
お問い合わせ・お申し込みは

東京都知事登録旅行業第2-2467号
〒166-8532　東京都杉並区和田3-30-22

当パンフレットの記載内容の無断転載を禁じます。
発行日 2021年5月31日

（一社）全国旅行業協会正会員

生活協同組合連合会大学生協事業連合

プログラムのねらい

色々なシチュエーションが用意されているアトラクション
エリア、興味深い学びを英語で行うイマージョンアトラク
ションエリア、2つのエリアを3日間とことん楽しく学ぶプ
ランです。TGGのエージェント（外国籍スタッフ）がグル
ープに帯同して、皆さんの学びをサポートします。

＜日程＞　※プログラムの順序が異なる場合があります。
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8:45
TGGへ集合
チームビルディング
イングリッシュスピーカーやグルー
プメンバーと英語で自己紹介

8:45
TGGへ集合
チームビルディング
イングリッシュスピーカーやグルー
プメンバーと英語で自己紹介

チームビルディング
イングリッシュスピーカー
やグループメンバーとア
イスブレイク

アトラクションエリア

海外の大学やレストランなど、海外での生活に欠かせ
ない場面での英語体験

アクティブイマージョンエリア
おもてなし文化～ニュース番組制作
日本のおもてなし文化を分かりやすく伝えるための表
現を学修する。時事・天気予報などオリジナルのニュー
ス原稿を作り、スタジオで番組制作を体験する。

アクティブイマージョンエリア
マーケティングまたはSDGs 17
商品開発や販売促進のための発想力を養い、多くの
企業で、CSRとして採用されるSDGsについて議論
し、意見を共有する

フィードバック
1日の体験を振り返り、
グループメンバーと意
見を共有
12:30頃解散

フィードバック
1日の体験を振り返り、
グループメンバーと意見
を共有
17:00頃解散

1日の体験を振り返り、
意 見 や 感 想 を 共 有 、
17:00頃解散

フィードバックアトラクションエリア
出発前の空港のお土産店や、飛行機の機内、渡航先のホテル
フロントなど、様々なシーンでのリアル英語体験

25分

60分 60分60分25分

60分

60分

60分 25分25分

25分

体験型英語学習施設〈TOKYO GLOBAL GATEWAY (TGG) 〉で、
英語を積極的に使い、自己表現力とグローバル社会を

生き抜く力を、楽しく養う！

とことんTGG
集中プラン3日間 ●海外に行けない今だから、

海外に行くまでの間に様々
な場面で英語を使いたい。

●将来グローバル社会でキャ
リアを築くために今から何
をしておかなければならな
いかを、TGGでの体験を通
じて考える。

●プログラム開始日：①2021年9月  1日（水）　②2021年9月  6日（月）
　　　　　　　　　　③2021年9月14日（火）　④2021年9月27日（月）
●最少催行人数：8名 定員24名　
●旅行代金：おひとり様 28,000円
●旅行代金に含まれるもの：TGG入場料、施設使用料、期間中のレッスン受講料
●旅行代金に含まれないもの：ご自宅～TGGまでの往復交通費、宿泊費、食事代、その他個人的な費用一切。
●申込締切日：2021年7月15日（木）まで

1.募集型企画旅行契約
（1）生活協同組合連合会大学生協事業連合（以下、「当会」といいます。）はお

客様が当会の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、
宿泊、その他の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」といいま
す。）の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き
受けます。

（2）旅行契約の内容・条件は、ホームページ、パンフレット、本旅行条件書、出
発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面（以下「最終旅行日
程表」といいます。）及び、当会旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以
下「当会約款」といいます。）によります。

2.旅行のお申し込みと契約の成立時期
（1）当会にて必要事項をお申し出のうえ、ホームページ、パンフレットに記載

した申込金を添えてお申込みいただきます。当会業務の都合上、専用の
書面・画面に必要事項を記入いただく場合もございます。申込金は旅行
代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅
行契約は、当会が契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立する
ものといたします。

