
オリエンテーリングサミットオリエンテーリングサミットオリエンテーリングサミットオリエンテーリングサミット２０１１２０１１２０１１２０１１    
            第第第第２０２０２０２０回全日本回全日本回全日本回全日本リレーオリエンテーリングリレーオリエンテーリングリレーオリエンテーリングリレーオリエンテーリング大会大会大会大会    

            ２０１１２０１１２０１１２０１１年度日本学生年度日本学生年度日本学生年度日本学生オリエンテーリングオリエンテーリングオリエンテーリングオリエンテーリング選手権選手権選手権選手権（（（（ロングロングロングロング））））    

ｉｎｉｎｉｎｉｎ信州松本信州松本信州松本信州松本    

【【【【宿泊宿泊宿泊宿泊のごのごのごのご案内案内案内案内】】】】    
※※※※シャトルバスのシャトルバスのシャトルバスのシャトルバスの案内案内案内案内はははは後日公開後日公開後日公開後日公開いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

 

１１月５日（土）、６日（日）に開催される表記大会の参加者の皆様に便利な宿泊のプラ

ンのご用意をさせていただきました。本プランの宿泊施設前又は至近の場所から大会会

場へのシャトルバスを運行する計画です。便利な当宿泊プランをぜひご利用ください。 

    

松本市内松本市内松本市内松本市内ホテルプランホテルプランホテルプランホテルプラン    ６６６６軒軒軒軒    

旅行代金大人旅行代金大人旅行代金大人旅行代金大人おおおお一人一人一人一人様様様様１１１１泊朝食付泊朝食付泊朝食付泊朝食付きききき    ５５５５，，，，８００８００８００８００円円円円    ～～～～    ８８８８，，，，９００９００９００９００円円円円    

浅間温泉浅間温泉浅間温泉浅間温泉・・・・美美美美ヶヶヶヶ原温泉旅館原温泉旅館原温泉旅館原温泉旅館プランプランプランプラン    ４４４４軒軒軒軒    

旅行代金大人旅行代金大人旅行代金大人旅行代金大人おおおお一人様一人様一人様一人様１１１１泊泊泊泊２２２２食付食付食付食付きききき    ９９９９，，，，５００５００５００５００円円円円    ～～～～    １１１１３３３３，，，，００００００００００００円円円円    
（（（（施設詳細施設詳細施設詳細施設詳細はははは次次次次のページをのページをのページをのページを参照参照参照参照してくださいしてくださいしてくださいしてください））））    

    

おおおお得得得得なプランなプランなプランなプラン    （（（（表示表示表示表示のあるのあるのあるのある施設施設施設施設のみのみのみのみ設定設定設定設定となりますとなりますとなりますとなります。）。）。）。）    

先取先取先取先取りりりり！！！！        ８８８８月月月月３１３１３１３１日日日日までのおまでのおまでのおまでのお申申申申しししし込込込込みのみのみのみの場合場合場合場合、、、、各施設欄表示各施設欄表示各施設欄表示各施設欄表示のののの額額額額をををを割割割割りりりり引引引引きますきますきますきます。。。。    

連泊連泊連泊連泊！！！！            ２２２２泊連泊泊連泊泊連泊泊連泊でのおでのおでのおでのお申申申申しししし込込込込みのみのみのみの場合場合場合場合、、、、各施設欄表示各施設欄表示各施設欄表示各施設欄表示のののの額額額額をををを割割割割りりりり引引引引きますきますきますきます。。。。    

グループグループグループグループ！！！！    １５１５１５１５名様以上名様以上名様以上名様以上でのグループでおでのグループでおでのグループでおでのグループでお申申申申しししし込込込込みのみのみのみの場合場合場合場合、、、、各施設欄表示各施設欄表示各施設欄表示各施設欄表示のののの額額額額をををを    

割割割割りりりり引引引引きますきますきますきます。。。。    

（（（（先取先取先取先取りりりり！！！！とととと連泊連泊連泊連泊！！！！プランはプランはプランはプランは重複重複重複重複してのしてのしてのしての割引割引割引割引はいたしませんはいたしませんはいたしませんはいたしません。）。）。）。）    

    

