
○日   程：2019年 8月14日(水)～8月23日(金)１０日間 

○旅行代金：おひとり様 ２９５，０００円 
         ※燃油サーチャージは別途必要となります(目安 0円：5月８日現在)。 

○募集人員：中学生・高校生 合計４０名 
                  （ ★最少催行人員：２０名）       

○応募資格：津市内在住または在学中の中学生・高校生 
○申込期間：5月21日（火）～6月20日（木）※先着順、定員になり次第、締め切ります。 

○申込方法 : 別紙申込用紙にご記入頂き、FAXにてお申込下さい。 

○添 乗 員 ：同行いたします。 
○宿   泊：ブリスベン近郊 ホームステイ（生徒2名1家庭） 

○食事条件：朝食8回、昼食7回、夕食8回  

○航空会社：ジェットスター航空 

 

募集要項 

■事業主催 

津市国際交流協会 

TEL:059-229-3102  FAX:059-227-8070 

担当：津市国際交流協会事務局 上村･山口・増田 

■共催：津市 ■後援：津市教育委員会 

     ■旅行企画・実施・お申込み先 

 

         東武トップツアーズ株式会社 
               三重支店 

オーストラリア人家庭にホームステイをし、現地校で
の英語研修を行うプログラムです。現地の人々との
交流を通して、外国の文化を実際に見て、感じて、学
ぶことのできる１０日間のプログラムです。 

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

※ブリスベン市内（イメージ）の写真です。 



４、旅行契約の解除                                                             

(1)このコースでは、パンフレット等に記載する格安航空会社が設定する航空運賃を利用します。旅行契約成立

後、直ちに取消料がかかることがありますのでご注意ください。お客様は、別途パンフレット等に記載された取

消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、取消日とは、お客様が当

社又はお申込店の営業日・営業時間内に旅行契約を解除する旨をお申し出いただいた日とします。 

(2) お客様のご都合で既にお申込みのコースや出発日を取消され、新たに別のコースや出発日をお申込みに

なる場合、また、お申込人数から一部の人数を取消される場合も、旅行代金に対してお１人様につきパンフ

レット等に記載した取消料の対象となりますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ピーク時とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日までをいいます。 

５、この旅行条件・旅行代金は ２０１９年５月８日現在を基準としております 

◆お客様のご都合により募集型企画旅行契約を解除される場合は取消料をお支払いいただくことがあります。

旅行契約を解除される事由によっては、海外旅行保険（旅行変更費用担保特約）が適用される場合もございま

すので、海外旅行保険お申込の際は、併せて旅行変更費用担保特約へのご加入をお勧めします。詳しくは、

販売担当者にお問い合わせください。 

【旅行企画・実施／お申込み・お問い合わせ】 

三重支店 

旅行契約の解除期日 取消料 

旅行開始日がピーク時の時、旅行開始日前日から起算してさかのぼって40日目にあ
たる日から31日目にあたる日まで 

旅行代金の１０％ 

旅行開始日の前日からさかのぼって30日目にあたる日から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から当日まで 旅行代金の５０％ 

旅行開始後又は無連絡不参加の場合 旅行代金の１００％ 

この旅行は、東武トップツアーズ株式会社 三重支店（以下「当社」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社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。

旅行契約の内容、条件は、当パンフレットの記載内容及び別途お渡しする旅行条件書、確定書面（バウチャー類又

は最終日程表）並びに当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 

１．お申込み方法・条件と旅行契約の成立                                                

(1) 当社の定める方法によりお申し込みください。下記のお申込金は指定の方法により当社の定める日までにお支払

ください。申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。 (2) お申込みの

時点では旅行契約は成立しておりません。旅行契約は、当社が締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するもの

とします。(3)障がいのあるお客様、高齢のお客様、妊娠中のお客様など、お客様の状況によっては、当初の手配内

容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。特別な配慮・措置が必要となる可能性があ

る方は、ご相談させていただきますので、必ず事前にお申し出ください。 

２、お申込金(お1人様につき)   お申込金： ５０，０００ 円 

３．旅行代金に含まれるもの、含まれないもの                                            

旅行日程に明示された航空機・船舶・鉄道・バス等の運賃、宿泊料金、食事料金、観光料金(ガイド料金、入場料)、

手荷物運搬料金、団体行動中のチップ等。 行程に含まれない交通費、空港税、運送機関の課す付加運賃・料金

（燃油サーチャージなど）等並びに個人的性質の諸費用は含まれていません。                                       

 

    

 旅行条件＜要約＞ 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申込みください。本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める           契約書面の一部となります。この条件に定めのない事項は、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款は当社ホームページからご覧いただけます。 

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の責任者です。このご旅行の契約に

関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら遠慮なく旅行業務取扱管理者にお尋ねください。 

■ホームステイ（原則として生徒2名1家庭で滞在）  滞在中は、ホストファミリーと家族の一員として生活をして
頂きますので、皆様をお客様扱いはしません。異なる文化での
生活を体験し、社会の仕組み・価値観の違いなどを身をもって
体験することになります。学校へは、ホストファミリーと共に
通学して頂きます。 

※参加人員により１家庭１名ないし３名になる事があります。 

■交流プログラム                  午前中の英語研修のあと、午後には現地校での交流プログラ
ムが組まれています。日本との違いを体験したり、スポーツ交
流や文化交流プログラムを通し、現地の生徒との楽しい時間を
持ちます。 

■週末の過ごし方                  週末はホームステイ先での自由研修です。ホストファミリー
と水いらずで過ごすとても貴重な時間。たくさんお話をして交
流を深める大切な時間です。 

