
 

 

コース NO. 東京（成田 or羽田）発着 921、札幌追加：922、名古屋追加：923、大阪追加：924、福岡追加：925               

★東京（成田 or 羽田）発着 

アクティブ バークレー英語研修＋社会視察とボランティア１５日間 
出発日：３／３（日）     ※12/25（火）までのお申込みください 

旅行代金（成田発着：燃油サーチャージ込） お 1人様  ５４８，０００円 

 札幌・福岡国内線追加代金（往復）     20,000 円 

 大阪・名古屋国内線追加代金（往復）    10,000 円  
※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廃止を含む減額分の払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

徴ならびに減額分の払戻しはございません。 

※下記は旅行代金に含まれておりませんので、旅行代金と合わせてお支払下さい（2018年 11月 1日現在）。 

日本国内の空港施設使用料（成田：2,090円、羽田：2,570円）、旅客保安サービス料（成田：520円、羽田：100円）および国際観光旅客税 1,000円 

■食事：朝食 13回・昼食 0回・夕食 12回（機内食を除く） ■最少催行人員：6名 

■添乗員：同行しません。スクールスタッフおよび現地日本語係員がお世話いたします。■語学学校：LSIバークレー校（月～金：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■利用予定航空会社：ユナイテッド航空、日本航空、全日空（エコノミークラス） 

■パスポートの残存有効期間：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または羽田空港となり、国内線は別手配となります。満席で予約できない場合はご利用いただけません。国内線の発着空港

が国際線の発着空港と異なる場合、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／2018年 11 月現在） 

※現地活動団体への支援金として 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ください。 

※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。 

 

※「社会視察とボランティア」プログラムの詳細は「テーマのある旅」パンフレット P14 を参照ください。 

 

日程表にでてくる時間帯の目安 

  4:00～6:00／早朝、6:00～8:00／朝、8:00～12:00／午前、12:00～16:00／午後、16:00～18:00／夕刻、18:00～23:00／夜、23:00～4:00／深夜 

食事 食事

成田 or 羽田 16:00～20:00　空路サンフランシスコへ（直行便） バークレー 午前　教会でゴスペル体験

1 ************＜日付変更線通過＞***************** 8 （公共交通機関） 昼　ラテンエリアのミッショ ン地区でメキシコ料理のランチは

サンフランシスコ 08:30～12:30　サンフランシスコ着 サンフランシスコ 　　　いかがですか？（各自負担）

バークレー 着後、出向かえを受け、ホームステイ先へ　　　バークレー泊 ×　機　夕 （公共交通機関） 午後　ミッショ ン地区壁画ウォ ーキングツアー　　　バークレー泊 朝　×　夕

バークレー 9:10～12:50　LSIバークレー校にて英語研修開始 バークレー 9:10～12:50　LSIバークレー校にて英語研修開始

2 （公共交通機関） 　　　　　　　　　オリエンテーショ ンとクラス分けテスト 9 （公共交通機関） 午後　カストロ地区ウォ ーキングツアー

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 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

　　　　（現地での安全対策、NPOボランティアの心構え）　　　　 （公共交通機関） 　　　　セクシャルマイノリティについて学びま す。

バークレー泊 朝　×　夕 バークレー バークレー泊 朝　×　夕

3 バークレー 9:10～12:50　LSIバークレー校にて英語研修開始 10 バークレー 9:10～12:50　LSIバークレー校にて英語研修開始

（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 （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

バークレー泊 朝　×　夕 バークレー泊 朝　×　夕

バークレー 9:10～12:50　LSIバークレー校にて英語研修開始 11 バークレー 9:10～12:50　LSIバークレー校にて英語研修開始

4 （公共交通機関） 午後　低所得者層への食事提供ボランティア （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

サンフランシスコ 　　　　貧困地区での無料食事提供ボランティアに参加し、 バークレー泊 朝　×　夕

（公共交通機関） 　　　　先進国の経済格差について学びま す　　　　　　

バークレー バークレー泊 朝　×　夕

5 バークレー 9:10～12:50　LSIバークレー校にて英語研修開始 12 バークレー 9:10～12:50　LSIバークレー校にて英語研修開始

（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　　　 ▼ （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

