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

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。

（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

6.取消料

5.旅行代金に含まれないもの

取りください。

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

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。

大学生協限定企画

6. 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
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
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
契約解除の日

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!

旅行代金の10%

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%

※定員20名になり次第受付終了となります

Binns
exander
Dr. Al

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。

一次締切：2020年3月31日
（火）
二次締切：2020年6月30日
（火）

Come and join us for this unique
chance to stay & study where
Harry Potter was filmed.

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。

2020 SPRING

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。

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

関西・北陸

北海道大学

大学生協北海道事業連合旅行センター

大学生協旅行センター

営業時間 平日 10：00〜17：00
土・日・祝日 12/29〜1/3 休業

大学生協関西北陸事業連合 トラベルセンター

東横イン
ホテルアスペン

コンビニ

ルートイン

ホテルノースゲート札幌

札幌駅

東北

〒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

中国・四国

大学生協東北事業連合旅行センター

大学生協中国・四国事業連合 大阪旅行サービス

〒981-0933
宮城県仙台市青葉区柏木1-1-41 大学生協会館1F

〒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

☎022-717-4809

営業時間 平日 10：00〜17：00
※電話受付のみとなります。

営業時間 平日 10：00〜17：00 土・日・祝日 12/28〜1/6 休業

関東・甲信越

営業時間

外堀通り
自転車店

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。

お堀

市ヶ谷橋

☎03-5261-9101

市ケ谷
お堀

新見附橋

〒162-0843 新宿区市谷田町3-24-1

法政大学
（市ケ谷）
飯田橋
牛込橋

大学生協トラベルサポートセンター

土・日・祝日 12/27〜1/5 休業

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）

◆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/

旅 行 企 画・実 施
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

〈全面協力〉
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。

http://travel.univcoop.or.jp/sa/

2020年 8/29（土）出発
大学寮（1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。

＼燃油サーチャージ•現地空港諸税込／

成田
発着

798,000

¥

コースNo.
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300名の方の参加があ
りました。
日本では大学生協限定企画として2019年度より実施し、
参加者から高い評価を得ています。

point
01

オックスフォード大学での
キャンパスライフを体験!

point
02

授業・ガイドはすべて英語!
日本人スタッフが1名常駐

point
03

8/29（土）出発 旅行代金（燃油サーチャージ込み）

エティハド航空利用（アブタビ乗継）
修了証授与セレモニー

費用はすべて旅行代金に
（フリータイムを除く）
含まれています。

¥798,000

ドリンクレセプション

レッスン

■最少催行人員15名
（定員20名）■添乗員：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）
）

・オックスフォード大学流のアクティブな対話式インタラク

■滞在方法:大学寮
（1名1室）■食事：朝食12回、
昼食13回、
夕食13回
（機内食を除く）

ティブラーニング

■利用予定航空会社
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意ください。

して、
日本人の学生が苦手としている
「クリティカルシンキ

また見開き2ページ以上の未使用査証欄が必要です。
★このコースは、
帰国日の変更・延長等は一切できません。

ング」
のスキルを向上させる

★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。

・英語を使って自分の考えを組み立て、
強化し、
相手に上手

※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。
（2019年11月1日現在）
日本国内の空港施設使用料（成田：2,130円、羽田：2,610円）、旅客保安サービス料（成田：530円、

く伝えるスキルを身につける

羽田：100円）
および国際観光旅客税1,000円

・チームワークやリーダーシップのスキルを伸ばす

日 程

※これらのレッスンでは、
グローバル企業だけでなく、
国内ビ
8/29

ジネスにおいても役立つスキルを身につけることができま

point
04

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、一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。

多彩なアクティビティと
フィールドトリップを体験!

