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お一人様259,800円（税込） 大学生協ローンも
ご利用いただけます

詳細は裏表紙へ

「大学1年生の夏」というチャンスに海外へ
行くことで帰国後の大学生活がきっと変わる

chance, change, challenge が詰まったツアー！
chance ～チャンス～

異文化に触れることで視野が広がり価値
観や挑戦意欲がチェンジ!

change ～チェンジ～
他大学の学生と一緒にグループでチャレ
ンジ！はじめての海外でも大丈夫！

challenge ～チャレンジ～

海外体験するなら

チャンスは4回

 メルボルン 
異文化体験ツアー 7日間

2019年夏は165名の先輩が
ツアーに参加しました！

 大学生
協がはじめての海外体験を応援！
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chanceを活かし、
challengeすることで
changeできるかはあなた次第。
はじめての海外でも、大丈夫！
まずは一歩踏み出そう！

♥♥
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ポイント❶

ポイント❷

ツアー中は旅のしおり「SIGNPOST」で
出来事や想いを記録します。SIGNPOST

1日のはじまりには「morn ingmeet ing」、1日のおわりには
「nightmeeting」を実施し、自身の目標設定や気づきを整理できます。

2日目

3日目

このツアーでしか出会えないであろう東北各地の大学のメンバーとグループで行動するので、安心！

新しい仲間と一緒にチャレンジ！安心❶

手厚いサポートで安心な海外の旅を！安心❷
はじめての海外渡航準備も大丈夫！出発前にはガイダンスを実施して不安を解消！渡航中は生協職員も
同行するので安心！帰国後には振り返りの会を実施し、次のチャレンジを確認します！

1日目

大学生のための、はじめての海外体験専用
ツアー

海外保険が自動付帯
なので安心！
（詳細は裏表紙へ）

CO-OP
海外あんしんサポート24

安心+α

メルボルン異文化体験ツアー 安心ポイント！

meeting

サ イ ン ポ ス ト

ツアーでの学びが深まるポイント♪

先輩の声

先輩の声

このツアーは、他大学の友達ができ「大学を越えたつながり」ができることも大きな魅力であると私は考えます。わずか7日間で班の皆ととても
仲良くなり絆を深めることができました。外国に滞在することならではの不安や緊張、異文化にふれた感動や喜びを共に味わい分かち合ったから
こそだと思います。私のグループではツアー後も親交が続いており、ツアー後1年経った先日は皆でUSJに遊びに行きました。私はこのツアーに
参加して、かけがえのない仲間たちに出会うことができました。参加して本当に良かったと心から思います。今後もこのつながりを大切にしてい
きたいです。皆さんもこのツアーに参加して「大学を越えたつながり」をつくりませんか？ （2018年夏ツアー参加　東北大学　榎戸 怜さん）

1年生の夏休みにメルボルン異文化体験ツアーへ、2年生の夏休みにトロント留学へ行ってきました！大学に入る前から外国に興味を
持っていて、大学へ入学して、メルボルン異文化体験ツアーがあることを知りました。1人でいきなり外国へ行くのは抵抗があった
ので参加することにしました。ツアーに参加してみて、自分の英語力の足りなさに気づき、もっと英語が話せるようになりたいという気持ちが大きくなりまし
た。そこで、トロント留学をすることにしました。1年後、トロントへ３週間、語学留学に行き、次は学部留学をしてみたいと思いました。私は海外へ行く度
に、次の目標を見つけることができています。新しい目標を見つけることによって、大学生活をより良いものにすることができると思います。皆さんもぜひ、
海外へ一歩踏み出すきっかけとしてメルボルン異文化体験ツアーに参加してみてはいかがでしょうか？ （2018年夏ツアー参加　山形大学　小林 剛大さん）
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宿泊先 Mantra On the Park 
マントラ  オ ン  ザ  パ ー ク