１１１１１１１１月月月月４４４４日日日日（（（（金金金金））））とととと５５５５日日日日（（（（土土土土））））のののの設定設定設定設定ですがですがですがですが、、、、前後前後前後前後のののの宿泊宿泊宿泊宿泊についてはごについてはごについてはごについてはご相談相談相談相談にににに応応応応じますじますじますじます。。。。    

申申申申しししし込込込込みみみみ先先先先におにおにおにお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。    



【【【【松本市内松本市内松本市内松本市内ホテルプランホテルプランホテルプランホテルプラン】】】】    ※※※※すべてバス・トイレすべてバス・トイレすべてバス・トイレすべてバス・トイレ付客室付客室付客室付客室    

ＡＡＡＡ    松本東急松本東急松本東急松本東急インインインイン                洋室洋室洋室洋室    

（松本駅より徒歩３分）駐車場有（有料）先取り!（３００円引） 連泊!（１泊２５０円引） 

旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金    （（（（１１１１泊泊泊泊朝朝朝朝食付食付食付食付））））     １１１１１１１１月月月月    ４４４４日日日日（（（（金金金金）、）、）、）、５５５５日日日日（（（（土土土土））））宿泊宿泊宿泊宿泊ともともともとも大人大人大人大人おおおお一人様一人様一人様一人様                    

シングルシングルシングルシングル            １１１１名名名名１１１１室室室室            ８８８８，，，，９００９００９００９００円円円円                    ツインツインツインツイン                ２２２２名名名名１１１１室室室室            ７７７７，，，，８８８８００００００００円円円円    

                                                                                                ツインツインツインツイン＋＋＋＋エキストラエキストラエキストラエキストラ３３３３名名名名１１１１室室室室            ６６６６，，，，９００９００９００９００円円円円    

ＢＢＢＢ    ホテルブエナビスタホテルブエナビスタホテルブエナビスタホテルブエナビスタ    洋室洋室洋室洋室    

（松本駅より徒歩７分）駐車場有（有料）先取り!（３００円引） 連泊!（１泊２５０円引） 

旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金    （（（（１１１１泊朝食付泊朝食付泊朝食付泊朝食付））））     １１１１１１１１月月月月    ４４４４日日日日（（（（金金金金）、）、）、）、５５５５日日日日（（（（土土土土））））宿泊宿泊宿泊宿泊ともともともとも大人大人大人大人おおおお一人様一人様一人様一人様                    

シングルシングルシングルシングル            １１１１名名名名１１１１室室室室            ８８８８，，，，２００２００２００２００円円円円                    ツインツインツインツイン                ２２２２名名名名１１１１室室室室            ７７７７，，，，８００８００８００８００円円円円    

ＣＣＣＣ    ホテルアルモニービアンホテルアルモニービアンホテルアルモニービアンホテルアルモニービアン    洋室洋室洋室洋室    

（松本駅より徒歩１２分）駐車場有（有料）先取り!（２００円引） 連泊!（１泊２００円引） 

旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金    （（（（１１１１泊朝食付泊朝食付泊朝食付泊朝食付））））     １１１１１１１１月月月月    ４４４４日日日日（（（（金金金金）、）、）、）、５５５５日日日日（（（（土土土土））））宿泊宿泊宿泊宿泊ともともともとも大人大人大人大人おおおお一人様一人様一人様一人様                    

シングルシングルシングルシングル            １１１１名名名名１１１１室室室室            ７７７７，，，，３００３００３００３００円円円円                    ツインツインツインツイン                ２２２２名名名名１１１１室室室室            ６６６６，，，，８００８００８００８００円円円円    

ＤＤＤＤ    トーコーシティホテルトーコーシティホテルトーコーシティホテルトーコーシティホテル松本松本松本松本    洋室洋室洋室洋室    

（松本駅より徒歩２分）駐車場有（有料）先取り!（２００円引） 連泊!（１泊２００円引） 

旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金    （（（（１１１１泊朝食付泊朝食付泊朝食付泊朝食付））））     １１１１１１１１月月月月    ４４４４日日日日（（（（金金金金）、）、）、）、５５５５日日日日（（（（土土土土））））宿泊宿泊宿泊宿泊ともともともとも大人大人大人大人おおおお一人様一人様一人様一人様                    

シングルシングルシングルシングル            １１１１名名名名１１１１室室室室            ７７７７，，，，３００３００３００３００円円円円                    ツインツインツインツイン                ２２２２名名名名１１１１室室室室            ５５５５，，，，８００８００８００８００円円円円    