（2）当会は電話、郵便及びファクシミリ、インターネットその他の通信手段に
よる旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約
の時点では契約は成立しておらず、当会が予約の承諾の旨を通知した日
の翌日から起算して3日以内にお申込み内容を確認の上、申込金の支払
いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、
当会はお申込みはなかったものとして取り扱います。

（3）お申込金は以下の通りです。（お一人様につき）

3.旅行代金のお支払い
　旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる

日より前にお支払いいただきます。
4.旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの

（1）旅行日程に明示した料金、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税

等諸税。その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したも
の。

（2）旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は含ま
れません。自宅から発着地までの交通費・宿泊費も含まれません。

5.旅行契約内容の変更
　旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅

行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送
サービスの提供その他当会の関与し得ない事由が生じた場合において、
旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様に
あらかじめ速やかに当該事由が当会の関与し得ないものである理由及び
当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更
することかあります。緊急の場合は、やむを得ないときは変更後に説明い
たします。

6.お客様からの旅行契約の解除（取消料）
（1）お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいた

だいて旅行契約の解除をすることができます。この場合、既に収受してい
る旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払い戻しいた
します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受け
ます。

（2）なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお
申し出いただいた日とします。

7.当会による旅行契約の解除及び旅行中止の場合
（1）お客様が期日までに旅行代金を支払われないときは、取消料と同額の違

約料をお支払いいただきます。
（2）次の項目に該当する場合は、当会は旅行契約を解除することがあります。
　a.お客様が当会のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行

ご旅行条件書（抜粋）
旅行契約時に、旅行業法第12条の5によりお渡しする契約書面の一部となります。詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認の上、お申し込みください。ご旅行条件書に定めのない事項は、当会旅行業約款（募集型企画旅行契約）になります。

旅行代金 3万円未満 3万円以上
6万円未満

6万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満 15万円以上

申込金 6,000円 12,000円 20,000円 30,000円 旅行代金の
20%

20日
～8日前迄

旅行代金
の20%

7日
～2日前迄

旅行代金
の30%

旅行開始
の前日

旅行代金
の40%

旅行開始
の当日

旅行代金
の50%

無連絡
不参加

旅行開始後
の解除

旅行代金
の100%

取消日 21日前迄

旅行開始日の前日から遡って

取消料 無料

参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
　b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に

耐えられないと認められたとき。
　c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨

げるおそれがあると認められたとき。
　d.お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前に
旅行中止の通知をします。

　e.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、
官公署の命令その他の当会の関与し得ない事由が生じた場合において、
パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が
不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

8.個人情報の取扱い
（1）当会は、旅行申込みの受付に際し、所定の申込書に記載された項目につ

いてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当会にご提供いただ
く個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部 
または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連
絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のために
必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できな
いことがあります。取得した個人情報は「受託販売欄」に記載された（総
合）旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。

（2）当会は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のため
に利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において
旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要
な範囲内で利用し、また、お申込みいただいたホームページ、パンフレッ
トに記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、手配代行者に対し、電子
的方法等で送付することにより提供いたします。 その他、当会は、1.当会
及び当会の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、2.
旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、3.アンケートのお願い、4.
特典サービスの提供、5.統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用さ
せていただくことがあります。

9.旅行条件・旅行代金の基準
　この旅行条件書は、2021年4月1日の基準に基づきます。

旅行企画・実施

大学生協の
英語体験プログラム
in東京・お台場

GLOBAL SUCCESS

▼どんな体験が待っているのか、
　動画でチェックしよう！

ここが
ポイント！



●プログラム開始日：①2021年9月1日（水）　②2021年9月6日（月）
●最少催行人数：8名 定員24名　
●旅行代金：おひとり様 98,000円
●旅行代金に含まれるもの：TGG入場料、施設使用料、期間中のレッスン受講料
●旅行代金に含まれないもの：
   ご自宅～TGGまでの往復交通費、宿泊費、食事代、その他個人的な費用一切。
●申込締切日：2021年7月15日（木）まで