無料で利用できるシティ・サークル・トラムの停留所
の向かいに位置するアパートメントタイプの施設。ラン
ドリーが各部屋にあり、リビングではルームメイトと
交流できます。

写真はイメージです

7日目

5日目

B
コース

ダンデノン＆
ヒールズビル
サンクチュアリーツアー

A
コース

ペンギンパレード
ワイルドライフ
パークツアー

グランツピクニックエリアで可愛い鳥たちに
餌付け体験（有料）ののち、パッフィンビリー
鉄道（クラシックな蒸気機関車）で大自然の
なかを駆け抜けます！ヒールズビルサンク
チュアリー（動物園）でカモノハシやコアラ、
カンガルーを間近でウォッチング！ツアーの
最後にはチョコレートショップへ！お土産や
ジェラートが楽しめます。

マルコアラパークにてコアラ見学
とカンガルーの餌付け体験のの
ち、フィリップ島のチョコレート
ショップへ。その後、ペンギンパ
レード(ペンギンが海から巣穴に
帰る様子)を楽しみます!お天気
が良ければ、南半球でしか見られ
ない、南十字星が見えるかも!?

4日目

2019年夏最も好評のプログラム！

6日目

ツアーの詳細・料金はお申込時にご案内いたします。上記の行程は予定ですので変更の可能性がございます。
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直行便利用の場合
約10時間のフライト
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どうしてツアーの舞台が
オーストラリアのメルボルン？？

なぜかというと…

地理的･治安的な側面が優れている！

学びと観光のバランスが取りやすい！

大学生がチャレンジ･体験できる
環境が整っている！

メルボルンメルボルン

シドニーシドニー

キャンベラキャンベラ

時差が
日本時間＋1時間
なので過ごしやすい

2018年QS世界学生都市ランキングでオーストラリア国内の都市とし
て最高の3位を獲得!ビクトリア州内には9つの総合大学があり、技術
専門学校や公・私立学校とあわせ、その数は国内髄一。
親日家が多く、日本語教育も盛ん。街の人々もとても親切♪

学術都市

中華街・イタリア人街・ギリシャ人
街があり、様々な人種の人々が互い
の文化を尊重しながら共存する姿を
目の当たりにすることができる。

多民族都市

雄大な自然があり、オプショナルツアーでは
カンガルーとふれあったり、コアラやカモノ
ハシを観察したりすることができる。

メルボルンの
観光情報

メルボルンはカフェの街！
Instagramでも話題のカフェが多くあり、あま
りのおいしさにこのツアーがきっかけでコー
ヒーが好きになった学生さんもいました！

私も最初はどちらについても不安でしたが、今は逆におすすめポイントと
してとらえています。おすすめポイント①ツアー中は英語で話す機会が多

くあり、クエストや地元の大学生との交流などで自分の英語力を存分に試すことができま
す。もし英語に自信がなくても現地の方々は一生懸命理解しようとしてくれるので心配はい
りません！②他の大学の人とも仲良くなれます！グループ行動が主なので、グループのメン
バーとは時間を多く共にしますし、それ以外のメンバーともオプショナルツアーや多文化体
験プログラムなどで距離を縮められます。海外に行ったことのない人もすでに行ったことの
ある人もぜひ参加することをおすすめします！　　　　　　　　　  （東北大学　Y.Yさん）

英語できちんと話せるか、グループ行動も不安です。

近代的な建物も訪れたい♪広大なマーケットでショッピング！

120年の歴史も持つクイーンビクトリアマー
ケットは南半球最大のマーケットで東京ドー
ムの約1.5倍の広さ！お土産もGETできる！ 常設展は無料で楽しめる

NGV ビクトリア国立美術館

88階建ての展望台

ユーレカ
スカイデッキ88

南半球最大の観覧車

メルボルンスター

Melbourne AM 8:00AM 7:00Japan

などなど…

おしゃれなカフェが
たくさん♪
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ロイヤルエキシビジョン
1880年の万博博物会のために建てられ、
2004年には世界文化遺産に登録。

フリンダース・ストリート駅
1854年に完成した国内初のターミナル駅。
メルボルンのシンボル。

ビクトリア州立図書館
1856年に開設され、「死ぬまでに行きたい
10の図書館」としてネット上でも話題。

往時の建築物が今も歴史的遺産として
保存されており、クエストの舞台にも
ぴったり!

