
バンコクの大手日系企業6社を訪問する
海外インターンシップ型ツアー　8日間　

タイ人学生と英語でグループディスカッション

2月コース

3月コース

在タイ日本国大使館、博報堂、三菱UFJ銀行、本田技研工業、
全日本空輸、住友商事
バンコク日本人商工会議所、富士フイルム、ADKグループ、
パナソニック、日本航空、三井物産

訪問予定
企業・団体

STEP 1 企業からの会社説明 英語でディスカッション 企業へプレゼンテーションSTEP 2 STEP 3
タイで活躍する日系大手企業の会社説明や海外
戦略を聞き、この後にグループで議論するテーマ
が発表されます。現地で働く駐在員やタイのローカ
ルスタッフの方に直接、質問することができます。

企業から与えられたテーマに基づき、タイ人学生
と英語でディスカッションを行います。ビジネス
シーンで通用する実践的な英語力を身に着けるこ
とができます。

ディスカッションの成果を企業の方にプレゼン
テーションします。各グループの発表に対して良
かった点や改善点などのフィードバックをビジネ
ス視点で頂けます。

企業訪問では何をするの？

2月コース
3月コース

成田発着

2023年 2/26(日)出発
2023年 3/5(日)出発
定員に達し次第、受付終了いたします

燃油サーチャージ、現地空港諸税込み

2/12(日)渡航前オリエンテーションをオンラインにて実施します

2名1室利用￥318,000

私が同行しレクチャー/
サポートします

キャリアコンサルタント
坂本 直文氏
2014年の発足当初より
プログラムを監修。就職
講座を年200回以上開
催。著書136冊。

グローバルスタディ
バンコク



※【日程表に出てくる時間帯の目安】早朝：04：00-07：00、午前：07：00-12：00、午後：12：00-18：00、夜：18：00-23：00、深夜：23：00-04：00
※上記日程は、現地の事情により変更となる場合があります。

旅行条件書（要約）お申込の際は、「海外募集型企画旅行条件書」を別途お受け取りください。

一人部屋追加代金40,000円
【食事】・・・・・・・・・・・・・・・・朝食6回･昼食5回･夕食2回（機内食を除く）
【最少催行人員】・・・・・・・・12名（定員20名）
【添乗員】・・・・・・・・・・・・・・添乗員は同行しませんが、現地係員がお世話いたします。
【利用ホテル】・・・・・・・・・・・バンコク・マンダリンホテル（1室2名）
【利用航空会社】・・・・・・・・日本航空（エコノミークラス）
【必要ビザ】・・・・・・・・・・・・・なし（※日本国籍の場合）
【パスポート残存期間】・・・6ヶ月以上
【無査証滞在条件】・・・・・・出国航空券と1人10,000バーツ相当額以上の現金所持（※日本国籍の場合）、
 日本円も可：約40,000円
※下記は旅行代金に含まれませんので、旅行代金と合わせてお支払いください。（2022年11月1日現在）
　日本国内の空港施設使用料（成田：2,130円）、旅客保安サービス料（成田：520円）、国際観光旅客税1,000円

旅行代金：燃油サーチャージ・現地空港諸税込

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.旅行代金のお支払い
（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30日目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、申込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いも旅行開始日の31日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「ローン申込書」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、鉄道等利用運送機関の運賃（コースにより
等級が異なります。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送迎バス等の料金（空路・駅・埠頭と宿泊場所）
（３）旅行日程に明示した観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料）
（４）旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金（2人部屋に2人ずつ
の宿泊を基準とします）
（５）旅行日程に明示した食事の料金・税・サービス料
（６）現地出入国税、空港税、航空保険料
（７）運送機関の課す付加運賃・料金（燃油サーチャージ）
（８）手荷物の運搬料金
お1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）添乗員付きコースの添乗員の同行費用
上記費用はお客様の都合により、一部利用されなくとも原則として払戻しはいたし
ません。

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）日本国内の空港施設使用料・旅客保安サービス料
（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）おみやげ品及び持込品にかかる税等
（９）傷害・疾病等に関する医療費
（１０）大阪・名古屋・福岡・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）
（１１）自由行動中の諸費用及び自由旅行中の一切の費用
（１２）任意加入の海外旅行傷害保険費用
（１3）国際観光旅客税

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、2022年11月1日を基準としております。また、旅行代金は、2022
年11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。

契約解除の日
a:「特定日」に旅
行を開始する旅行

旅行開始日がピーク時の旅行
であって、旅行開始日の前日か
ら起算して遡って40日目に当た
る日以降31日目に当たる日まで
旅行開始日の前日から起算し
て遡って30日目に当たる日以
降3日目に当たる日まで

旅行開始日の前々日以降旅
行開始日まで

旅行開始後の解除又は無連
絡不参加の場合

b:「特定日以外」に
旅行を開始する旅行

旅行代金の10％
（上限5万円）

無料

旅行代金の20％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

◆お申し込み・お問い合わせ【旅行企画・実施】

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行業務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、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にお訊ねください。

