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ﾜｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ
オリエンテーリング大会
２０１８ｉｎデンマーク

参加ツアー

開催地 デンマークの首都 コペンハーゲン周辺
今回のワールドマスターズは北欧へと戻り、デンマークの首都・コペンハーゲンと
その近郊にて開催されます。今年から森のクラスについて若干の変更がなされて
います。多くの方にお楽しみいただけるツアーを企画いたしました。

＜募集のご案内＞
２０１８年７月５日（木）～７月１５日（日） １１日間
成田空港発着（２名１室 エコノミークラス利用）

旅行代金：お一人様３６８，０００円
（一人部屋追加代 150,000 円）（燃油サーチャージ別途【目安 30,000 円（基準日：2/5）】
※原油価格の変動により燃油サーチャージの金額が変更される可能性がございます。
他、現地空港税［5,400 円］・空港使用料・保安料［2,610 円］・大会参加費（３頁参照）別途かかります。

募集人員：合計３０名様（最少催行人員：１５名）
成田空港より全行程添乗員同行いたします。
（オリエンテーリングに通じた添乗員が同行します。）

募集締め切り：５月１８日(金)
旅行企画・実施 ： 株式会社日本旅行 長岡営業所
★担当の小林が転勤になりましたので、お申込み先ご注意ください。
観光庁長官登録旅行業第２号 一般社団法人日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員 旅行業公正取引協議会会員

〒９４０－００６４ 新潟県長岡市殿町１－３－３ 清水ビル２階

ＴＥＬ：０２５８－３１－８６５５
ＦＡＸ：０２５８－３１－８６５６ Ｅ－ｍａｉｌ：ｈｉｒｏｆｕｍｉ＿ｋｏｂａｙａｓｈｉ＠ｎｔａ．ｃｏ．ｊｐ
担当：小林 博文 営業時間：９：３０～１７：３０（土・日・祝日休業）
総合旅行業務取扱管理者：小林 博文

東日本Ｈ３０－０１８

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、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。
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＊旅行スケジュール
〔１日目〕成田空港（11：00 発）→（ヘルシンキ乗継）→
→コペンハーゲン（17：15） 専用車にて
ホテル（１９：００頃着）
〔コペンハーゲン泊〕 食事 朝× 昼× 夕機内
〔２日目～９日目〕 大会参加等自由行動
大会競技会場へはイベントセンターより大会主催
者設定のシャトルバス（別途申し込み；有料）をご
利用下さい。
【参考】大会日程
２日目 7/6 大会受付・モデルイベント・開会式
３日目 7/7 スプリントレース【予選】
４日目 7/8 スプリントレース【決勝】
５日目 7/9 休息日 モデルイベント
６日目 7/10 フォレストレース共通【予選】※
７日目 7/11 ミドルレース【決勝】・バンケット
８日目 7/12 休息日 モデルイベント
９日目 7/13 ロングレース【決勝】表彰・閉会式
※今年度より１回の予選でミドルとロングの決勝
進出者を決定します。
〔コペンハーゲン泊〕 食事 朝○ 昼× 夕×
〔１０日目〕
ホテル（１０時頃発）専用車にて空港へ。
コペンハーゲン（13：20 発）→(ﾍﾙｼﾝｷ乗継)→(機中泊)
空路帰国の途へ。 〔機中泊〕
食事 朝○ 昼× 夕機内
〔１１日目〕→成田空港着(08：55) 着後解散。
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＜利用予定航空会社＞フィンランド航空
＊旅行代金 (２名１室エコノミークラス利用)
お１人様大人３６８，０００円
一人部屋追加代金１５０，０００円（シングルルーム。ツインの場合も
あります）
※大会のエントリー代行をご希望の方は、参加費(次頁)、エントリー代行手数料
(２０００円)を別途頂戴いたします。
※空港使用料・保安料(2,610 円)、現地空港税(5,400 円)、燃
油ｻｰﾁｬｰｼﾞ（30,000 円）は別途最終精算時に頂戴いたします。
なお、2 月０５日現在の料金に付、変更となることがあります。
＊申込方法
参加申込書記入の上、郵送・FAX 又はご持参下さい。
併せて申込金として８０，０００円（一人部屋利用の場
合は１１０，０００円）お振込み下さい。
振込先：みずほ銀行 十五号支店
普通口座 ３１０３５９４ 株式会社日本旅行 宛
残金は弊社よりご請求後、６月２５日までにお支払い下さい。
＜ご旅行条件(要約)＞
この旅行は、㈱日本旅行長岡営業所（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
行契約を締結していただくことになります。
契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
団体・グループの場合のお申し込みはその代表者を契約責任者として契約の締結および解除に関する取引を行います。
＊旅行中止の場合…ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目に当たる日より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。
＊取消料…お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより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の営業日、営業時
間内に解除する旨をお申し出いただいた日とします。
取

