Q& A
遊学

Q 服装やおすすめの持ち物は

何ですか？

Q 英語が出来ないのですが…？

Q プライベートレッスンや延泊を
ご旅行お申込み時に、お気軽にお問い合

日本語が少し話せる先生もいらっ

選択したいのですが…？

Q 1人での参加ですが…

夏でも朝夕は冷えますので、必ず長袖を

しゃいますし、会話のレベル別に教

ほとんどの方がお1人で参加しますので

お持ちください。フリースや長袖のジャ

室をわけますのでご安心ください。 わせください。B＆Bに延泊されたお客

ご心配なく。40代以上の旅行好きの方
が多く、60代でこんなにお友達が出来

ケットなども大変重宝します。
お申込いただきました後、おすすめの持

授業では旅先などでよく使う英会話
をお勉強していただきます。

るなんて！という声もよく聞かれます。

ち物一覧の書類を送らせていただきます。

様もいらっしゃいます。

ご不明展は、
スタッフに気軽に
お尋ねください！

ご旅行条件（要約）2020.2
● 取消料

● 個人情報の取り扱いについて

旅行契約成立後、お客様のご都合で契約を解約されるときは、次の金額を取消料とし

当社は、旅行申し込みの際にお申込書にご記入いただいたお客様の個人情報（氏名、住

て申し受けます。

所、電話番号、メールアドレスなど）について、お客様との間の連絡、お申し込みいた

お客様は次表に記載した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

だいたご旅行における運送・宿泊機関等の提供するサービス手配のための手続きに必

解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内
にお受けします。

要な範囲内で利用させていただきます。

左記以外の日に
開始する旅行（おひとり様）

契約解除の日
（日本時間）
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
お申し込み後〜 51日目にあたる日まで

30,000円



旅行代金に含まれるもの



英語授業料及びアクティヴィティー費用
宿泊費（1人1寝室利用）、滞在中の食事（個人の自由時間内での食事及びアルコール
や嗜好飲料等は含まれません）
日程に含まれる観光料金（バス・ガイド・入場料・税金・チップ代）

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
50日目にあたる日以降〜 3日目にあたる日まで

旅行代金の30%

旅行開始日の前々日以降

旅行代金の50%

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の100％

旅行代金に含まれないもの
日本の空港／バンクーバー空港間の航
空券代

日程以外のオプショナルツアー
お洗濯代、国際電話料金、お土産・お
小遣いなどの個人的な諸費用

空港利用税・燃油サーチャージ等

契約解除にあたっては、営業時間内の電話によるキャンセルを原則としています。
また、旅行代金は取消料と銀行振り込み手数料を差し引き払い戻しさせていただきます。

海外旅行傷害保険及び病院などでの医
療通訳費用

● 添乗員

パスポート取得にかかる費用、渡航関
係手続き費用

英語のプライベートレッスン費用

個人の自由時間内での食事及びアル
コールや嗜好飲料等

銀行振り込み手数料

同行いたしません。バンクーバー空港で、弊社スタッフがお待ちしています。

● 海外旅行傷害保険
より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、海外
旅行傷害保険に必ずご加入されることをおすすめします。

車椅子お客様の特別空港送迎車代
（100,000円）

日本国内におけるご自宅から発着空港
までの交通費・宿泊費
超過手荷物料金

滞在を延長される際の滞在費用
日程変更した際の、バンクーバー空港
及び宿泊所間の送迎
（他、詳細をお問い合わせ下さい）

ご出発までの流れ
STEP

1

START
重要

お申し込み

2

申込金（30,000円）受領後にお申し込み受付完了。

4

２ヶ月前から約１ヶ月前まで
詳し い日 程 表 な どの
ご案内が届きます。

2016年より、カナダへ空路で入国する場合、事前にeTA（電子渡航認証）の
申請が必要となりました。オンラインの申請になりますので、出発前に確実に
済ませていただくようご注意ください。
（申請ページ：http://www.cic.gc.ca）

STEP
STEP

ご案内メール

STEP

弊社ウエブサイトから申込手続き。

出発前のご案内

約1週間前から前日まで

3

代金のお支払い
50日前まで
旅行開始日の前日から起算してさかのぼり50日目

最終旅行日程表とともに、おすすめの持ち物リス

に当たる日より前に申込金を差し引いた残額をお

トやよくある質問集などのメールが届きます。

支払いください。50日前以降にお申し込みの場合
は当社が指定する期日までにお支払いください。

STEP

5

ご挨拶の電話／メール

約2週間前から前日まで

カナダより、日本 語でご挨 拶と確認のお電話（お留守の場
合はメール）を差し上げます。気候や服装など、わかりにく

出発！

空 港 内の
こちらで
お 待ちして
おります！

9泊
現地にて

い点はお気軽にお尋ねください。

（販売）旅行のご相談からお申し込みまで、皆様のお役にたつ当店をご利用下さい。

トワイライト・トラベラー（株）
http://www.twilight-traveler.com/
Facebookページもご覧下さい。

住所

#400-601 W. Broadway
Vancouver, B.C. Canada
V5Z 4C2

TEL

050-5806-7331

2020.6/2（火）

T
POIN

6/11（木） 318,000円

※日本到着は翌12日（金）

100人のカナダ人と出会う
英語レッスン＆観光を満喫
日本人スタッフの安全サポート

https://www.consumerprotectionbc.ca/

登録番号 *BPCPA Lisence #32094
British Columbia Business Lisence #684450

お問い合わせはこちら

050-5806-7331
トワイライト・トラベラー（株）

2020.2

http://www.twilight-traveler.com/

7:30

一日のスケジュール
朝食

9:00

英語の授業
授 業の

10:30

様子

お茶の時間
英語の授業

12:00

学 内の

遊学

こんなこともできる！

遊学

午前中はカナダ人の先生とともに海外旅行やロングステイに役立つ英語を学び、

日程表

午後はダウンタウンツアーや地元のサークルの方とのダンスなどをお楽しみいただくプログラム。
英語の初心者の方から上級者の方まで、多くの方にご好評をいただいております。

