
出発日：2020/8/26( 水 ), 9/2( 水 )

旅行代金 240,000円

燃油サーチャージ、現地空港諸税は旅行代金に含まれます。

募集定員：各出発日 30名　最少催行人数 20名
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コタキナバル異文化体験9日間
大学生活で一番身近な大人・
大学生協スタッフが現地同
行。出発準備から現地での行
動までを大学生協スタッフか
らサポートを受けられます。
新入生が多く参加するので初
めての海外でも安心です。

現地の大学生と触れ合うプロ
グラムやグループ別行動など
があり、旅行英会話以上のコ
ミュニケーションのチャンス
がたくさんあります。観光ツ
アーでは体験できないマレー
シアを経験できます。

この体験企画は、東京地区の大
学生協で募集するツアーで、
様々なの大学の学生が申し込み
できます。自分の所属する大学
を越えて、人間関係を広げるこ
とができます。

現地滞在中は「振り返りの会」
を行うことで、見聞きし、学
んだことを定着化します。ま
た現地での行動目標設定と振
り返りのためにアセスメント
（スチューデント EQ）を出発
前後で受診できます。

成田発着一歩踏み出すあなたを、大学生協が応援！

安心安心

体験体験

交流交流

成長成長
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それは
成長の角度をあげやすい時期だから

関東甲信越地区の大学生協組合員限定企画



社会人に聞く「大学生でやっておけば良かったこと」第1位社会人に聞く「大学生でやっておけば良かったこと」第1位

意外に近い！
直行便で
往路6.5 時間 , 復路 5.5 時間

レーシアのコタキナバルが
異文化体験にピッタリの街の理由マ

大学生が様々なチャレンジする環境が整っている！

学びと観光のバランスが取りやすい！

地理的に近く、温暖な気候、治安も良い！

多民族国家 !
マレー系、中国系、インド系など多民族国家のマレーシア連邦は、コタキナバルのあるサバ州だ
けでも、大まかに分けて 30以上、言語で分けると 90以上の民族に分けられ、互いに尊重しな
がら生活しています。公用語はマレー語ですが、イギリス統治時代から英語が広く共通語として
使われてきた歴史があり、みなマルチリンガルで街中でもいろいろな言語が飛び交っています。
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使われてきた歴史があり、みなマルチリンガルで街中でもいろいろな言語が飛び交っています。

台風が来ない !?
１年を通じて温暖な気候で平均気温は28℃前後です。外を歩く時はもちろん半袖・半ズボンで
OK です。レストラン等はエアコンが効いているので羽織るものがあると便利です。台風はフィ
リピン海付近で発生して北上しますので、その影響を受けることはありません。8-9 月は雨季に
あたりますが、夕方に雨が降ってすぐ上がることが多いです。
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時差は -1時間
日本との時差はわずか 1時間。アジアの都市でよく見られる交通渋滞や車のクラクションとは無
縁で、穏やかな時間が流れているのがコタキナバルの特徴です。大型ショッピングモールはもち
ろん、地元の方が利用するマーケットなどでも押し売りは皆無で、安心して過ごすことができます。
また市内には在コタキナバル日本領事事務所があり、パスポート紛失時の対応もできます。
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多様な学びの素材
訪問予定先の国立サバ大学（UMS: Universiti Malaysia Sabah）は文系、理系、医学、水産学な
どの学部があり、日本の大学との連携も盛んです。他にもコタキナバル市から船で 15分ほどの
ガヤ島には水上民族の高校があり、現代の世界が抱える課題を見ることができます。
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ほぼ1時間圏内
学びだけでなく、民族文化村や各種アクティビティ、大学訪問前の英語レッスンのための語学学
校などはいずれも市内中心部から車で 30～1時間圏内です。市内のチェックポイントを巡るクエ
ストでは、Grab と呼ばれるタクシーも駆使してコタキナバルの街としての魅力を満喫できます。
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▶▶

スチューデントEQって？
EQ( 心の知能指数 )理論に基づいた国内唯一
の大学生向け行動特性検査です。目に見えづ
らい「自分の成長」を測るツールとして年間
2万人以上の大学生が受診しています。