世界一住みやすい都市7年連続
1位だったということもあり、
中心部がとてもコンパクト!
無料トラムで観光スポットを巡る
ことができます。

よくあるQuestion
Q1

私は1年生の内にこのツアーに参加できてとても良かったと
実感しています。まだ時期が早いと思って後回しにしていた

ら今後の大学生活で英語を頑張ろうとかもう一度海外に行きたいとか、沢山
の仲間が出来るとかの可能性を潰してしまっていたと思います。メルボルン
はとにかく海外に行きたいという理由がきっかけでも楽しめるほど景色や建
物が綺麗でした。治安もよく感じましたし、仲間達も現地の人もすごく優し
い人ばかりで、はじめての海外がこのツアーで良かったと心から思います。

(岩手大学　鎌尾 友梨さん)

海外旅行の経験がなく不安です。
1年生ではなく２年生で行こうか悩んでいます。Q2

（イメージ
）

（イメージ
）

先輩の声 先輩の声



体験談出発前は初海外への不安が多少ありましたが、
到着するとワクワク感で不安は吹き飛びました。
他大学の友人と協力してクリアしたクエスト、現

地大学生との交流、現地日本人の方のお話、その他様々な
体験をしていく中で、私は海外に感じていた壁が壊れてい
くのを感じました。海外は別世界で、自分にはとても遠い
場所だと思っていましたが、いざ海外へ行って街を歩き、
人々と話し、自然や文化に触れ、時間を過ごしてみると、そ
こには生活があり、人々が暮らし、文化が息づいていまし
た。日本と形は違っても、海外は遠く異なる世界ではない
のだと気づきました。また、自分の英語が通じたことも大
きな自信になりました。本当に基本的な単語と文法を私達
はすでに高校までで学んでいます。あとはそれを使って話
しかける最初の勇気さえあれば、現地の人々と話ができる
のだとわかりました。このツアーで私の持っていた価値観
や常識が変わりました。本当に行って良かった！　

（弘前大学 人文社会科学部　川口 瑞生さん）

2019年夏は165名の
先輩がツアーに参加しました！

弘前
大学

私はこのツアーに参加して、ツアー参加を決めたことは間
違いじゃ無かったと思いました。何に対しても消極的な自
分から、チャレンジ精神を持った積極的な自分へ一皮むけ

たように実感しています。普段リーダーシップをとったり、積極的に
前に出て発言したりすることは苦手なのですが、空港ガイダンスで
勇気を出して班のリーダーに立候補したり、ナイトミーティングで積
極的にコメントしたりと、このツアーで消極的な自分を変えようと心
がけました。その結果、ナイトミーティングで充実した話し合いがで
きたり、自分のコメントを褒めていただいたりしたことで、自分の意
見にも、自分自身にも自信を持つことができました。それができたの
は協力してくれた同行者の方々、現地の人々、そしてメルボルンで時
間を共にした仲間たちがいたからこそです。みんなのおかげで、こ
の旅が自分と向き合うターニングポイントになりました。ありがとう
ございました！　　  　（岩手大学 人文社会科学部　扇子 美和さん）

