスコ

アメリカ西海岸を代表する世界都市の一つ、サンフランシスコから地下鉄で約30分ほどの距離にある
学園都市バークレー。その中心に、50年以上の経験と実績を誇る国際語学教育のパイオニアLSIが運
営する語学学校があります。ゆったりとくつろげる学生ラウンジやオシャレなガラス張りの教室がある
校内には、大学生や社会人、アメリカの大学を目指す高校生や母国で英語教師をされている方まで、年
齢や目的が様々な方が学んでいます。学生を中心として様々な人が行き交うアカデミックな街に「住ん
で学ぶ」ことが語学の習得だけではなく、自身の価値観をきっと広げてくれるでしょう。

ローバルな視野が広がることでしょう。

Dバークレー泊

バークレー
【午前〜午後】教会でゴスペル体験。ラテンエリアのミッション地区でメキシコ
（公共交通機関）
料理のランチ（食事代各自負担）
3/11
8 （日） サンフランシスコ
終了後、フリータイム。各自のプランでお過ごし下さい。
（公共交通機関）
Dバークレー泊
バークレー

15

バークレーって
一体どんな場所？

3/10

921 922 923 924 925

羽田発着 札幌追加 名古屋追加 大阪追加 福岡追加

LSI バークレー校

授業サンプル

◀︎ショーン･ペン主演の映画｢ミルク｣の舞台と
なった､ゲイ文化発祥の地｡セクシャルマイノ
リティのコミュニティとして世界的にも有名な
カストロ地区の歴史的背景や､同性愛者達の
苦悩を由緒ある建物を巡りながら学びます。

コース No. コース No. コース No. コース No. コース No.

America

カストロ地区

バークレー
09:10〜12:50 LSIバークレー校にて英語研修
（公共交通機関）
3/8
【午後】
フリータイム。各自のプランでお過ごし下さい。
サンフランシスコ
5 （木）
（公共交通機関）
Dバークレー泊
バークレー

アクティブ

豊かな教師陣
！

学び舎は
こんな場所！
！

ゲイの文化発症地

バークレー
09:10〜12:50 LSIバークレー校にて英語研修
（公共交通機関）
【午後】
カストロ地区ウォーキングツアー
3/7
4 （水） サンフランシスコ
カストロ地区はゲイ文化の発祥の地。歴史的背景やセクシャルマイノ
（公共交通機関）
リティについて学びます。
Dバークレー泊
バークレー

【午前】週末ボランティア
【午後】
アルカトラズ島（元連邦刑務所）観光

経験

バ ークレ ー英語研修
日間スペシャル

09:10〜12:50 LSIバークレー校にて英語研修開始
オリエンテーションとクラス分けテスト

3/5
バークレー
2 （月）（公共交通機関） 【午後】ボランティアプログラムについてオリエンテーション（現地での安全対

7 （土）（公共交通機関）

豊かで美しい観光地として世界的に有名

18:00〜19:30 ロサンゼルス乗継で空路サンフランシスコへ
〈日付変更線通過〉
3/4
1 （日） サンフランシスコ 16:00〜17:00 サンフランシスコ着
バークレー
着後、出迎えを受け、ホームステイ先へ
Dバークレー泊

バークレー

なサンフランシスコ。湾 を 挟んだ 東 側一帯

◀︎学生運動発祥の地UCバークレー大学キャンパスを訪れ､全
世界の若者を感化した70年代学生運動､障害者自立生活運
動など､NPO誕生の背景となったムーブメントの歴史を学び､
ＮＰＯの精神が根付いたコミュニティを体感します。

成田

3/6

UC バークレー大学

キャンパスツアー

日 程

3 （火）（公共交通機関）

はイ ーストベイ と 呼 ばれ、そこには 資 本

11,000円

主義がもたらした歪みを改善しようとす

★このコースは、帰国日の変更・延長等は一切できません。

るコミュニティが あり、西 側のサンフラン

札幌・名古屋・大阪・福岡発着追加代金… ………

11

シスコとは違 う 意 識 をもって暮 らしてい

448,000円

旅行代金（成田発着・燃油サーチャージ込）

ます。3・ 以降、大きな変化を迎えてい

出発日3月4日（日）

る我々の思いをカタチにしようとするコ

最少催行人員：8名
（定員20名）

ミュニティに触れながら、現代アメリカに

バークレー英語研修 +
社会視察とボランティア
15日間

社 会について学 びます。それは観 光 だけ

plus

お け るNPOの 原 点 や 多 民 族･多 文 化

成田発着 札幌追加 名古屋追加 大阪追加 福岡追加

ではわからないアメリカ社会をみせてく

アクティブ

911 912 913 914 915

れることでしょう。

コース No. コース No. コース No. コース No. コース No.