（成田発着／2名1室利用／お一人様あたり）

観光庁長官旅行業登録第1642号
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　大学生協会館4階
（社）日本旅行業協会正会員
ボンド保証会員

様々な業種のグローバル企業を短時間に見て回ることができ、その点で非
常に企業研究や就職活動に大変役立つと思いました。また、タイ人学生と交
流することもでき、異文化交流の機会としても非常に優秀だと考えました。

多くの企業のことを知ることができ、視野が広がりました。就活へのモチ
ベーションを向上することができました。異なる価値観を持った仲間と出
会えました。事前学習は１度だけで、コミュニケーションを上手に取ること

ができるかという不安や心配はありましたが、みんな明るく、優しく、メンバーに恵まれ
たと思っています。今後も定期的に会いたい仲間に会えてよかったです。

お互いに母国語でない言語でグループディスカッションをすることや文
化の違いだけでこれだけ難しいとは思わなかったので良い勉強になっ
た。また、日系企業が海外支店ではどのような事業をしているのかを実際

に目で見れたことはとても良い勉強になりました。

就活について早めに動き出したいとの思いから、2年生の夏にこのプログ
ラムに参加しました。バンコクで様々な業界の大手日系企業を回れた事
により、それぞれの企業の魅力、また現地タイ人学生とのグループワーク

を通して、グローバル社会でどんな力が求められているのか？その中での自分のア
ピールポイントは何か？を考えられるようになりました。また現地でお世話になった
企業の方 と々のコネクションや、仲良くなったタイ人学生、異国の地で共に奮闘した
仲間ができたことが私の一生の財産になりました。この素晴らしい企画を知らない友
達や後輩にもっと教えてあげたいです。

￥318,000

参加者の声

2/26
（日）

3/5
（日）

成田
タイ：バンコク

18:10頃 JL707　日本航空にてバンコクへ
【深夜】 バンコク空港到着後、専用車にてホテルへ
バンコク泊

バンコク × × 機

2/12
（日）

2/12
（日）

オンライン 14:00～16:30　Zoomにて渡航前オリエンテーション × × ×

2/27
（月）

3/6
（月）

バンコク 2月コース
【午前】 バンコク都内の団体訪問
 企業説明と交流会
 電車又は徒歩にて移動
【午後】 バンコク都内の企業訪問
 企業説明とグループワーク
 今日の振り返り
【 夜 】 ウェルカムパーティー
バンコク泊

3月コース
【午前】 バンコク都内の団体訪問
 企業説明と交流会
【午後】 ウェルカムパーティー
 バンコク泊

バンコク ○ ○ ○

2/28
（火）

3/7
（火）

バンコク 2月コース
【午前】 事前講義
 グループワーク
 電車又は徒歩にて移動
【午後】 バンコク都内の企業訪問
 企業説明とグループワーク
 今日の振り返り
 電車又は徒歩にて移動
バンコク泊

3月コース
【午前】 バンコク都内の企業訪問
 企業説明とグループワーク
 電車又は徒歩にて移動
【午後】 バンコク都内の企業訪問
 企業説明とグループワーク
 今日の振り返り
 電車又は徒歩にて移動
 バンコク泊

バンコク ○ ○ ×

3/1
（水）

3/8
（水）

バンコク
↓

バンコク郊外
↓

バンコク

【午前】 事前講義
 グループワーク
 専用バスにて移動（タイ人学生同乗）
【午後】 バンコク都内の企業訪問
 企業説明と工場見学、グループワーク
 今日の振り返り
 専用バスにて移動
バンコク泊

バンコク ○ ○ ×

3/2
（木）

3/9
（木）

バンコク 【午前】 事前講義
 グループワーク
 電車又は徒歩にて移動
【午後】 バンコク都内の企業訪問
 企業説明とグループワーク
 今日の振り返り
 電車又は徒歩にて移動
バンコク泊

バンコク ○ ○ ×

3/3
（金）

3/10
（金）

バンコク 【午前】 事前講義
 グループワーク
 電車又は徒歩にて移動
【午後】 バンコク都内の企業訪問
 企業説明とグループワーク
 今日の振り返り
 電車又は徒歩にて移動
【 夜 】 日系企業及びタイ人学生とのお別れ会
バンコク泊

バンコク ○ ○ ○

3/4
（土）

3/11
（土）

バンコク 自由行動 バンコク ○ × ×

3/5
（日）

3/12
（日）

タイ：バンコク
成田

【早朝】 専用車にてバンコク空港へ
8:05頃 JL708　日本航空にて成田へ
【午後】 着後、入国審査、通関、解散

× 機 ×

2月
コース

都市 スケジュール 滞在 食事
朝 昼 夕

3月
コース

※日程、訪問企業は変更になる場合がございま
すのでご了承ください。