ＥＥＥＥ    エースインエースインエースインエースイン松本松本松本松本                洋室洋室洋室洋室    

（松本駅より徒歩１分）駐車場有（有料） 

旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金    （（（（１１１１泊朝食付泊朝食付泊朝食付泊朝食付））））     １１１１１１１１月月月月    ４４４４日日日日（（（（金金金金）、）、）、）、５５５５日日日日（（（（土土土土））））宿泊宿泊宿泊宿泊ともともともとも大人大人大人大人おおおお一人様一人様一人様一人様                    

シングルシングルシングルシングル            １１１１名名名名１１１１室室室室            ６６６６，，，，５００５００５００５００円円円円    

ＦＦＦＦ    松本松本松本松本ホテルホテルホテルホテル花月花月花月花月【【【【大浴場大浴場大浴場大浴場有有有有】】】】            洋室洋室洋室洋室････和室和室和室和室    

（松本駅より徒歩１５分）駐車場有（有料）先取り!（２００円引） グループ!（２００円引） 

旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金    （（（（１１１１泊朝食付泊朝食付泊朝食付泊朝食付））））     １１１１１１１１月月月月    ４４４４日日日日（（（（金金金金）、）、）、）、５５５５日日日日（（（（土土土土））））宿泊宿泊宿泊宿泊ともともともとも大人大人大人大人おおおお一人様一人様一人様一人様                    

シングルシングルシングルシングル            １１１１名名名名１１１１室室室室            ７７７７，，，，５５５５００００００００円円円円                    ツインツインツインツイン                ２２２２名名名名１１１１室室室室            ７７７７，，，，００００００００００００円円円円    

和室和室和室和室    ３３３３名名名名１１１１室室室室    ７７７７，，，，００００００００００００円円円円    ・・・・    ４４４４名名名名１１１１室室室室        ６６６６，，，，５００５００５００５００円円円円        

    （（（（１１１１泊泊泊泊２２２２食付食付食付食付））））    １１１１１１１１月月月月    ４４４４日日日日（（（（金金金金）、）、）、）、５５５５日日日日（（（（土土土土））））宿泊宿泊宿泊宿泊ともともともとも大人大人大人大人おおおお一人様一人様一人様一人様    

シングルシングルシングルシングル            １１１１名名名名１１１１室室室室            ９９９９，，，，５００５００５００５００円円円円                    ツインツインツインツイン                ２２２２名名名名１１１１室室室室            ９９９９，，，，００００００００００００円円円円    

和室和室和室和室    ３３３３名名名名１１１１室室室室    ９９９９，，，，００００００００００００円円円円    ・・・・    ４４４４名名名名１１１１室室室室        ８８８８，，，，５００５００５００５００円円円円    

    

    

    

    

    

    



【【【【浅間温泉浅間温泉浅間温泉浅間温泉・・・・美美美美ヶヶヶヶ原温泉旅館原温泉旅館原温泉旅館原温泉旅館プランプランプランプラン】】】】    

１１１１泊夕泊夕泊夕泊夕・・・・朝食付朝食付朝食付朝食付きがきがきがきが基本基本基本基本ですがですがですがですが、、、、朝食朝食朝食朝食のみものみものみものみも可能可能可能可能ですですですです。（。（。（。（料金料金料金料金はおはおはおはお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください））））    

浅間温泉浅間温泉浅間温泉浅間温泉・・・・美美美美ヶヶヶヶ原温泉原温泉原温泉原温泉へはへはへはへは松本駅松本駅松本駅松本駅よりバスでよりバスでよりバスでよりバスで約約約約２０２０２０２０分分分分ですですですです。。。。    

WWWW    錦錦錦錦のののの湯湯湯湯    地本屋地本屋地本屋地本屋（（（（浅間浅間浅間浅間））））        

駐車場有（無料）先取り!（２００円引） 連泊!（１泊５００円引） グループ!（４００円引） 

旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金    （（（（１１１１泊夕泊夕泊夕泊夕・・・・朝食付朝食付朝食付朝食付））））    和室和室和室和室バス・トイレバス・トイレバス・トイレバス・トイレ付定員付定員付定員付定員３３３３～～～～５５５５名名名名    大人大人大人大人おおおお一人様一人様一人様一人様    