●プログラム開始日：①2021年9月14日（火）　②2021年9月27日（月）
●最少催行人数：8名 定員24名
●旅行代金：おひとり様 129,000円
●旅行代金に含まれるもの：
　TGG入場料、施設使用料、期間中のレッスン受講料、3日目終日添乗員、留学生同行費用
●旅行代金に含まれないもの：
　ご自宅～TGGまでの往復交通費、宿泊費、食事代、3日目のご自宅～集合場所までの交通費、
　見学場所への移動費用（公共交通機関乗車、水上バス乗船）、見学場所有料施設の入場料、見学料、その他個人的な費用一切。
●申込締切日：2021年7月15日（木）まで

プログラムのねらい

大学生協からのおすすめポイント！

「TOKYO GLOBAL GATEWAY
（TGG）」は、2018年に東京・お台
場に設立された、今までにない画期

的な【体験型英語学習】施設です。東京都教育委員会が、生
徒が英語を使う楽しさや必要性を体感し、英語学習の意欲
向上のきっかけ作りを目的として開設しました。グローバル
なコミュニケーション能力を大きく開花させる絶好のチャ
ンスです。まるで外国にいるかのような非日常的な空間で、
英語を話す楽しさやその必要性を体感できます。

ISAは、1970年の設立以
来、人間成長段階に沿って
国内・海外プログラムを数

多く提供しております。このたび、TGGと
タイアップして大学生向けオリジナルプロ
グラムを開発しました。海外に行けなくて
も、日本国内で実施する留学プログラム
で、異文化や価値観の相互理解、自己肯定
感の向上を目指します。全国の大学生のご
参加をお待ちしております。

TGGと
国内留学プラン
4日間
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13:00
TGGへ集合

チームビルディング
イングリッシュスピ ー
カーやグループメンバー
とアイスブレイク

アトラクションエリア
出発前の空港のお土産店や、飛行機の機内、渡航先の
ホテルフロントなど、様々なシーンでのリアル英語体験

フィードバック
1日の体験を振り返り、
意 見や感 想を共 有 、
17:00頃解散

8:45
TGGへ集合
プログラム
イントロダクション
アイスブレイキング
アクティビティ

ゴールセッティング
チーム名の決定

ウォームアップ
ディスカッション
～自己紹介

英 語 ディスカッ
ションの基本
５W1Hを用いた
効果的な質問の
仕方

異文化理解ワークショップ１
ファシリテーターや、留学生の
出身国について知る
日本と比較をしてみる

イマージョンセッション１
海外で行われる、少人数
でのディスカッションベー
スの授業を体験

（トピック例：10年後の自
動車はどうなっているか）

バーチャルセッションの準備
16:30頃解散

8:45　TGGへ集合

バーチャルセッション 1
海外の大学生に、日本の大学事
情、日本の若者文化などをプレ
ゼンテーション

バーチャルセッション２
海外のホストファミリーをと
オンラインで繋ぎ、一緒に英
会話を楽しみます。ホームビ
ジットを通じて、習慣、慣習、
生活の違いを学びましょう

プレゼンテーションの準備
トピック：本プログラムで
学んだことと、自分なり
の異文化理解体験、これ
からのキャリアに活かし
たい点などを纏める。

1人1人によるプレゼンテーション
ファシリテーター、講師によるフィードバック
クロージングセレモニー
17:00頃　解散

8:45　TGGへ集合
チームビルディング
イングリッシュスピー
カーやグループメン
バーとアイスブレイク

フィードバック
体験を振り返り、
グループメンバーと
意見や感想を共有
12:30頃　解散

25分 60分 60分

50分 50分50分50分50分 50分

110分50分80分 80分

25分 25分60分 60分

●オンラインや対面で、海外の人と実際に関わることで異文化、
価値観をより身近に体験する

●海外での授業スタイルを通して、自分の意見を積極的に発言す
る機会を多く持ち、クリティカルシンキング力を身に付ける。

TGG施設内の自然と英語を話したくなる雰
囲気の中で、プログラムにご参加いただけ
ます。イングリッシュスピーカーとの会話を
通して、英語への苦手感の払拭や異文化理
解へのきっかけ作りに役立ちます。