出発日2月18日（日）

348,000円

旅行代金（羽田発着・燃油サーチャージ込）…

札幌・名古屋・大阪・福岡発着追加代金… ………

オプション追加代金… ……………………………
★このコースは、帰国日の変更・延長等は一切できません。

11,000円
36,000円

日 程
19:00〜20:00 ロサンゼルス乗継で空路サンフランシスコへ
〈日付変更線通過〉
2/18
1 （日） サンフランシスコ 16:00〜17:00 サンフランシスコ着
バークレー
着後、出迎えを受け、ホームステイ先へ
Hバークレー泊
羽田

バークレー
【終日】
フリータイム。各自のプランでお過ごし下さい。
（公共交通機関）
President's Dayのため休校となります。
2/19
サンフランシスコ
2 （月）
（公共交通機関）
Hバークレー泊
バークレー

09:10〜12:50 LSIバークレー校にて英語研修開始

バークレー
オリエンテーションとクラス分けテスト
（公共交通機関）
2/20
3 （火） サンフランシスコ 【午後】 OP 児童館訪問。小学生との交流
（公共交通機関）
英語でコミュニケーション。多文化共生の現場を肌で感じる
バークレー

Hバークレー泊

バークレー
（公共交通機関） 09:10〜12:50 LSIバークレー校にて英語研修
2/21
4 （水） サンフランシスコ 【午後】 OP 社会人ネットワーキングイベント参加
（公共交通機関）
Hバークレー泊
バークレー

2/22

バークレー
（公共交通機関） 09:10〜12:50 LSIバークレー校にて英語研修
日米の就活の違いを知る
シリコンバレー 【午後】 OP 日本人留学生交流会。
（公共交通機関）
Hバークレー泊
バークレー

5 （木）
2/23

バークレー

09:10〜12:50 LSIバークレー校にて英語研修

6 （金）（公共交通機関） 【午後】フリータイム。各自のプランでお過ごし下さい。

Hバークレー泊

2/24
7 （土）
▼ ▼
8 2/25
（日）

バークレー

【終日】
フリータイム。各自のプランでお過ごし下さい。
Hバークレー泊

2/26

■添乗員：添乗員は同行しません。スクールスタッフ及び現地日本語係員がお世話します。 ■語学学校：LSIバークレー校
（月～金曜日
週20レッスン、1レッスン：50分、週16.7時間）
■滞在方法：ホームステイ
（原則男女別2名1室）
■食事：ホームステイ1日2食■利用予定
航空会社：アメリカン航空
（エコノミークラス）
■パスポート残存有効期間：帰国時まで有効
（入国時90日以上が望ましい）
【札幌・名古屋・大阪・福岡発着の方へ】
国際線の発着は羽田空港となり、国内線は別手配となります。 満席等で予約できない場合はご利用いただけません。 乗り継ぎによって前
後泊となる場合の宿泊費はご自身のご負担となります。※早期割引をご利用の方は、ISICカードコピーが必要です。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。※このコースは、出発1ヶ月前までにパスポート情報が必要です。
旅行代金に含まれるもの
●日程表に記載しているエコノミークラスの団体航空運賃
（この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金を含みます）
●ホームステ
イ滞在費
（原則男女別2名1室／ 1日2食付）
●語学研修費用
（授業料）
●空港～ホームステイ先の往復送迎費用●オプション参加の場合、日
程表に記載している交流会参加費用●現地出入国税、空港税、航空保険料●燃油サーチャージ●あんサポ24会費
旅行代金に含まれないもの
●日本国内の交通費、食費、滞在費●日本国内の空港施設使用料
（羽田：2,570円）
、旅客保安サービス料
（羽田：100円）
※航空券に切り
込みのため、旅行代金と一緒にお支払い下さい。 ●現地での交通費
（ホームステイ先～学校など）
●現地アクティビティ代●個人的諸費用
（電話代、クリーニング代など）
●自由行動中の一切の費用●超過手荷物料金●渡航諸手続き費用
（旅券印紙代など）
●ＥＳＴＡ登録代金●
教材費
※上記オプショナルツアーは3回分の同時申込みとなります。分割しての参加はできません。オプショナルツアー参加のための交通費は旅
行代金に含まれません。最少催行人：8名、取消規定は基本ツアーに準じます。

09:10〜12:50 LSIバークレー校にて英語研修
9 （月） バークレー
▼ ▼ （公共交通機関） 【終日】フリータイム。各自のプランでお過ごし下さい。
13 3/2
Hバークレー泊
（金）

ホームステイ先を辞し空港へ。空港まで送迎スタッフがお送りします。
各自にて帰国のフライト・チェックイン

3/3
14 （土） サンフランシスコ 06:30〜07:30 サンフランシスコ発。空路帰国の途へ（ロサンゼルス乗継）

〈日付変更線通過〉

3/4

15 （日）

羽田

v 機中泊

15:00〜16:00 着後、入国審査、通関、解散
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

※
 プログラム中の交通費は空港送迎を除き含まれておりません。基本的には公共交通機関を利用します。
※ OP 交流会参加の交通費の目安はお申込み後にご案内いたします。
食事の有無→

…朝食

…昼食

…夕食

…機内食

…食事無し