４４４４日宿泊日宿泊日宿泊日宿泊    ２２２２名名名名１１１１室室室室    １２１２１２１２，，，，００００００００００００円円円円    ３３３３名名名名１１１１室室室室    １１１１１１１１，，，，００００００００００００円円円円    ４４４４～～～～５５５５名名名名１１１１室室室室    ９９９９，，，，９００９００９００９００円円円円    

５５５５日宿泊日宿泊日宿泊日宿泊    ２２２２名名名名１１１１室室室室    １３１３１３１３，，，，００００００００００００円円円円    ３３３３名名名名１１１１室室室室    １２１２１２１２，，，，００００００００００００円円円円    ４４４４～～～～５５５５名名名名１１１１室室室室    １０１０１０１０，，，，９００９００９００９００円円円円    

ⅩⅩⅩⅩ    ホテルホテルホテルホテル井筒井筒井筒井筒（（（（浅間浅間浅間浅間））））            

駐車場有（無料）先取り!（２００円引） 連泊!（１泊５００円引） グループ!（４００円引） 

旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金    （（（（１１１１泊夕泊夕泊夕泊夕・・・・朝食付朝食付朝食付朝食付））））    和室和室和室和室バスバスバスバス無無無無・トイレ・トイレ・トイレ・トイレ付定員付定員付定員付定員５５５５名名名名    大人大人大人大人おおおお一人様一人様一人様一人様        

４４４４日宿泊日宿泊日宿泊日宿泊    ２２２２名名名名１１１１室室室室    １２１２１２１２，，，，００００００００００００円円円円    ３３３３名名名名１１１１室室室室    １１１１１１１１，，，，００００００００００００円円円円    ４４４４～～～～５５５５名名名名１１１１室室室室    ９９９９，，，，９００９００９００９００円円円円    

５５５５日宿泊日宿泊日宿泊日宿泊    ２２２２名名名名１１１１室室室室    １３１３１３１３，，，，００００００００００００円円円円    ３３３３名名名名１１１１室室室室    １２１２１２１２，，，，００００００００００００円円円円    ４４４４～～～～５５５５名名名名１１１１室室室室    １０１０１０１０，，，，９００９００９００９００円円円円    

ＹＹＹＹ    ホテルホテルホテルホテル梅梅梅梅のののの湯湯湯湯（（（（浅間浅間浅間浅間））））        （（（（４４４４日日日日のみのみのみのみ））））    

駐車場有（無料） グループ!（３００円引） 

旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金    （（（（１１１１泊夕泊夕泊夕泊夕・・・・朝食付朝食付朝食付朝食付））））    和室和室和室和室バス・トイレバス・トイレバス・トイレバス・トイレ付定員付定員付定員付定員４４４４名名名名    大人大人大人大人おおおお一人様一人様一人様一人様        

和室和室和室和室    ２２２２名名名名１１１１室室室室    １２１２１２１２，，，，００００００００００００円円円円    ３３３３名名名名１１１１室室室室    １１１１１１１１，，，，００００００００００００円円円円    ４４４４名名名名１１１１室室室室    １０１０１０１０，，，，００００００００００００円円円円    

ＺＺＺＺ    ホテルニューことぶきホテルニューことぶきホテルニューことぶきホテルニューことぶき（（（（美美美美ヶヶヶヶ原原原原））））            

駐車場有（無料）先取り!（２００円引） 連泊!（１泊３００円引） グループ!（２００円引） 

旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金    （（（（１１１１泊夕泊夕泊夕泊夕・・・・朝食付朝食付朝食付朝食付））））    和室和室和室和室バス・トイレバス・トイレバス・トイレバス・トイレ付定員付定員付定員付定員５５５５名名名名    大人大人大人大人おおおお一人様一人様一人様一人様        

４４４４日宿泊日宿泊日宿泊日宿泊    ２２２２名名名名１１１１室室室室    １１１１１１１１，，，，５００５００５００５００円円円円    ３３３３名名名名１１１１室室室室    １０１０１０１０，，，，５００５００５００５００円円円円    ４４４４～～～～５５５５名名名名１１１１室室室室    ９９９９，，，，５００５００５００５００円円円円    