＜日程＞　※プログラムの順序が異なる場合があります。

国内外の外国籍大学（院）留学生
（またはネイティブクラスの日本人
学生）が、サポート役として参加者6
～7名に1名の割合で参加します。

（2・3日目のカリキュラムは、ISA独
自のプログラムとなります。）

25分

プログラムのねらいTGGと
東京英語観光プラン
4日間

●英語での様々な活動を通して、コミュニケーション力を
つけ良好な人間関係をつくり、世界観を知る。

●外国籍大学生（院生）とともに、英語を使って普段とは
違う観点から東京を巡り、東京の魅力を皆で共有する。

TGG施設内の自然と英語を話したくなる雰囲
気の中で、プログラムにご参加いただけます。
イングリッシュスピーカーとの会話を通して、
英語への苦手感の払拭や異文化理解へのきっ
かけ作りに役立ちます。

＜日程＞　※プログラムの順序が異なる場合があります。
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13:00
TGGへ
集合

チームビルディング
イングリッシュスピ ー
カーやグループメンバー
とアイスブレイク

アトラクションエリア
出発前の空港のお土産店や、飛行機の機内、渡航先のホ
テルフロントなど、様々なシーンでのリアル英語体験

フィードバック
1日の体験を振り返
り、意 見や感 想を共
有、17:00頃解散

8:45　TGGへ集合 英語で観光案内をする時のポイントを学ぶ

単語、言い回し、イントネーションなど
16:30頃解散

8:45　JR両国駅へ集合
留学生と一緒に東京の観光スポットを巡り、ガイドを体験します。

両国国技館（館外見学）～徒歩～江戸東京博物館（館内見学）～公共交通機関利用～とうきょうスカイツリー（館内見学）～公共交通機関利用～浅草
寺（境内見学）～水上バス乗船～お台場海浜公園～公共交通機関利用～東京タワー（館内見学）　　18:00頃　東京タワーにて解散

8:45 
TGGへ集合
チームビルディング

イングリッシュスピー
カーやグループメン
バーとアイスブレイク

フィードバック

体験を振り返り、
グループメンバーと
意見や感想を共有
12:30頃　解散

25分 60分 60分

25分 25分60分 60分

国内外の外国籍大学（院）
留学生（またはネイティブ
クラスの日本人学生）が、
サポート役として参加者6
～7名に1名の割合で参加
します。（2・3日目のカリ
キュラムは、ISA独自のプロ
グラムとなります。）

25分

アクティブ・イマージョンエリア
「外国から来た方々に東京の魅力を紹介する」を
テーマに、訪日外国人の傾向をリサーチし、都内
でおすすめしたいスポットや食事などを紹介する
ためのプレゼン用コンテンツを制作する。

60分 50分50分50分50分 50分

Day3に巡る訪問先のリサーチなど

商品開発や販売促進のための発想力を養い、多くの
企業で、CSRとして採用されるSDGsについて議論
し、意見を共有する

アクティブイマージョンエリア
マーケティングまたはSDGs 17

商品開発や販売促進のための発想力を養い、多くの企業
で、CSRとして採用されるSDGsについて議論し、意見を
共有する

アクティブイマージョンエリア
マーケティングまたはSDGs 17

国内留学プラン ●

ここが
ポイント！

ここが
ポイント！

▼どんな体験が
　待っているのか、
　動画でチェック
　しよう！



●プログラム開始日：①2021年9月1日（水）　②2021年9月6日（月）
●最少催行人数：8名 定員24名　
●旅行代金：おひとり様 98,000円
●旅行代金に含まれるもの：TGG入場料、施設使用料、期間中のレッスン受講料
●旅行代金に含まれないもの：
   ご自宅～TGGまでの往復交通費、宿泊費、食事代、その他個人的な費用一切。
●申込締切日：2021年7月15日（木）まで