岩手
大学

私は普段あまり積極的に主張することができず、周りの
様子を見てしまうことが多いタイプでした。しかし、思い
切って今回のツアーに参加してみて、勇気を出して英語

で話しかけると意外となんとかなるという経験をしたり、メルボ
ルン在住の方と話したりして、とりあえず行動に移すことが大切
だと実感しました。ツアーに参加することも含めて、自分で決め
て動かないと色々な可能性を逃してしまうかもしれないのだと
思ったので、今は参加して本当に良かったと感じています。毎日
プログラムが盛りだくさんで、普通の旅行ではできない経験もで
きましたし、じっくり観光を楽しむ時間もありました。周りに意欲
的に参加している人が多かったからこそ、自分も色々なものを吸
収していこうという前向きな姿勢で過ごすことができました。海
外に行くことのハードルが高いと感じる人こそ、このツアーはお
すすめだと思います！　　　（東北大学 文学部　横田 愛加さん）

東北
大学

「このツアーでいいのだろうか」これが最初に僕がこのツアーから受けた印象
でした。語学留学のようにぎっちり勉強漬けではなくていいのかと考えていま
した。結果を言うと、この考えはすぐに吹き飛び、ツアーのおかげで日々成長し

ていく自分の姿を感じていくことができる、まさに好印象な見方に変わりました。この
ツアーでオーストラリアの方々の温かさを感じ、美しい自然や動物、アートで飾られた、
まるで異空間な町並みも見ることができました。1番僕の成長につながったことは、グ
ループのメンバー、ツアーのみんなと触れ合えたことです。クエスト自由行動では、
各々の持ち味を活かしたり、意見を言い合ったり聞き合ったりして協力し合いました。
1日をやり終えた際の達成感とみんなが一体となっていると感じた嬉しさを忘れませ
ん。みんなのおかげで自分らしさを見つけ、自分の短所を長所に変えてくれました。仲
間との出会いもこのツアーの魅力です。　　 　　（山形大学 工学部　伊藤 和宏さん）

山形
大学

このツアーを終えて海外に対する不安がなくなり、留学したいと思いました。
以前から海外に興味があったものの、不安が大きかったです。しかし、このツ
アーに参加して海外に対する私の思いは大きな興味へと変わりました。メルボ

ルンの印象は現地の人が温かいことです。道を尋ねたり、買い物をしたりした時には丁
寧に対応してくれました。また、日本では見られない、海外の店員と客の気さくな関係
もとても新鮮で楽しかったです。普段は消極的な私が、英語を使えば積極的に話せるこ
とに驚きました。自信を持って大きな声で話すと伝わるとわかり、これからさらに英語
の勉強に励みたいと思いました。英語が話せれば、人間関係の幅が広がり、新しいこと
をたくさん知ることができます。最後になりますが、常に支えてくださった職員の方、メ
ルボルンに一緒に行ったメンバー、班のメンバーに感謝を申し上げます。

　　　　　　　　　　　 （福島大学 人文社会学群　匿名希望）

福島
大学

このツアーに参加する前は、知り合い
もいなく、はじめての海外体験という
ことで不安でした。しかしグループの

皆やスタッフの方々、現地の人との関わりを通
して、本当にツアーを楽しむことができました。
短い期間であったけれど、毎日たくさんの出会
いがあり、すべてが大切なものになりました。
また、自分に強く影響を与えたプログラムは現
地に住む日本人との交流です。そこで改めて
自分に足りないものに気づかされました。今後
は自分の意見を大切にし、明確に伝えられるよ
うにしたいと思います。このツアーでは、自分
の性格や英語力と正面から向き合い、その変
化を感じることができたと思います。また現地
での生活により、文化や日本との違いを身近に
感じることもできたので、このツアーに参加し
て良かったと思っています。これらの経験で今
後の大学生活はより豊かなものになると思い
ます。貴重な体験をありがとうございました。

（東北学院大学 文学部　M.Kさん）

東北学院
大学

私はこのツアーに保護者からのすすめで参加しました。英語が苦手
でかつ人と接することが得意でなかった私は海外へ行くこと、知らな
い人と活動することが怖いと感じていました。しかし、このツアーを