バークレー泊 朝　×　夕 13 バークレー泊 朝　×　夕

バークレー 9:10～12:50　LSIバークレー校にて英語研修開始 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。

6 （公共交通機関） 午後　UCバークレー大学キャンパスウォ ーキングツアー 14 サンフランシスコ 各自にて帰国のフライト・チェックイン

夜　UCバークレー大学オーガニック食堂でディナー（各自負担）　　　　 11:00～16:30　サンフランシスコ発　空路帰国の途へ（直行便）

***************＜日付変更線通過＞*********************

バークレー泊 朝　×　× 機中泊 朝　×　機

バークレー 午前　週末ボランティア 15 成田 or 羽田 14:00～19:30　着後、入国審査、通関、解散 機　×　×

7 （公共交通機関） 活動内容の例）持ち帰り用ランチのサンドイッチ作り、

サンフランシスコ 街路樹の植樹など

（公共交通機関） 午後　アルカトラズ島（元連邦刑務所）観光

バークレー バークレー泊 朝　×　夕

※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。 ※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。

午後のプログラムについての交通費の目安はお申込み後にご案内いたしま 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。

日程 日程



 

 

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。 

 
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第 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

店舗（以下、生協店舗といいます）でお受け取り下さい）・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いたします。 

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（5 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

下さい。 

３. 旅行代金のお支払 

(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

ら起算して遡って 30 日前にあたる日より前までに、生協店舗

が確認できるようにお支払下さい。生協店舗にお申込みの方

は、生協店舗へお支払下さい。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下さい。 

(2) クレジットカードによるお支払も旅行開始日の前日から起算

して遡って 30 日前にあたる日より前までに、お申込み窓口に

て所定の手続きを行って下さい。 

(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

手続きをして下さい。ローンのご利用は旅行開始日の１ヶ月

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、鉄道等利用運送期間の運賃

（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) 運送機関が課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に

対応するため、一定の期間および一定の条件下に限りあらゆ

るお客様に一律に課されるものに限る） 

(3) 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金（空港・駅・埠頭～宿

泊場所） 

(4) 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） 

(5) 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料（原則ホ

ームステイ個室） 

(6) 語学研修費用（授業料）および教材費 

(7) 旅行日程に明示した食事の料金・税・サービス料 

(8) 現地出入国税、空港税、航空保険料 

(9) 航空手荷物の運搬料金 

お一人様スーツケース 1 個の手荷物運搬料金（航空機で運送

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

尋ね下さい） 

(10) 団体行動中の心付け（チップ） 

(11) 添乗員付きコースの添乗員の同行費用 

(12) あんサポ２４会費 

上記費用はお客様の都合により、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) クリーンニング代・電報および電話料・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・

渡航手続き取扱料金） 

(4) お客様のご希望によりお 1 人部屋を使用される場合の追加料

金 

(5) 現地での通学を含む交通費 

(6) 希望者のみ参加されるオプショナルツアー（別料金の小旅行）

の代金 

(7) 日本国内の空港施設使用料・旅客保安サービス料および国際

観光旅客税 

(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) おみやげ品および持込品にかかる税等 

(10) 傷害・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できな

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傷害保険費用 

(14) その他パンフレットの中で「○○料金」と称するもの。視察

先へのドネーション（寄付金）等旅行代金以外の料金。 

６. 取消料 

お客様は次に定める取消料をお支払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

は当会の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 

契約解除の日 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 

旅行開始日の前日から

起算して遡って 40 日

目に当たる日以降 31

日目に当たる日まで 

 

旅行代金の 10% 

 

無料 

旅行開始日の前日から

起算して遡って 30 日

目に当たる日以降 3 日

目に当たる日まで 

 

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% 

７. 旅行条件・旅行代金の基準 

当旅行条件は、2018 年 11 月 1 日を基準としております。また、旅

行代金は、2018 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・運用規則を基準にして算出しています。 

              

お問合せ・お申込み先          

 

 

 

 

 

旅行企画・実施  

観光庁長官旅行業登録第 1642号 

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 大学生協会館 4F 

（社）日本旅行業協会正会員 

ボンド保証会員 

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尋ね下さい 