●プログラム開始日：①2021年9月14日（火）　②2021年9月27日（月）
●最少催行人数：8名 定員24名
●旅行代金：おひとり様 129,000円
●旅行代金に含まれるもの：
　TGG入場料、施設使用料、期間中のレッスン受講料、3日目終日添乗員、留学生同行費用
●旅行代金に含まれないもの：
　ご自宅～TGGまでの往復交通費、宿泊費、食事代、3日目のご自宅～集合場所までの交通費、
　見学場所への移動費用（公共交通機関乗車、水上バス乗船）、見学場所有料施設の入場料、見学料、その他個人的な費用一切。
●申込締切日：2021年7月15日（木）まで

プログラムのねらい

大学生協からのおすすめポイント！

「TOKYO GLOBAL GATEWAY
（TGG）」は、2018年に東京・お台
場に設立された、今までにない画期

的な【体験型英語学習】施設です。東京都教育委員会が、生
徒が英語を使う楽しさや必要性を体感し、英語学習の意欲
向上のきっかけ作りを目的として開設しました。グローバル
なコミュニケーション能力を大きく開花させる絶好のチャ
ンスです。まるで外国にいるかのような非日常的な空間で、
英語を話す楽しさやその必要性を体感できます。

ISAは、1970年の設立以
来、人間成長段階に沿って
国内・海外プログラムを数

多く提供しております。このたび、TGGと
タイアップして大学生向けオリジナルプロ
グラムを開発しました。海外に行けなくて
も、日本国内で実施する留学プログラム
で、異文化や価値観の相互理解、自己肯定
感の向上を目指します。全国の大学生のご
参加をお待ちしております。

TGGと
国内留学プラン
4日間
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13:00
TGGへ集合

チームビルディング
イングリッシュスピ ー
カーやグループメンバー
とアイスブレイク

アトラクションエリア
出発前の空港のお土産店や、飛行機の機内、渡航先の
ホテルフロントなど、様々なシーンでのリアル英語体験

フィードバック
1日の体験を振り返り、
意 見や感 想を共 有 、
17:00頃解散

8:45
TGGへ集合
プログラム
イントロダクション
アイスブレイキング
アクティビティ

ゴールセッティング
チーム名の決定

ウォームアップ
ディスカッション
～自己紹介

英 語 ディスカッ
ションの基本
５W1Hを用いた
効果的な質問の
仕方

異文化理解ワークショップ１
ファシリテーターや、留学生の
出身国について知る
日本と比較をしてみる

イマージョンセッション１
海外で行われる、少人数
でのディスカッションベー
スの授業を体験

（トピック例：10年後の自
動車はどうなっているか）

バーチャルセッションの準備
16:30頃解散

8:45　TGGへ集合

バーチャルセッション 1
海外の大学生に、日本の大学事
情、日本の若者文化などをプレ
ゼンテーション

バーチャルセッション２
海外のホストファミリーをと
オンラインで繋ぎ、一緒に英
会話を楽しみます。ホームビ
ジットを通じて、習慣、慣習、
生活の違いを学びましょう