５５５５日宿泊日宿泊日宿泊日宿泊    ２２２２名名名名１１１１室室室室    １２１２１２１２，，，，５００５００５００５００円円円円    ３３３３名名名名１１１１室室室室    １１１１１１１１，，，，５００５００５００５００円円円円    ４４４４～～～～５５５５名名名名１１１１室室室室    ９９９９，，，，９００９００９００９００円円円円    

 

【【【【申申申申しししし込込込込みみみみ方法方法方法方法】】】】    

なるべくクラブなるべくクラブなるべくクラブなるべくクラブ毎毎毎毎、、、、都道府県都道府県都道府県都道府県などのチームなどのチームなどのチームなどのチーム毎毎毎毎におにおにおにお申申申申しししし込込込込みくださいみくださいみくださいみください。。。。    

春春春春のインカレとはのインカレとはのインカレとはのインカレとは異異異異なりなりなりなり、、、、厳密厳密厳密厳密なななな学校毎学校毎学校毎学校毎におにおにおにお申込申込申込申込いただくいただくいただくいただく必要必要必要必要はありませんはありませんはありませんはありません。。。。    

原則原則原則原則としてとしてとしてとして先着順先着順先着順先着順といたしますといたしますといたしますといたします。。。。定員定員定員定員にににに達達達達しししし次第終了次第終了次第終了次第終了となりますとなりますとなりますとなります。。。。予予予予めごめごめごめご了承下了承下了承下了承下さいさいさいさい。。。。    

申申申申しししし込込込込みはみはみはみは、、、、次次次次ページのページのページのページの申申申申しししし込込込込みみみみ先先先先にメールにメールにメールにメール又又又又ははははＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸにておにておにておにてお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

受付受付受付受付できましたらできましたらできましたらできましたら折返折返折返折返しメールないししメールないししメールないししメールないしＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸでででで返信返信返信返信させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

申申申申しししし込込込込みみみみ時時時時にごにごにごにご連絡連絡連絡連絡いただくいただくいただくいただく内容内容内容内容        

①①①① ごごごご宿泊日宿泊日宿泊日宿泊日・・・・希望宿泊先希望宿泊先希望宿泊先希望宿泊先（（（（第第第第２２２２・・・・第第第第３３３３希望希望希望希望があればあわせてがあればあわせてがあればあわせてがあればあわせて））））    

②②②② 団体団体団体団体名名名名、、、、クラブクラブクラブクラブ名名名名、、、、又又又又はははは学校学校学校学校名名名名        ③③③③代表者名代表者名代表者名代表者名            ④④④④人数人数人数人数・・・・男女別男女別男女別男女別    

⑤⑤⑤⑤    代表者代表者代表者代表者のののの連絡先連絡先連絡先連絡先    （（（（住所住所住所住所・・・・電話番号電話番号電話番号電話番号））））    ⑥⑥⑥⑥自家用車自家用車自家用車自家用車のののの有無有無有無有無・・・・台数台数台数台数    

申申申申しししし込込込込みみみみ締切締切締切締切    １０１０１０１０月月月月０５０５０５０５日日日日（（（（水水水水））））    正午正午正午正午までまでまでまで    

                                                                （（（（以降空室以降空室以降空室以降空室のあるのあるのあるのある場合場合場合場合のみのみのみのみ追加募集追加募集追加募集追加募集いたしますいたしますいたしますいたします））））    

次次次次ページのページのページのページの募集要項募集要項募集要項募集要項・・・・旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件をををを確認確認確認確認のののの上上上上、、、、おおおお申申申申しししし込込込込みみみみ下下下下さいさいさいさい。。。。    



＜募集要項・旅行条件＞＜募集要項・旅行条件＞＜募集要項・旅行条件＞＜募集要項・旅行条件＞    
※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。 

■旅行代金に含まれるもの■旅行代金に含まれるもの■旅行代金に含まれるもの■旅行代金に含まれるもの    

◎◎◎◎宿泊プラン宿泊プラン宿泊プラン宿泊プラン    

上記宿泊斡旋のご案内書に記載した宿泊費・食事代（食堂又は

レストランにてご用意します）・消費税等諸費用    

■旅行代金に含まれないもの■旅行代金に含まれないもの■旅行代金に含まれないもの■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■添乗員■添乗員■添乗員        同行いたしません。この旅行では、約款に定め

