
２００8 年度日本学生オリエンテーリング選手権 

および中日東海大会 

直行バスプラン・シャトルバスプラン 

宿泊プラン・お弁当プランのご案内 
このたび、日本学生オリエンテーリング選手権大会および中日東海大会の開催に際しまし

て直行バスプラン・シャトルバスプランおよび宿泊斡旋・お弁当プランをお作り致しまし

た。ぜひご利用くださいませ。 

なお、部屋数・座席数に限りがございますので、お申込みは先着順とさせていただきます。

予めご了承くださいませ。料金など詳細は以下の通りとなります。 

 
◎直行バスプラン 大人お一人様（税込み） 

出発地 集合場所 往路出発予定時間 復路到着予定時間 料金（往復） 料金（片道） 

東京 新宿駅 07：00 23：00 １２，０００円 ７，０００円 

東北① 盛岡駅 10/31 21：00 11/2 07：00 ２５，０００円 １５，０００円 

東北② 仙台駅 00：00 11/2 05：00 ２３，０００円 １３，０００円 

京都 京都駅 08：00 21：00 ８，０００円 ５，０００円 

往路：１１月１日（土）各予定時間 出発予定 ／ 
到着場所：つくで手作り村 13:00 予定 モデルイベント後 16:00 頃各宿泊地へ移動 
復路：１１月２日（日）朝 各宿泊地より大会会場へ ／ 大会終了後 大会会場出発  
お申込み期限：１０月６日（月）締め切り 
募集人員：４５名 最少催行人員：３０名（東北①・②は合同で） 
※ 食事は含まれておりません。 
※ 交通状況の混雑等により、到着予定時間より大幅に遅れる場合がございます。予めご了

承ください。 

※ バスは正シートのみの利用予定ですが、お席の指定は出来かねます。当日、バスにお乗

りになる際にお好きなお席へお座りください。                  

※ お申込みいただきました人数が、最少催行人員に満たなかった場合、ツアーを中止させ

ていただく場合がございます。 
※ 集合場所の詳細等は、ツアーの約１週間前を目処にご案内させていただきます。 

※ なるべく、大学毎、グループごとにまとめてお申し込みをお願いいたします 

 
◎シャトルバスプラン 大人お一人様（税込み） １０月１７日(金)締め切り 

NO 日付 出発地 目的地 出発予定時間 料金（片道） 料金（往復） 

① 11/1 新城駅 つくで手作り村 未定 １，０００円 ２，０００円 

② 11/1 つくで 
手作り村 

各宿泊地 16:00 頃 １，０００円  



③ 11/1 新城駅 各宿泊地 16:00 頃 １，５００円  

④ 11/2 各宿泊地 大会会場 朝 １，０００円  

⑤ 11/2 新城駅 大会会場 朝 １，０００円 

⑥ 11/2 大会会場 新城駅 大会終了後 １，０００円 
２，０００円 

※ ダイヤにつきましては、要項３（プログラム）及び、お申し込みいただいた方へのご案

内に掲示させていただきます 

※ 当日受付も行いますが、バス乗車人数把握のため、なるべく事前にお申し込みをお願い

いたします。当日のご乗車は事前申込者を優先してご乗車いただきます。 
※ なるべく、大学毎、グループごとにまとめてお申し込みをお願いいたします 

※ 各宿泊地は、鬼久保ふれあい広場内ペンション、三河湖畔民宿、愛知県野外教育セン

ターとなります。なお、鬼久保ふれあい広場内ペンションご宿泊の方は、会場まで 2.5km
のため、徒歩で行かれる方はシャトルバスプラン④の申込は不要です。 

 
◎宿泊プラン 大人お一人様（税込み・1 泊 2 食付） １０月１７日(金)締め切り 

プラン 料金 募集人員 備考 

鬼久保ペンションプラン ９，５００円 ８０名 ペンションやまぼうし予定 

下山村民宿プラン ８，０００円 １２０名 三河路・やまびこ・かじか苑予定 

新城市旅館プラン ８，０００円 １２０名 さくら別館・新城観光ホテル予定 

愛知県野外教育センター ４，２００円 １２０名  

※ 申込が多数の場合は、記載以外の宿泊施設となることもあります。 

※ 愛知県野外教育センターの申込は、学生限定とさせていただきます。 
※ 1 名でのお申込の場合は、男女別相部屋での受付となります 

※ 2 名 1 室でのお申込の場合は、プランに関らず 1,000 円増しとなります。（愛知県野外

教育センターを除く） 
※ 愛知県野外教育センター申込は、人数に関らず男女別相部屋利用となります。 

 
◎ お弁当プラン 大人お一人様（税込み） ７００円 １０月１７日（金）締め切り 
 事前予約制にてお弁当を販売いたします。11 月 2 日当日、現地にてお配りさせていただ

きます。事前予約のみとなり、当日販売はありませんのでご注意ください 

 会場周辺には、コンビニ等、食事のできる場所は限られています。あらかじめご用意い

ただくか、お弁当のご購入をお勧めいたします。 

＜旅行のお申込み・お問い合わせ先＞ 

旅行企画・実施:株式会社日本旅行 東京南支店 

104-0031 東京都中央区京橋 1-17-10 内田洋行京橋ビル 2F 
TEL：03-3567-5975 FAX：03-3567-3985 E-mail：orienteering@nta.co.jp 