プレゼンテーションの準備
トピック：本プログラムで
学んだことと、自分なり
の異文化理解体験、これ
からのキャリアに活かし
たい点などを纏める。

1人1人によるプレゼンテーション
ファシリテーター、講師によるフィードバック
クロージングセレモニー
17:00頃　解散

8:45　TGGへ集合
チームビルディング
イングリッシュスピー
カーやグループメン
バーとアイスブレイク

フィードバック
体験を振り返り、
グループメンバーと
意見や感想を共有
12:30頃　解散

25分 60分 60分

50分 50分50分50分50分 50分

110分50分80分 80分

25分 25分60分 60分

●オンラインや対面で、海外の人と実際に関わることで異文化、
価値観をより身近に体験する

●海外での授業スタイルを通して、自分の意見を積極的に発言す
る機会を多く持ち、クリティカルシンキング力を身に付ける。

TGG施設内の自然と英語を話したくなる雰
囲気の中で、プログラムにご参加いただけ
ます。イングリッシュスピーカーとの会話を
通して、英語への苦手感の払拭や異文化理
解へのきっかけ作りに役立ちます。

＜日程＞　※プログラムの順序が異なる場合があります。

国内外の外国籍大学（院）留学生
（またはネイティブクラスの日本人
学生）が、サポート役として参加者6
～7名に1名の割合で参加します。

（2・3日目のカリキュラムは、ISA独
自のプログラムとなります。）

25分

プログラムのねらいTGGと
東京英語観光プラン
4日間

●英語での様々な活動を通して、コミュニケーション力を
つけ良好な人間関係をつくり、世界観を知る。

●外国籍大学生（院生）とともに、英語を使って普段とは
違う観点から東京を巡り、東京の魅力を皆で共有する。

TGG施設内の自然と英語を話したくなる雰囲
気の中で、プログラムにご参加いただけます。
イングリッシュスピーカーとの会話を通して、
英語への苦手感の払拭や異文化理解へのきっ
かけ作りに役立ちます。

＜日程＞　※プログラムの順序が異なる場合があります。
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13:00
TGGへ
集合

チームビルディング
イングリッシュスピ ー
カーやグループメンバー
とアイスブレイク

アトラクションエリア
出発前の空港のお土産店や、飛行機の機内、渡航先のホ
テルフロントなど、様々なシーンでのリアル英語体験

フィードバック
1日の体験を振り返
り、意 見や感 想を共
有、17:00頃解散

8:45　TGGへ集合 英語で観光案内をする時のポイントを学ぶ

単語、言い回し、イントネーションなど
16:30頃解散

8:45　JR両国駅へ集合
留学生と一緒に東京の観光スポットを巡り、ガイドを体験します。

両国国技館（館外見学）～徒歩～江戸東京博物館（館内見学）～公共交通機関利用～とうきょうスカイツリー（館内見学）～公共交通機関利用～浅草
寺（境内見学）～水上バス乗船～お台場海浜公園～公共交通機関利用～東京タワー（館内見学）　　18:00頃　東京タワーにて解散

8:45 
TGGへ集合
チームビルディング

イングリッシュスピー
カーやグループメン
バーとアイスブレイク

フィードバック

体験を振り返り、
グループメンバーと
意見や感想を共有
12:30頃　解散

25分 60分 60分

25分 25分60分 60分

国内外の外国籍大学（院）
留学生（またはネイティブ
クラスの日本人学生）が、
サポート役として参加者6
～7名に1名の割合で参加
します。（2・3日目のカリ
キュラムは、ISA独自のプロ
グラムとなります。）

25分

アクティブ・イマージョンエリア
「外国から来た方々に東京の魅力を紹介する」を
テーマに、訪日外国人の傾向をリサーチし、都内
でおすすめしたいスポットや食事などを紹介する
ためのプレゼン用コンテンツを制作する。