消

日

区

分

取 消 料

この日程表は２０１８年２月０５日現在のフライトスケジュールにより作成致

旅行開始日の前

４０日目以降３１日目にあたる日まで

しております。航空会社の都合により変更になる場合があります。

日から起算して

上記以降１５日目にあたる日まで

＜旅行代金に含まれるもの＞

さかのぼって

上記以降３日目に当たる日まで

旅行代金の 20％

１． 上記日程記載の航空運賃（団体エコノミークラス）

旅行開始日の前々日及び前日および当日

旅行代金の 50％

２． 宿泊代金：９泊（２名様１室利用）

旅行開始後又は無連絡不参加の場合

旅行代金の全額

無料
５万円

３． 食事：朝食９回、昼食０回、夕食０回（機内食を除く）

＊個人情報の取扱

４． 空港⇔ホテル間の往復専用車

（１）当社及び受託旅行会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運送、宿泊機関等の手配およびそれらのサービスの受

５． 団体行動中の税金・チップなど
６． 手荷物運搬料金（規定範囲内） ７．添乗員同行費用
＜旅行代金に含まれないもの＞※通常必要なものを例示します。

領のために必要な範囲内で利用させていただきます。
（２）当社、当社グループ会社および販売店では、①取り扱う商品、サービス等のご案内 ②ご意見、ご感想の提供・アンケートのお願い ③統計資料の作成。 に
お客様の個人情報を利用させていただく事があります。

１． 個人的性格の諸費用：上記以外の食事・飲物代、クリーニング代、電話代等

（３） この他当社の個人情報の取扱に関する方針等についてはホームページ（(http://www.nta.co.jp )でご確認下さい。

２． 超過手荷物料金

（４）当社は、お客様のお買い物等の便宜のために、免税店等に電子的方法等によりお客様の個人情報を提供します。なお、これらの事業者への個人情報の提

３．任意の海外旅行保険料

４． 傷害・疾病に対する医療費 ５．渡航手続関係料金
６． 空港施設利用料･保安料（成田）、現地空港税、
燃油サーチャージ
７． 大会エントリー費用および代行手数料

＜利用予定ホテル＞
コペンハーゲン：ザ・スクエア（洋室ツイン/シャワー ・ トイレ付）
中央駅から２００ｍほどの立地、またチボリ公園からも２００ｍ程と大変便利な立地で
す。イベントセンターへは市内電車で乗り換えなしです。
客室はバスタブ付になることがあります。