担当：正能・小穴 

営業時間：月～金 9：30～17：30（土・日・祝日は休み） 



 

 

               
※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、事前にご確認のうえお申込み下さい

■ 旅行代金に含まれるもの 
◎直行バスプラン 
（１） 別紙ご案内書に記載した発着地間バス利用料金 
（２） 有料道路利用代金 
（３） 乗務員経費 
◎シャトルバスプラン 
（１） 別紙ご案内書に記載した発着地間バス利用料金 
◎宿泊プラン 
（１） 別紙宿泊斡旋のご案内書に記載した宿泊費・食事代・消費税

等諸費用 
 
■旅行代金に含まれないもの 
（１）別紙宿泊斡旋のご案内書に記載されていない、交通費の諸費

用及び個人的性質の諸費用は含まれません。 
 
■添乗員  同行いたしません 
 
■最少催行人員  直行バスプラン 各コース３０名 
            その他プラン 各プラン２名 
 
■お申込み期限  直行バスプラン １０月６日（月）締め切り 
            その他プラン   １０月１７日（金）締め切り 
 
■申込方法 

下記お申込み先にお電話でお申込みいただくか、メールにてお申
込み下さい。申込金を振込等の方法でお支払いいただき、予約
完了となります。 
申込金のお支払いは、お申込みいただいてから１４日以内にお支
払いください。この期間内にお支払いがなされない場合、当社は
お申込みがなかったものとして取り扱う場合があります。 

 
■旅行契約と契約の成立 
（１）本旅行は、株式会社 日本旅行が旅行企画・実施するもので、
参加される方は当社と募集型企画旅行契約を結んでいただきま
す。募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し、申込金を受領
したときに成立します。 
（２）電話・e-mail によるお申込みを受け付けます。この場合、予約
の段階では契約は成立しておらず、申込金をお支払いいただいた
時点で契約の成立となります。期間内に申込金のお支払いがされ
なかった場合、お申込みは無かったものとして取り扱う場合があり
ます。 
（３）申込金(お一人様につき)：ご旅行代金の 20％ 
（４）通信契約による旅行契約は、お申込みを承諾する通知を発した
ときに成立します。ただし、e-mail 等の電子承諾通知による方法に
より通知する場合は、その通知がお客様に到着したときに成立する
ものとします。 
（５）当社は団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責
任者から旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除に関す
る一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。 
 
■旅行代金のお支払い 
旅行代金の残額（旅行代金と申込金の差額）は１０月２４日までにお
支払いいただきます。 
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■旅行中止の場合 
当ツアーは、直行バスプランに３０名様の最少催行人員の設定を設
けております。そのため、お申込みがあっても最少催行人員に満た
ない場合、ツアーを中止する場合がございます。催行の可否は２３
日前までにご連絡いたします。予めご了承ください。 
 
■取消料 
お申込後、お客様の都合で参加を取り消される場合、次の取消料 
をお支払いいただきます。 
○宿泊プラン・シャトルバスプラン 
 当日 前

日 
２
日
前 

３
日
前 

４
日
前 

５
日
前 

６
日
前 

７
日
前 

１～１４名 ５０％ ２０％ 無料 

１５～３０名 ５０％ ２０％ 無料 

３１名以上 ５０％ ３０％ 

※３１名様以上の場合に限り、８日前～２０日前の参加取消に対し、
１０％の取消料を頂戴いたします。 

○直行バスプラン 
２１日目にあたる日以前の解除・・・無料 
２０日目にあたる日以降の解除・・・旅行代金の 20％ 
７日目にあたる日以降の解除・・・旅行代金の 30％ 
旅行開始日前日の解除・・・旅行代金の 40％ 
※旅行開始後の解除または無連絡不参加につきましては人数に関

係なく１００％の取消料を頂戴いたします。 
 
■個人情報の取扱について 
当社は旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報について、お
客様との連絡や輸送、宿泊機関等の手配およびそれらのサービス
の受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。 
このほか当社の個人情報に関する方針等についてはホームページ
（http://www.nta.co.jp）でご確認ください。 
 
■ご旅行条件・ご旅行代金の基準 
 このご案内に記載の旅行条件・旅行代金は平成 20 年 9 月 16 日
現在を基準としています。 

＜旅行のお申込み・お問い合わせ先＞ 

 旅行企画･実施：㈱日本旅行 東京南支店 
国土交通大臣登録旅行業第２号 （社）日本旅行業協会正会員 

旅行業公正取引協議会会員   ボンド保証会員 

       
104-0031 東京都中央区京橋 1-17-10 内田洋行京橋ビル 2F 

TEL：03-3567-5975 FAX：03-3567-3985  

    E-mail : orienteering@nta.co.jp 

担当：正能・小穴 
営業時間：月～金 9：30～17：30（土・日・祝日は休み） 

総合旅行業務取扱管理者 藤本 雅俊 
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での
取引の責任者です。 
この行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、
ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。 