60分 50分50分50分50分 50分

Day3に巡る訪問先のリサーチなど

商品開発や販売促進のための発想力を養い、多くの
企業で、CSRとして採用されるSDGsについて議論
し、意見を共有する

アクティブイマージョンエリア
マーケティングまたはSDGs 17

商品開発や販売促進のための発想力を養い、多くの企業
で、CSRとして採用されるSDGsについて議論し、意見を
共有する

アクティブイマージョンエリア
マーケティングまたはSDGs 17

ここが
ポイント！

東京英語観光プラン ●

ここが
ポイント！

▼どんな体験が
　待っているのか、
　動画でチェック
　しよう！



お問い合わせ・お申し込みは

東京都知事登録旅行業第2-2467号
〒166-8532　東京都杉並区和田3-30-22

当パンフレットの記載内容の無断転載を禁じます。
発行日 2021年5月31日

（一社）全国旅行業協会正会員

生活協同組合連合会大学生協事業連合

プログラムのねらい

色々なシチュエーションが用意されているアトラクション
エリア、興味深い学びを英語で行うイマージョンアトラク
ションエリア、2つのエリアを3日間とことん楽しく学ぶプ
ランです。TGGのエージェント（外国籍スタッフ）がグル
ープに帯同して、皆さんの学びをサポートします。

＜日程＞　※プログラムの順序が異なる場合があります。
60分60分25分

13:00
TGGへ集合
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3

D
a
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2

D
a
y 

1

8:45
TGGへ集合
チームビルディング
イングリッシュスピーカーやグルー
プメンバーと英語で自己紹介

8:45
TGGへ集合
チームビルディング
イングリッシュスピーカーやグルー
プメンバーと英語で自己紹介

チームビルディング
イングリッシュスピーカー
やグループメンバーとア
イスブレイク

アトラクションエリア

海外の大学やレストランなど、海外での生活に欠かせ
ない場面での英語体験

アクティブイマージョンエリア
おもてなし文化～ニュース番組制作
日本のおもてなし文化を分かりやすく伝えるための表
現を学修する。時事・天気予報などオリジナルのニュー
ス原稿を作り、スタジオで番組制作を体験する。

アクティブイマージョンエリア
マーケティングまたはSDGs 17
商品開発や販売促進のための発想力を養い、多くの
企業で、CSRとして採用されるSDGsについて議論
し、意見を共有する

フィードバック
1日の体験を振り返り、
グループメンバーと意
見を共有
12:30頃解散

フィードバック
1日の体験を振り返り、
グループメンバーと意見
を共有
17:00頃解散

1日の体験を振り返り、
意 見 や 感 想 を 共 有 、
17:00頃解散

フィードバックアトラクションエリア
出発前の空港のお土産店や、飛行機の機内、渡航先のホテル
フロントなど、様々なシーンでのリアル英語体験

25分

60分 60分60分25分

60分

60分

60分 25分25分

25分

体験型英語学習施設〈TOKYO GLOBAL GATEWAY (TGG) 〉で、
英語を積極的に使い、自己表現力とグローバル社会を

生き抜く力を、楽しく養う！

とことんTGG
集中プラン3日間 ●海外に行けない今だから、

海外に行くまでの間に様々
な場面で英語を使いたい。

●将来グローバル社会でキャ
リアを築くために今から何
をしておかなければならな
いかを、TGGでの体験を通
じて考える。

●プログラム開始日：①2021年9月  1日（水）　②2021年9月  6日（月）
　　　　　　　　　　③2021年9月14日（火）　④2021年9月27日（月）
●最少催行人数：8名 定員24名　
●旅行代金：おひとり様 28,000円
●旅行代金に含まれるもの：TGG入場料、施設使用料、期間中のレッスン受講料
●旅行代金に含まれないもの：ご自宅～TGGまでの往復交通費、宿泊費、食事代、その他個人的な費用一切。
●申込締切日：2021年7月15日（木）まで

1.募集型企画旅行契約
（1）生活協同組合連合会大学生協事業連合（以下、「当会」といいます。）はお

客様が当会の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、
宿泊、その他の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」といいま
す。）の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き
受けます。

（2）旅行契約の内容・条件は、ホームページ、パンフレット、本旅行条件書、出
発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面（以下「最終旅行日
程表」といいます。）及び、当会旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以
下「当会約款」といいます。）によります。