（詳細はこちら）

【ガヤ島】パジャウ族の集落と水上高校【ガヤ島】パジャウ族の集落と水上高校

【UMS】パートナーとして日本の大学、企業も【UMS】パートナーとして日本の大学、企業も

【中心部】シグナルヒルとウォーターフロント【中心部】シグナルヒルとウォーターフロント



：海外体験　第2位：語学　『学就BOOK改訂第 4版』（日経HR編集部）：海外体験　第2位：語学　『学就BOOK改訂第 4版』（日経HR編集部）

クレジットカードを作らない分割払いもOK
～大学生協ローン～

お申込み金 ¥10,000
分割払手数料 ¥22,172
１回目支払額 ¥10,672
２回目以降支払額 ¥10,500 ( 23回

お支払総額 ¥262,172
)

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。詳細は旅行センターまでお問合
せください。

お申し込み方法：
分割払いをご希望の方は、各大学生協旅行
受付カウンターで「大学生協ローン希望」
とお申し付けください。
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）

口座支払日：毎月26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、余裕をもってお申し込み
ください。

【振り返りの会】
日々の振り返りを言
語化して、お互いの
気づきを深め、学び
を定着化します。

【振り返りの会】
日々の振り返りを言
語化して、お互いの
気づきを深め、学び
を定着化します。
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240,000円 24回払いの場合

ツアー中は保護者のみなさまにも安心いた
だけるよう、現地での様子を facebook で
配信する予定です。

護者のみなさまへの
ご案内保
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ガヤ島パジャウ族水上高校訪問
コタキナバル市から船で 15分程に位置
するガヤ島にある水上高校を訪問しま
す。ランゲージ・エクスチェンジでは
日本語～マレー語～パジャウ語のワー
クショップを行います。また海洋プラ
スチック汚染の現状も視察します。

ガヤ島パジャウ族水上高校訪問
コタキナバル市から船で 15分程に位置
するガヤ島にある水上高校を訪問しま
す。ランゲージ・エクスチェンジでは
日本語～マレー語～パジャウ語のワー
クショップを行います。また海洋プラ
スチック汚染の現状も視察します。

Universiti Malaysia Sabah訪問
マレーシアの国立大学では多民族に配
慮した入学制度があり、様々な出身民
族の方がいます。そのような学生との
交流を通じて、自分の将来を考えます。
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慮した入学制度があり、様々な出身民
族の方がいます。そのような学生との
交流を通じて、自分の将来を考えます。

マリマリ文化村
ボルネオの先住民族の文化を学べる
テーマパークです。まだ電気などの文
明がこの土地になかった時代に、先住
民がどのような文化と生活様式を持っ
ていたかを見て体験できます。
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明がこの土地になかった時代に、先住
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ていたかを見て体験できます。

GEC(Global English Centre)
多民族国家マレーシアの共通言語は英
語！現地でのコミュニケーションを円
滑にするための準備をこの語学学校で
やってから、様々な実践にチャレンジ
します。

GEC(Global English Centre)
多民族国家マレーシアの共通言語は英
語！現地でのコミュニケーションを円
滑にするための準備をこの語学学校で
やってから、様々な実践にチャレンジ
します。

朝 昼 夜

夕刻：出発前オリエンテーション
夜：各自夕食　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【成田泊】

午後：コタキナバル着　専用車にてホテルへ

夜：ウエルカムディナー　　　　　　　　　　　　　　　　【コタキナバル泊】

午前：研修①：GECクローズド英語レッスン

夜：振り返りの会

午前：研修③：ホームステイ村にて現地の生活体験

午後：研修③：ホームステイ村にて現地の生活体験

夜：振り返りの会

午前：研修④：グループ別市内見学（クエスト、サンデーマーケット中心に）

午後：研修④：グループ別市内見学（クエスト、市内各所）

夜：振り返りの会

午前：研修⑤：GECクローズド英語レッスン

夜：振り返りの会

午前：研修⑥：UMS訪問（現地学生との交流、キャンパスツアー）

午後：研修⑥：UMS訪問（ストーリーシェアリングとアクティビティ）

夜：振り返りの会

午前：研修⑦：ガヤ島水上訪問（現地学生との交流）

午前：研修⑦：ガヤ島水上訪問（ランゲージ・エクスチェンジ）

朝：成田空港到着後　解散

パスポート残存期間：6ヶ月以上パスポート・査証

食事

添乗員
添乗員は同行しません。大学生協職員が同行し、現地でお
世話します。

朝食6回　昼食2回　夕食4回（機内食を除く）

○

最少催行人数 各出発日ごと20名

利用航空会社（日本発着時） マレーシア航空（エコノミークラス）

利用宿泊先

【成田空港周辺】　成田ビューホテル、マロウドインターナショナル成
田、成田東武ホテルエアポート、成田エアポートレストハウス、成田
ゲートウェイホテル、ホテル日航成田、ヒルトン成田、ANAクラウン
プラザホテル成田、ホテルマイステイズプレミア成田、ホテルウェルコ
成田、ザ・エディスターホテル成田、インターナショナルガーデンホテ
ル成田、成田U－シティホテル、ラディソン成田のいずれか【コタキナ
バル】Klagan RegencyまたはGrand Borneo 2～3名1室