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）

広げられるため、
価値観を広げることができます。
■1週目

火曜日
意見の表現
プレゼンスキル等

昼食
アフタヌーンティー体験 現地大学生との
交流セッション
ハリーポッタースタジオ フリータイム
夕食

最終週卒業ディナー

食事

毎日朝昼夕３食付き・数回のコースディナー

完全個室、
すべての部屋にトイレ、
シャワールーム完備

（正装での参加）

学生寮を含むキャンパス内ではWi-Fi利用可

アクティビティ・エクスカーション参加時は、
現地

能（無料）

でランチ提供あり

リーを生んだ歴史ある街を巡ります。 オックスフォード泊

【午前】
アカデミック・プログラム（ジェネラルスピーキング2）
英語を使って、自信をもって自分の意見を言えるようになるためのコ

5

ミュニケーション術を学びます
9/2
オックスフォード
（水）
【午後】作家オスカー・ワイルドも滞在したといわれるクラシックなホテルで
アフタヌーンティー体験（スコーンと紅茶のセット）
オックスフォード泊

ちと一緒にパンティング体験

オックスフォード 【終日】
フィールドトリップ1（コッツウォルズ地方と「ブレナム宮殿」）

る英国貴族の邸「ブレナム宮殿」へ

オックスフォード泊

オックスフォード泊

アクティビティ&小旅行
アクティビティやエクスカーションは
課外授業の一環と捉え、
訪問先も
厳選されています。
「ハリーポッター

良い経験になりました。(２年生)

スタジオツアー」
や大英博物館をは
じめとするロンドン観光、
ブレナム

・思っていた以上に自由に動くことができ、オックスフォードやロンドンを満喫できたと思います。

宮殿、
コッツウォルズ散策の他、
本

英語力が劇的に向上したということはありませんでしたが、特にスピーキングをはじめ自分の英語力不足
を認識したので、
これをモチベーションに日本に帰ってからも英語の勉強に励んでいきたい。
（2年生）

場のアフタヌーンティーやパンティン
グなど、
イギリスのカルチャーを体
験するアクティビティを多数ご用意。

【午前】
アカデミック・プログラム（プレゼンスキル2）
英語を使ってプレゼンを行う実践演習を行います。
9/8
11 （火） オックスフォード 【午後】公共交通機関にてビスタービレッジへ。ショッピングをお楽しみくだ
さい。
オックスフォード泊

オックスフォード泊

【午前】
アカデミック・プログラム（ディスカッションスキル2）
9/10
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。
13 （木） オックスフォード
【午後】
フリータイム
オックスフォード泊
【午前】
アカデミック・プログラム（文学講義）
「指輪物語」、
「ホビットの冒険」、
「ナルニア国物語」、
「ハウルの動く
城」をはじめとする数々のファンタジー・児童文学を生んだオックス
フォード大学の作家たちを紹介する講義を受けます。
9/11
14 （金） オックスフォード 【午後】修了証授与セレモニー。カレッジのアリスガーデンにてドリンクレセ
プションからはじまります。夕食は、クライストチャーチカレッジにて
グラデュエーション・フォーマル・ディナーをお楽しみください。
オックスフォード泊
9/12

15 （土）
9/13

日程表の中のマーク
（滞在形態や移動中）

深夜
4:00

大学寮

専用車による移動

航空機による移動

機中泊

海外旅行&保険サポート付き！ CO-OPあんしんダイヤルが
日本語で24時間、365日、困ったときのあなたをサポート!

【午前】
アカデミック・プログラム（ディスカッションスキル1）
英語を使ってディスカッションを行うスキルを学びます。

9/9

12 （水） オックスフォード 【午後】専用車にてハリーポッタースタジオツアー

16 （日）

23:00

【午前】
アカデミック・プログラム（プレゼンスキル1）
英語を使ってプレゼンを行うスキルを学びます。

9/7

・英語の授業をここまで連続して長い時間受けたことがなかったので、

夜

【午前】大英博物館
【午後】
ロンドンアイ、コベントガーデン、ショッピングなど
オックスフォード ロンドン市内でのレストランで夕食
オックスフォード泊
ロンドン

10 （月） オックスフォード 【午後】世界最古の公開博物館、
「アシュモレアン博物館」見学

・普段やらないディスカッションやプレゼンで頭を使えて楽しかった。(３年生)