2.旅行のお申し込みと契約の成立時期
（1）当会にて必要事項をお申し出のうえ、ホームページ、パンフレットに記載

した申込金を添えてお申込みいただきます。当会業務の都合上、専用の
書面・画面に必要事項を記入いただく場合もございます。申込金は旅行
代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅
行契約は、当会が契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立する
ものといたします。

（2）当会は電話、郵便及びファクシミリ、インターネットその他の通信手段に
よる旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約
の時点では契約は成立しておらず、当会が予約の承諾の旨を通知した日
の翌日から起算して3日以内にお申込み内容を確認の上、申込金の支払
いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、
当会はお申込みはなかったものとして取り扱います。

（3）お申込金は以下の通りです。（お一人様につき）

3.旅行代金のお支払い
　旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる

日より前にお支払いいただきます。
4.旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの

（1）旅行日程に明示した料金、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税

等諸税。その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したも
の。

（2）旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は含ま
れません。自宅から発着地までの交通費・宿泊費も含まれません。

5.旅行契約内容の変更
　旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅

行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送
サービスの提供その他当会の関与し得ない事由が生じた場合において、
旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様に
あらかじめ速やかに当該事由が当会の関与し得ないものである理由及び
当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更
することかあります。緊急の場合は、やむを得ないときは変更後に説明い
たします。

6.お客様からの旅行契約の解除（取消料）
（1）お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいた

だいて旅行契約の解除をすることができます。この場合、既に収受してい
る旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払い戻しいた
します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受け
ます。

（2）なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお
申し出いただいた日とします。

7.当会による旅行契約の解除及び旅行中止の場合
（1）お客様が期日までに旅行代金を支払われないときは、取消料と同額の違

約料をお支払いいただきます。
（2）次の項目に該当する場合は、当会は旅行契約を解除することがあります。
　a.お客様が当会のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行

ご旅行条件書（抜粋）
旅行契約時に、旅行業法第12条の5によりお渡しする契約書面の一部となります。詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認の上、お申し込みください。ご旅行条件書に定めのない事項は、当会旅行業約款（募集型企画旅行契約）になります。

旅行代金 3万円未満 3万円以上
6万円未満

6万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満 15万円以上

申込金 6,000円 12,000円 20,000円 30,000円 旅行代金の
20%

20日
～8日前迄

旅行代金
の20%

7日
～2日前迄

旅行代金
の30%

旅行開始
の前日

旅行代金
の40%

旅行開始
の当日

旅行代金
の50%

無連絡
不参加

旅行開始後
の解除

旅行代金
の100%

取消日 21日前迄

旅行開始日の前日から遡って

取消料 無料

参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
　b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に

耐えられないと認められたとき。
　c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨

げるおそれがあると認められたとき。
　d.お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前に
旅行中止の通知をします。

　e.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、
官公署の命令その他の当会の関与し得ない事由が生じた場合において、
パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が
不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

8.個人情報の取扱い
（1）当会は、旅行申込みの受付に際し、所定の申込書に記載された項目につ

いてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当会にご提供いただ
く個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部 
または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連
絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のために
必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できな
いことがあります。取得した個人情報は「受託販売欄」に記載された（総
合）旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。

（2）当会は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のため
に利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において
旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要
な範囲内で利用し、また、お申込みいただいたホームページ、パンフレッ
トに記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、手配代行者に対し、電子
的方法等で送付することにより提供いたします。 その他、当会は、1.当会
及び当会の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、2.
旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、3.アンケートのお願い、4.
特典サービスの提供、5.統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用さ
せていただくことがあります。

9.旅行条件・旅行代金の基準
　この旅行条件書は、2021年4月1日の基準に基づきます。

旅行企画・実施

大学生協の
英語体験プログラム
in東京・お台場

GLOBAL SUCCESS

▼どんな体験が待っているのか、
　動画でチェックしよう！

ここが
ポイント！