終え挑戦することの大切さを実感することが出来ました。現地の人に英語で
質問する際、私が言葉に詰まると同じグループのメンバーが助けてくれました
し、勇気をもって挑戦することで自分の成長につなげることが出来ました。さら
にメルボルンの子ども達と交流し、教育現場も視察しました。これは普通の旅
行ではすることの出来ない貴重な体験で、メルボルンの学校は日本に比べ、自
由が多いと感じました。どちらの学校が良い悪いではなく、互いの良い点を取
り入れていくことが大切だと感じました。このツアーで何事も挑戦しなければ
得ることが出来ないということを学んだので、これからは自分の可能性を信じ
て様々なことに挑戦していきたいです。 （秋田大学 教育文化学部　T.Sさん）

秋田
大学

2019年夏の
ツアーの様子や
体験談はこちらから

facebook公式HP



・未成年の方は保護者の方より参加の同意を得て、申込書提出の際に「同意書」をご提出ください。
・申込の際に申込金が必要になります。（10,000円以上）※最少催行人員に満たない場合、旅行は催行されません。
・当企画は申込期限前であっても、募集定員に達した場合は受付を締め切らせていただく場合があります。

コース内容都市
食事

夜昼朝日程

メルボルン
→成田または羽田 7 日目

朝　／各自宿泊先をチェックアウト
　　  日本語ガイドが出迎え、専用車にて空港へ移動
08:00～10:00／メルボルン発、空路東京へ
17:30～19:30／成田または羽田着 到着後空港にて解散

メルボルン
（メルボルン泊）6日目 終日／グループ別自由行動 ※各自昼食、夕食

夜　／ラストミーティング

メルボルン
（メルボルン泊）

5日目

朝　／モーニングミーティング
午前／研修③多文化体験プログラム
　　　・幼小学校訪問
　　　・ショップでのボランティア
　　　・中高学校訪問　から1箇所選んで参加
午後／各自昼食
　　  研修④オーストラリア在住の日本人と交流
　　　・海外で生活する日本人に話を伺う
　　　・海外で働くこと、生活することについて学ぶ
　　　・新しい価値観、視点を身につける
夜　／各自夕食　ナイトミーティング

ー

メルボルン
（メルボルン泊）4日目

朝　／モーニングミーティング
終日／オプショナルツアーなどをお楽しみください。
　　 （希望者のみ、別途有料）
　　　A.ペンギンパレードワイルドライフパークツアー
　　　B.ダンデノン＆ヒールズビルサンクチュアリーツアー
　　　※オプショナルツアーに参加されない方は、自由行動
　　　 （1名の場合も生協スタッフ同行はございません）
　　　※各自昼食、夕食

メルボルン
（メルボルン泊）3日目

朝　／モーニングミーティング
午前／研修②現地大学生との交流（大学訪問）
　　　・メルボルン大学にて キャンパスツアー
午後／学食で昼食（各自）
　　   現地大学生と交流
　　　・現地学生のライフスタイルや将来のキャリア
　　　　ビジョンなどについてディスカッション
　　　・文化の違いや共通点について学ぶ
夜　／各自夕食　ナイトミーティング

メルボルン
（メルボルン泊）2日目

06:30～09:00／メルボルン着
　　   日本人ガイドが出迎え、専用車で宿泊先へ移動
午前／宿泊先に到着後オリエンテーション
　　　 現地での生活注意点とスケジュールの確認
　　　公共交通機関の使い方を学ぶ
午後／研修①クエスト
　　　・自分の足で歩くことで街を知り、慣れる
　　　・市内のメインスポットを確認
　　　・現地の人たちと英語でコミュニケーション
夕刻／宿泊先へチェックイン
夜　／各自夕食　ナイトミーティング