授業

アクティ
ビティ

100人のカナダ人

安心と信頼

100

のべ23名の
リピーター

人

午後のアクティヴィティー

18:00

夕食

21:00

自由時間
（夜のお散歩）

22:00

まだ明るいけれど就寝

★ご旅行は、カナディアン・ロッキーやウィスラー等が人気です

月

火

水
へ遠足

AM 到着／

チェックイン

PM ダウンタウンツ
夜

英会話タイム

AM 英語の授業

AM 遠足

AM 英会話タイム

PM カナダ人のお宅訪問

PM 郊外のワイナリー

PM 英語の授業

英語で挑戦（詩の
作成 / 映画を見る
等）

や農場を訪問

夜

カナダ人とダンス

夜

自由

金

AM 英語の授業

AM 英会話タイム

PM サバイバル英語（グ

PM 自由

ランビルアイランド
周辺）

アー

PM 大学ツアー／

夜

木

AM キャピラノ吊り橋

英会話タイム

2 週目

14:00

プログラムスタート前や終了後にプライベートの旅行をご自身で手配し、
せっかく来たカナダをさらに満喫！

1 週目
口コミに
支えられて

様子

プライベート旅行

6月2日

学べる・遊べる

ランチ

夜

土
ビクトリアツアー

日
自由

お寿司ナイト
6月11日

AM チェックアウト
PM 帰国

* 英語の授業は、合同授業があるものの通常は2クラス以上とする。英会話タイムなどによりクラスわけ
* 個人の自由時間内での食事、嗜好飲料等は自己負担
※上記日程は、都合により変更の可能性がございます。

20時間の英語のシャワー。
10種類のアクティビティ。
学びも遊びも大満足！

こんなにたくさんの
現地人とふれ合えるのは、
当プログラムだけ！

毎年参加者様の多くが、
ご友人に当プログラムを
ご紹介くださっています。

こういう貴 方 に お す す め

舞台は、バンクーバーのブリティッシュ・コロンビア大学

将来１人で
海外旅行がしたい！

バンクーバーってどんなところ？

（単位：円）

旅行代金

1908年に設立され、約5万人もの学生が在学する西部カナダ最大の州立総合大学。東京ドーム約85個分の構内には、レ
ストランや病院、プールや郵便局もあります。

快適な

「住みやすい街世界No.1」に
何度も選出

設

宿泊施

カラリと涼しい晴天続きの夏

山あり海あり、見所たっぷりの街！

トイレ&シャワー

コインランドリー

車椅子可 インターネット 食事付

1人1室
（車椅子OK）
平日は日本人スタッフ常駐

旅行代金

6月2日（火）〜6月11日（木）

318,000

日本出発6月2日（火）
、日本到着6月12日（金）
、前日11日（木）バンクーバー発
※航空券料金は含まれておりません。

ブリティッシュ・コロンビア大学
個室

期間 ※現地にて9泊10日

電話

※催行人数が５名以下の場合、スタッフ宿直
の代わりに電話対応となります

寮のカフェテリアで食事

お客 様からの声
特にサバイバル英語、UBCの学生のよう
にキャンパスで生活できたことが楽しかっ
たです。夢のような楽しい時間を過ごすこ
とが できました。皆さんとの出会いも素
晴らしかったです。
（埼玉県：Mayumi様）
神学部の先生と昼食時にお話ができたのは、
とてもラッキーで楽しい経験でしたし、サ
バイバル英語も楽しく役に立つレッスンだ
と思います。
（東京：Osamu様）

大学構内の寮に宿泊。現地の大学生に
なったような気分をお楽しみください。
※写真はイメージ

お申し込み情報は裏面に

最も印象的なアクティビティは、カナダ人の
お宅訪問です。普段の旅行では経験できな
いことで、本当に幸せな時間でした。また
今回のツアーは、将来世界中を自分自身で
旅をするという夢を叶えるためのいい練習
になったと思います。
（千葉県：Yumiko様）
このツアーでの一番の思い出は、多くのカ
ナダ人との話しができたことです。バスの
中や、路上など、様々な場所で会話を楽し
むことができました。ありがとう、カナダ！
（愛知県：Yoko様）

地元のバスに乗ったり、
道の聞き方の授業や実
践があります。

海外旅行に必要な
英語を学びたい！

お買い物やレストラン
でのメニューの読み
方・頼み方の授業や実
践があります。

移動が多い旅行には疲れました…

同じ宿泊施設に約２週間滞在します。

海外旅行は不安です…

日本人スタッフがいますし、バンクーバーは治
安も良く、大学内は大変落ち着いた雰囲気です。