供の「停止」を希望される場合は、お申込み窓口に「最終旅行日程表」受け取り時までにお申し出下さい。
＊旅券･査証について：この旅行には、有効期間が現地出国時３カ月以
上の旅券が必要です。日本国籍以外の方は自国の領事館、入国管理事務局等へお問い合わせください。
(2)渡航先の衛生状況は厚生労働省のホームページで御確認ください。(http//www.forth.go.jp/)
(3)外務省[海外危険情報]等渡航先に関する情報が発せられている場合は書面で通知いたします。また下記外務省
海外安全ホームページでも御確認ください。（http//www.pubanzen.mofa.go.jp）
＊このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、２０18 年 2 月 05 日現在を基準としています。
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、お申し込み下さい。
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＜エントリー代行をご希望の方へ＞
弊社にて参加手続を代行させていただきます。代行手数料は２０００円です。
申込内容はブリテン又はホームページにてご検討の上、裏面の旅行申込書と、下記エントリーに関するお
伺いをご記入下さい。
大会参加費用および代行手数料はご旅行代金の残金とともにご請求いたしますので、６月２５日までにお
支払い下さい。なお、代行手数料は、手続後ご返金いたしませんのでご了承下さい。大会参加費は、
大会規定によります。
（大会公式ホームページ・要綱等でご確認ください）
＊レースについて （１ユーロ ＝ 約１３５円 ２０１８年２月現在）
参加費
大会中の５レーストータルで １５０ユーロ（３/２８までの早割；以降１９０ユーロ）
ツアー３・４日目にスプリント、６・７・９日目にフォレスト（ロング・ミドル）のレースがあります。
クラス：男子（Ｍ）女子（Ｗ）とも
３５歳(1983 年[昭 58]生)～ Ｍ／Ｗ３５
４０歳(1978 年[昭 53]生)～ Ｍ／Ｗ４０
４５歳(1973 年[昭 48]生)～ Ｍ／Ｗ４５
５０歳(1968 年[昭 43]生)～ Ｍ／Ｗ５０
５５歳(1963 年[昭 38]生)～ Ｍ／Ｗ５５
６０歳(1958 年[昭 33]生)～ Ｍ／Ｗ６０
６５歳(1953 年[昭 28]生)～ Ｍ／Ｗ６５
７０歳(1948 年[昭 23]生)～ Ｍ／Ｗ７０
７５歳(1943 年[昭 18]生)～ Ｍ／Ｗ７５
８０歳(1938 年[昭 13]生)～ Ｍ／Ｗ８０
８５歳(1933 年[昭 8]生)～ Ｍ／Ｗ８５
９０歳(1928 年[昭 3]生)～ Ｍ／Ｗ９０
９５歳(1923 年[大 7]生)～ Ｍ／Ｗ９５
１００歳(1918 年[大 2]生)～ Ｍ／Ｗ１００
＊パンチングシステム
ＳＩカード（ＳＰＯＲＴＳ Ｉｄｅｎｔ）です。
お持ちで無い方は 15 ユーロでレンタルが可能です。
（現地レンタルは 20 ユーロ）
＊大会バンケット（夕食会）※料金等確認中です。
毎回恒例で行われています。今年はツアー７日目です。併せて予約可能です。
＜エントリーに関するお伺い書＞エントリー代行ご希望の方は、次ページの申込書の情報に加え、
下記内容についてもご記入ください。
お名前
(ﾛｰﾏ字で)
(姓)
参加クラス（ＷＭＯＣ）

(名)

ＳＰＯＲＴＳ Ｉｄｅｎｔ
お持ちの方
（ＳＩカード）について
カード番号：

お持ちでない方
□レンタル[15 ﾕｰﾛ]

大会バンケットについて
□申し込む

□申し込まない

その他 ご要望あれば
ご記入下さい。

注：３月２８日が２次早割期限、６月１日まで登録が最
終エントリー締め切りです。
参加費が変わりますのでエントリー代行ご希望の方は
お早めにお手続き願います。
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ＷＭＯＣツアー２０１８ 参加申込書
株式会社 日本旅行 御中
＜旅行名＞ ワールドマスターズオリエンテーリング大会 ＩＮデンマーク 参加ツアー
＜旅行期間＞２０１８年７月５日（木）～７月１５日（日） １１日間
出発地 ： 成田空港
※国内線乗り継ぎご希望の場合…〔
〕空港より乗り継ぎ手配希望
↑ご希望あれば記入してください。【別途料金】
お申込後の手配に付、満席の事もございます。
フリガナ
（姓）
（名）
性
別
男 ・ 女
氏 名

ローマ字
〒

－

現 住 所
電 話 番 号
生年月日

年

月

自宅

日
（

）

－

携帯

Ｅメール
（差し支えなければ）
ＦＡＸ（あれば）
在籍クラブ
（

）
電 話
（

勤 務 先
〒

－
）

－

－

所 在 地
緊急時の
国内連絡先

氏

続

名
住 〒
所
□
パスポート
について

□
□

お部屋について
エントリー代行

□
□

柄
－

電話（

）

－

現在有効な旅券を持っている （２０１８年１０月１４日以降まで有効のもの）
※旅券の１・２ページ（顔写真のページ）のコピーを一緒にご提出ください。
パスポートを持っていない
取得予定日
月
日
１人部屋希望 （追加代金 １５０，０００円）
□相部屋斡旋希望
※斡旋できない場合、１人部屋
２人部屋希望 [同室希望
] 追加代金がかかることがあります。
希望する(前ページにもご記入ください) □ 希望しない

その他のご要望
をご記入ください
・下記【お客様の個人情報の取扱いについて】に同意の上、申込みします。
【お客様の個人情報の取扱について】
①

当社では、お客様からご提供いただいた個人情報を厳重に管理し、お客様との連絡のため、旅行に関して運送・宿泊機関等サービス手配提供のため、
旅行に関する諸手続きのために利用させていただきます。

②その他、当社の個人情報の取扱いについては当社ホームページ（http://www.nta.co.jp）をご参照ください。
③お問合せ先：日本旅行本社お客様相談室 ０３－６８９５－７８８３