旅行代金 240,000円（エコノミークラス利用、ホテル2～3名1
室利用、空港諸税、燃油サーチャージ込）大人お一人様

お申込前に必ずお読みください＜ご旅行条件書（裏表紙）＞

○ X

8日目
（水） ○ ○ ○

9日目
（木）

機内
食

深夜：コタキナバル空港発　空路成田へ

朝：朝食後、専用車、ボートでガヤ島へ

パジャウ族民族料理（昼食）

深夜：コタキナバル空港へ移動

○

・UMS/水上高校訪問前のリハーサル中心に
各自昼食
午後：研修⑤：GECクローズド英語レッスン

【コタキナバル泊】

　夕刻：コタキナバル市内に戻り、フェアウェルディナー（振り返り）

4日目
（土）

5日目
（日） ○ X X

6日目
（月） ○ X ○

朝：朝食後、専用車でホームステイ村へ

・ココナッツ削り、ローカルパンケーキづくり、ザゴ虫試食体験
昼食

夜：各自夕食

朝：朝食後、グループ別でGrabでガヤストリートへ移動

食事

2日目
（木） X ○

3日目
（金） ○

【コタキナバル泊】

朝：成田空港発　空路コタキナバルへ

8/26(水), 9/2(水)出発/日程・コース内容

午後：研修②：マリマリ文化村訪問
夜：サバ州政府観光局ウエルカムディナー、終了後ホテルへ

X

夕刻：現地オリエンテーション

朝：朝食後、専用車でGECへ

各自昼食後、専用車で移動

機
内
食

１日目
（水）

X

早朝：各自朝食、ホテルシャトルバスにて空港へ

夕刻：成田空港周辺ホテルに集合

○ X X
現地学生と各自昼食

夕刻、専用車でホテルへ、ショッピングモールにて各自夕食

【コタキナバル泊】

・アイスブレイク、サバ州の民族について

・ニッパ椰子の葉で屋根づくり体験、伝統舞踊見学、専用車でホテルへ

　夕刻：グループ別でGrabにてホテルへ

夕刻：リバークルーズ、サンセット鑑賞、夕食　専用車にてホテルへ

7日目
（火）

朝：朝食後、専用車でUMSへ

各自昼食

夜：各自夕食

朝：朝食後、専用車でGECへ
【コタキナバル泊】

【コタキナバル泊】



旅行企画・実施 受託販売

このコースには「あんしんサポート24」が付帯されています。
「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、会費制サポートサービスの名称です。

ご旅行条件（要約）　※お申込みの際は「海外募集型企画旅行条件書」を別途お受け取りになり、必ずお読みください。
このパンフレットは、旅行業法第 12条の 4に定める取引条件の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。

このコースの申込を希望される方は、下記の条件をご確認ください。

・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）　※旅行代金に充当されます。
・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。

「CO-OPあんしんダイヤル」が24時間対応
国内・海外でも日本語で対応が受けられます。下記
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

海外旅行傷害保険付き（引受幹事保健会社：東京海上日動火災保険株式会社）
●治療・救援費用 2,000 万円●疾病死亡 500万円●賠償責任 3億円●
疾病後遺障害 1,000 万円●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
※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。

 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（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 40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 40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オンライン申請書
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) 旅行日程に含まれる到着時の出迎え費用
(3) 旅行日程に明示したホテルの基本料金及び税・サー
ビス料
(4) 旅行日程に明示した食事の料金・税・サービス料
(5) 国内および現地出入国税、空港税、航空保険料
(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) 運送機関の課す付加運賃・料金（燃油サーチャージ）
(8) 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）
(9) 団体行動中の心付け（チップ）
(10) あんしんサポート 24会費
(11) スチューデント EQ2回パック受診料

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) 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
(6) 行程表に明示されない食事代

(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) おみやげ代および持ち込み品にかかる税等
(9) 現地での交通費
(10) 傷害・疾病等に関する医療費
(11) 大阪・名古屋・福岡・仙台・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

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

７. 旅行条件・旅行代金の基準
当旅行条件は、2020年 2月 1日を基準としておりま
す。また、旅行代金は、2020年 2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。

全国大学生活協同組合連合会
旅行センター
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