■さよならパーティー                 

   一緒に過ごしたホスト校の生徒達とのさよならパーティーで

す。貴重な体験をさせてもらったバディーへ感謝の気持ちを伝
えたり、思い出を語りながら楽しいパーティーの時間を過ごし
ましょう。 

【津市国際交流協会主催】津市青少年海外派遣事業 

オーストラリア・ブリスベン（ホームステイ） 

※現地での研修プログラムは、募集チラシ作成時の予定です。プログラムは
現地校の事情等で、変更される場合がございます。研修スケジュールについ
ては説明会等で詳しくご案内させていただきます。 

※燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞにつきましては、増額になった場合には差額をいただきます。
また減額になった場合は、差額をお返しいたします。 

旅券・査証・その他渡航条件の案内 

日本国籍の場合、オーストラリア入国の場合ETASが必要となります。旅券残
存期間は、帰国日まで有効なものですが、入国時９０日以上が望ましいとさ
れています。 

 観光庁長官登録旅行業第38号  一般社団法人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／伊藤 信彦 

 〒514-0035 三重県津市西丸之内21-19（丸の内ｼﾞｬｽﾃｨｽﾋﾞﾙ3階）  TEL:059-221-3331 FAX:059-221-3332  

 営業日・営業時間／月～金曜日 9:00～18:00 （休業日：土日・祝祭日）担当 高木一樹        海     （H28.5版）               

日 月 日

次 （曜日）
津 15:30 Ｂ　－

15:45 貸 切 バ ス

① 関西国際空港 19:00 到着～各種出国手続 Ｌ　－

21:00 JQ-16

ＯＢ　○

ケアンズ 5:15

9:10 JQ-967 ＯＢ　○

ゴールドコースト 11:25

② 専 用 車 Ｌ　×

ブリスベン近郊

Ｄ　○
Ｂ　○

ブリスベン近郊 午前

③ 午後 Ｌ　○

Ｄ　○

Ｂ　○

④ ブリスベン近郊 終日 Ｌ　○

Ｄ　○

Ｂ　○

ブリスベン近郊 終日 Ｌ　○

⑤ Ｄ　○

Ｂ　○

ブリスベン近郊 午前 Ｌ　○

⑥ 午後 アボリジニ文化研修
Ｄ　○

Ｂ　○

ブリスベン近郊 午前 Ｌ　○

⑦ 午後

Ｄ　○

Ｂ　○

ブリスベン近郊 午前

⑧ 午後 Ｌ　○

Ｄ　○

ブリスベン近郊 午前 Ｂ　○

午後

⑨ Ｌ　○

夜 専 用 車

ゴールドコースト 市内レストランにて夕食 Ｄ　○

4:00 専 用 車

ゴールドコースト 6:05 JQ-966 Ｂ　○

ケアンズ 8:30

13:00 JQ-15

⑩ ＯＢ　○

関西国際空港 19:30

20:30 貸 切 バ ス

津 23:45 Ｄ　×

＊交通機関並びに時間は変更になることがあります。又、現地ホスト校の都合で行程が変更になる場合もあります。

＊Ｂ…朝食　Ｌ…昼食　Ｄ…夕食　ＯＢ･･･機内食、軽食

市役所に集合

ホームステイ　《ブリスベン泊》

モーニングティー、英語研修

早朝、専用車にて空港へ

バディーと共にスポーツクラス交流

バディーと共に現地クラス参加

ホームステイ　《ブリスベン泊》

ホストファミリーとお過ごし下さい。

専用車にてホスト校へ　

到着後、専用車にてゴールドコースト市内へ

簡単な市内観光の後

サーファーズパラダイス見学

ホストスチューデントと共に登校

学校関係者と対面

ホームステイ《ﾌﾞﾘｽﾍﾞﾝ泊》

お疲れ様でした

ホストファミリー・学校関係者を招待してさよならパーティー

校内ツアー、オリエンテーション・英語研修、モーニングティー

入国手続き後、空路ゴールドコーストへ

ホームステイ　《ブリスベン泊》

行           程

手続終了後、空路帰国の途に

ホストファミリーとお過ごし下さい。

ホームステイ　《ブリスベン泊》

モーニングティー、英語研修

ホストスチューデントと共に帰宅

さよならパーティーの準備

モーニングティー、英語研修

食事都 市 名 時刻

オリエンテーションの一環として学校周辺の散策

貸切バスにて関西国際空港へ

交通機関

手続終了後、空路オーストラリアへ

ケアンズ到着

ホストファミリーと対面、ホストファミリーと共に帰宅

《機中泊》

市役所到着後、解散

ホストスチューデントと共に登校

到着後、各種入国手続

手続終了後、貸切バスにて津へ

ホームステイ　《ブリスベン泊》

空港到着後、出国手続

ホストスチューデントと共に帰宅

ホストスチューデントと共に登校

ホストスチューデントと共に登校

スタンダードクラス　《ゴールドコースト泊》

空港到着後、チェックイン、空路ケアンズへ

ホストスチューデントと共に登校

モーニングティー、英語研修

ホストスチューデントと共に帰宅

ホストスチューデントと共に帰宅

ゴールドコースト　市内ホテルへチェックイン

ホームステイ　《ブリスベン泊》

8/21

（水）

8/22

（木）

8/23

（金）

8/14

(水)

8/15

(木)

8/16

（金）

8/17

（土）

8/18

（日）

8/19

（月）

8/20

（火）