午前
午後
夕刻
12:00
16:00
18:00

【午前】
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

9/5

8 （土） コッツウォルズ 【午後】
「ミッション・インポッシブル」をはじめとする撮影の舞台となってい

9/6

することができました。(２年生)

8:00

オックスフォード泊

【午前】
アカデミック・プログラム（歴史と文学講義）
クライストチャーチカレッジの歴史と「不思議の国のアリス」を生ん
9/4
だルイス・キャロルについての講義。昼食後、フリータイム
7 （金） オックスフォード
夕食は、名作曲家ハイドンも通ったと言われる歴史的なパブで、フィッシュ&
チップスのディナー
オックスフォード泊

オックスフォード 【終日】
フィールドトリップ2（ロンドン市内観光）

・とても充実した１６日間でした。有意義な講義や魅力的なプログラムが多く楽しんで参加

朝

【午前】
アカデミック・プログラム（英語ワークショップ）
チームワークやリーダーシップのスキルを学びます。

9/3

6 （木） オックスフォード 【午後】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

オックスフォード

参加者の声

早朝
4:00
6:00

【午前】
オリエンテーション。オックスフォード大学での生活を紹介します。

【午前】
アカデミック・プログラム（ジェネラルスピーキング1）
英語を使って、自信をもって自分の意見を言えるようになるためのコ
9/1
ミュニケーション術を学びます。
4 （火） オックスフォード
【午後】徒歩にて自然史博物館・ピットリバース博物館見学
オックスフォード泊

9 （日）

コース表の見方

v 機中泊

06：30〜08：30 ロンドン着。着後、出迎えを受け専用車でオックスフォードへ。
8/30
大学寮にチェックイン後、フリータイム。夕食はウェルカム
（日）
オックスフォード
ディナー。
オックスフォード泊
ロンドン

フリータイムパブでの夕食

宿泊
の学生寮

17：00〜19：00 アブダビ乗継で空路ロンドンへ

8/31

水曜日
木曜日
金曜日
会話レッスン
チームワークリーダーシップ 歴史文学
ディスカッションスキル等 ディスカッションスキル等 イギリス文学ナルニア等
オックスフォード大学関連

研 修期間中の滞在は、オックスフォード大学内

※8/30のウェルカムディナーと
9/11のグラデュエーション・
フォーマル・ディナーは、正装で
ご参加下さい。

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ので、
素朴な自然
と英国人の心を感じることができます。

自然史博物館
オックスフォード
14：00-16：00 ウォーキングツアー
16：15-17：45
アシュモレアン博物館 ビスタービレッジ等
18：00

成田

3 （月） オックスフォード 【午後】オックスフォードのウォーキングツアー。数々のファンタジーストー

■2週目

月曜日
オリエン
09：00-10：30
10：45-12：30 プレゼンスキル等

8/30〜9/3、9/7〜9/11
コースディナー

イギリスの田舎の原風景
「コッツウォルズ地方」

2

学の学生ともレッスンを通じてチームワークやネットワークを
■例

クライストチャーチホールで
コースディナー

1 （土）

す。
また、
オックスフォード大学の学生との交流や日本の他大

12：30-13：45

point
05

★成田発着

オックスフォード・
アカデミック・プログラム 16日間

・ディスカッションやプレゼンテーションのトレーニングを通

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！

910

空港まで送迎スタッフがお送りします。
オックスフォード 大学寮を辞し専用車で空港へ。
ロンドン

成田

各自にて帰国のフライト・チェックイン
08：30〜10：30 ロンドン発。空路帰国の途へ（アブダビ乗継）
v 機中泊
12：00〜14：00 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
※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。