成田または羽田
（機中泊）1日目

2019 年夏ツアー日程・コース内容

夕刻／成田または羽田空港集合
　　 （空港ターミナル内で空港ガイダンス）
19:00～21:00／東京発 空路メルボルンへ

機
内

機
内（
軽
食
）

機
内（
軽
食
）

機
内

ーー○

ーー○

ーー○

ーー○

ーー

ーー

※上記スケジュール内容は、天候・現地事情により内容を入れ替えてご案内、または内容が変
更になる場合がございます。

※滞在中の移動はグループ毎に公共交通機関（トラム・バス・フェリー等）・徒歩で行います。（各自
負担）2日目・7日目の空港移動専用車は旅行代金に含みます。

※日程表内の時間帯の目安：朝 6:00～ 8:00/ 午前 8:00～ 12:00/ 午後 12:00～ 16:00/
夕刻 16:00～ 18:00/ 夜 18:00～ 23:00

国内でも海外でも日本語で対応が受けられます。以下のような場合にお役に立てます。
●渡航先の治安●病気や怪我の際の病院の紹介●パスポート・各種カードの紛失●通訳など
海外旅行保険付き（引受幹事保険会社：東京海上日動火災保険株式会社）
●治療・救護費用2,000万円●賠償責任3億円●携行品損害10万円●偶然事故対
応費用5万円●傷害死亡500万円●疾病死亡500万円●傷害後遺障害1,000万円
※この保険は全国大学生活協同組合連合会を契約者とする、会員を対象とした
海外旅行保険包括契約となります。

「CO-OPあんしんダイヤル」が24時間対応

「あんしんサポート24」は、全国大学生活協同組合連合会加盟の大学生協組合員の、
会員制サポートサービスの名称です。

食事（機内食除く） 募集定員 45名

最少催行人数

パスポート･査証
（日本国籍の方）

添乗員

利用宿泊先

利用航空会社

旅行代金

査証

パスポート残存期間

259,800円（税込） （エコノミークラス利用、2～4名1室利用、大人お一人様）
※燃油サーチャージ、現地空港諸税、国際観光旅客税1,000円、日本国内の空港施設使用料成田
2,130円、羽田2,610円、旅行保安サービス料成田530円、羽田100円、オーストラリア電子入国許
可ETAS申請手数料、あんしんサポート24会費は旅行代金に含まれます。詳しくは旅行条件書を必
ずお読みください。

※現地空港税が増額または減額、廃止された場合も旅行代金は変更有りません。（増額の追徴ならびに
廃止を含む減額分の返戻はございません。）また、この商品の航空会社カンタス航空は燃油サーチャー
ジを廃止しておりますが、燃油サーチャージが新設された場合も旅行代金は変更ございません。

マントラ オンザパーク メルボルン　2-4名1室
333 Exhibition St, Melbourne, Victoria 3000, Australia

添乗員は同行いたしません。ただし生協スタッフは同行いたします。現地では現地在住スタッフがお
世話いたします。

帰国時まで有効なもの

ETAS（電子入国許可）が必要。パスポートのコピーをご提出ください。
※申請手数料はご旅行代金に含む

20名カンタス航空（エコノミークラス利用） 日本発着時

朝食4回･昼食0回･夕食0回

このコースを申込希望される方は、下記の条件をご確認ください。

お問合せ先

弘前大学生活協同組合
（青森県知事登録旅行業第3-75号）
たびSHOP
総合旅行業務取扱管理者 齋藤 文美子
☎0172-37-6480

生活協同組合連合会
大学生協事業連合
（東京都知事登録　旅行業第2-2467）
東北地区 
総合旅行業務取扱管理者 河野 麻友子
☎022-717-4809
所属大学の大学生協に旅行カウンターがない場合は
こちらまでお問い合わせください

尚絅学院大学生活協同組合
総合旅行業務取扱管理者 佐々木 幸恵
☎022-386-2608
大学生協みやぎ
インターカレッジコープ
総合旅行業務取扱管理者 吉田 智子
☎022-717-4747