る旅程管理は行いません。ご旅行に必要なクーポン券類をお

渡しいたしますので、ご旅行の諸手続きはお客様ご自身で行

っていただきます。 

■最少催行人員■最少催行人員■最少催行人員■最少催行人員        各宿泊施設ごとに各宿泊施設ごとに各宿泊施設ごとに各宿泊施設ごとに１０名 

 

■お申込み期限■お申込み期限■お申込み期限■お申込み期限         １０月０５日（水）締め切り 

 

■申込方法■申込方法■申込方法■申込方法 

下記お申込み先にＦＡＸ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■旅行契約と契約の成立■旅行契約と契約の成立■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）FAX・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（３）申込金（３）申込金（３）申込金((((お一人様につきお一人様につきお一人様につきお一人様につき))))：：：：    

5,0005,0005,0005,000円以上ご円以上ご円以上ご円以上ご旅行代金まで旅行代金まで旅行代金まで旅行代金まで 

（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■旅行代金のお支払い■旅行代金のお支払い■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１０１０１０１０月月月月２８２８２８２８日日日日

までにお支払いいただきます。 

    

■旅行中止の場合■旅行中止の場合■旅行中止の場合■旅行中止の場合 

当ツアーは、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。催行の可否は遅くとも１０

月２０日までにご連絡いたします。予めご了承ください。 

■取消料■取消料■取消料■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 

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

※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※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※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※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％の取消料を頂戴数に関係なく１００％の取消料を頂戴数に関係なく１００％の取消料を頂戴数に関係なく１００％の取消料を頂戴いたします。いたします。いたします。いたします。    

※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※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※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※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。旨をお申し出いただいた日とします。旨をお申し出いただいた日とします。旨をお申し出いただいた日とします。    

 

■個人情報の取扱について個人情報の取扱について個人情報の取扱について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・ご旅行代金の基準ご旅行条件・ご旅行代金の基準ご旅行条件・ご旅行代金の基準ご旅行条件・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23年6月01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＞＜旅行のお申込み・お問い合わせ先＞＜旅行のお申込み・お問い合わせ先＞＜旅行のお申込み・お問い合わせ先＞ 

 旅行企画･実施：旅行企画･実施：旅行企画･実施：旅行企画･実施：    

㈱日本旅行㈱日本旅行㈱日本旅行㈱日本旅行東京多摩支店東京多摩支店東京多摩支店東京多摩支店    文化学園内旅行コーナー文化学園内旅行コーナー文化学園内旅行コーナー文化学園内旅行コーナー    

観光庁観光庁観光庁観光庁登録旅行業第２号（社）日本旅行業協会正会員登録旅行業第２号（社）日本旅行業協会正会員登録旅行業第２号（社）日本旅行業協会正会員登録旅行業第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旅行業公正取引協議会会員旅行業公正取引協議会会員旅行業公正取引協議会会員            ボンド保証会員ボンド保証会員ボンド保証会員ボンド保証会員    

                            
〒〒〒〒111151515151----8521852185218521    東東東東京都渋谷区京都渋谷区京都渋谷区京都渋谷区 3333－－－－22222222－－－－1111    学校法人文化学園内学校法人文化学園内学校法人文化学園内学校法人文化学園内    

TELTELTELTEL：：：：03030303----3333299299299299－－－－2058205820582058        

FAXFAXFAXFAX：：：：０３‐３２９９‐２１３７０３‐３２９９‐２１３７０３‐３２９９‐２１３７０３‐３２９９‐２１３７    

EEEE----mailmailmailmail    ::::    

hirofumi_kobayashi@nta.co.jp 

担当：小林担当：小林担当：小林担当：小林    

営業時間：月～金営業時間：月～金営業時間：月～金営業時間：月～金    9999：：：：30303030～～～～17171717：：：：30303030（土・日・祝日は休み）（土・日・祝日は休み）（土・日・祝日は休み）（土・日・祝日は休み）    

総合旅行業務取扱管理者総合旅行業務取扱管理者総合旅行業務取扱管理者総合旅行業務取扱管理者    北川北川北川北川    雅敏雅敏雅敏雅敏    

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。の取引の責任者です。の取引の責任者です。の取引の責任者です。    

このこのこのこの契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、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。ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。    
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