宮城学院生活協同組合
（宮城県知事登録旅行業第3-195号）
総合旅行業務取扱管理者 小野 好美
☎022-278-1613

福島大学生活協同組合
（福島県知事登録旅行業第3-167号）
総合旅行業務取扱管理者 笹島 三江
☎024-548-0091

東北大学生活協同組合
（宮城県知事登録旅行業第2-141号）
トラベルコープ 川内店
総合旅行業務取扱管理者 近藤 英征
☎022-261-5040
トラベルコープ工学部店
総合旅行業務取扱管理者 伊藤 紘子
☎022-212-3961

秋田大学生活協同組合
（秋田県知事登録旅行業第3-53号）
手形店
総合旅行業務取扱管理者 高橋 良延
☎018-832-5210

山形大学生活協同組合
（山形県知事登録旅行業第2-163号）
小白川店
総合旅行業務取扱管理者 髙橋 直也
☎023-641-8661

東北学院大学生活協同組合
（宮城県知事登録旅行業第3-165号）
土樋店　総合旅行業務取扱管理者 栗城 和子
☎022-264-6323
泉　店　総合旅行業務取扱管理者 畠山 恵子
☎022-375-1144
多賀城店　総合旅行業務取扱管理者 黒滝 道子
☎022-368-1345

岩手大学生活協同組合
（岩手県知事登録旅行業第3-92号）
旅行センター
総合旅行業務取扱管理者 沼田 涼子
☎019-652-3581

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、ご遠慮なく下記の総合旅行業務取
扱管理者にお尋ねください。

帰国後、山形新幹線の発車時刻をひとり待つ、東京
駅前の広場で、英語圏の外国の方に道を尋ねられた
そうです。それは思いのほか、複雑な説明が必要だっ
たそうですが、うまく伝えることができ、笑顔で見送る
ことができたということでした。
このエピソードこそが、メルボルン異文化体験ツアー
の成果ではないかと思いました。
言葉の違う人たちとコミュニケーションをとることの難しさ、そして、通じ
合った時の嬉しさ。それをツアーの中で繰り返し経験し、確実に彼の心
の窓口が広がったのではないかと思います。
また、「はじめまして」の仲間との初めての海外。無事に成田の集合場所
までたどり着いただろうかとさえ、心配していたこちらが恥ずかしく思えま
した。親が考えている以上に子供自身はたくましく、自分の足で、自分の
言葉で、どんどん進んでいることを実感することができました。これから
は、少し離れたところから応援していきたいと思っています。
こういう機会を作っていただいた大学生協の企画と、安全に温かく見
守っていただいた職員の皆様には、心から感謝しています。ありがとうご
ざいました。（山形大学 地域教育文化学部　K.Oさんのお母さまより）

保護者さまの声

クレジットカードを作らない分割払い　―大学生協ローンのご案内―

このコースには「CO-OP海外あんしんサポート24」が付帯されています。

お支払いモデルプラン・シミュレーション
(一例：旅行代金259,800円の場合)

24 回払い

283,880円お支払総額

11,400円（×23回）２回目以降支払額

11,680円１回目支払額

24,080円分割払手数料

10,000円お申込み金

上記モデルプランとは別の支払い回数・頭金金額での
お支払いも可能です。（ボーナス1回～2回払い等）
詳細はお問合せ先までお問合せください。

「1年生の夏」を逃さずにぜひツアーにご参加ください

分割払いをご希望の方は、申込時にお申し出く
ださい。クレジット会社からご本人様と連帯保
証人予定者様にご連絡いたします（審査後、
ローン承認となります）

お申込み
方法

申込者本人が満18歳以上で、大学生協の学生
組合員、教職員組合員
学生は成人、未成年問わず連帯保証人の同意
が必要。

利用資格

口座支払日：毎月26 日(銀行休業日は翌営業日)
実質年率： 9.00 %

※クレジット会社の審査に時間がかかることがありますので、
余裕をもってお申込みください。

詳細は
こちら

2019年夏ツアーの情報です。2020年夏ツアーの確定した募集要項は説明会（各大学で2020年
4月頃に実施予定）または申込前にお渡しします。
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