
朝２回、昼2回、夕２回
添乗員2名、看護師1名同行
BE studioスタッフが各班担当としてお世話いたします。
アルファ交通またはジョイフル観光、西観光バス、平成
エンタープライズ、萩観光、エスケー交通、KENドリーム、
大宮西観光、三楽観光、カミコウバス
近畿日本ツーリスト/プログラム運営：株式会社ベネッセビースタジオ
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2018年
7/31
（火）

8/1
（水）

8/2
（木）

×
×
夕

スケジュール 食事時間月日曜

日程表

各出発地集合・バス出発
昼食（車中）
オープニングセレモニー
チームビルディング
スタンツ＆スキット（Meet up）
夕食
キャンプファイヤー
フレンドシップタイム
夜のほっとたいむ

朝
午後

夕

夜

モーニングセレモニー
朝食
エンジョイ津南◯◯にチャレンジ
サマジャンクッキング
昼食
ネイチャーアクティビティ
スタンツ＆スキット（practice）
スタンツ＆スキット（rehearsal）
夕食
ナイトウォーク
夜のほっとたいむ

朝

午前

午後

夕

夜

モーニングセレモニー
朝食
サマーフェスティバル(スタンツ＆スキット発表会）
サマジャンサイン会（Tシャツサイン会）
昼食
クロージングセレモニー
バス出発
各地到着、解散

朝

午前

午後

夕

朝
昼
夕

朝
昼
×

1

2

3

募集概要

Aコース　Summer Jamboree Plus　サマージャンボリープラス

お申込手順

旅行条件書（要旨）

〒160-0023　東京都新宿区西新宿8-14-24　西新宿KFビル3階

営業日・営業時間：月～金（土・日・祝日はお休み）10:00～17：00
総合旅行業務取扱管理者：高野雅弘・小室智恵子 総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所
での取引責任者です。このご旅行の契約等に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく
総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

(株)近畿日本ツーリストコーポレートビジネス　
トラベルサービスセンター東日本

お問い合わせ先

観光庁長官登録旅行業第1944号　
一般社団法人日本旅行業協会正会員

旅行企画・実施

「SUMMER JAMBOREE PLUS」係 担当：中井、渡邊

51,300円
55,080円

55,080円
58,320円

会員・会員兄弟
・会員紹介　
会員・会員兄弟
・会員紹介（高学年）　

一般

一般
（高学年）

※上記代金にはプログラム代が含まれております。※価格は全て税込みです。
※高学年は小学4年生以上が対象となります。

（税込／
お一人様あたり）

（利用ホテル）

（バス発着地）

※各プログラムは、現地の天候、その他の理由により変更を行う可能性があります。

※価格は全て税込みです。※レッスン日と重なる方は、レッスン料1回分を10月月謝より差引きま
す。※ミネルヴァ、BE studioの卒業生・家族会員は会員価格を適用します。※割引制度の条件を
満たす方は申込時にご登録ください。※撮影した写真・映像は、当社及びBE studioのホーム
ページ・販促物に使用することがあります。それ以外の目的では使用いたしません。※ご自宅を出
てから、ご帰宅まで傷害保険に加入しております。※プログラムの活動や集団行動において、アレ
ルギーなどの疾病・疾患や心身の障害・行動などへの特別な対応のご要望がある場合は、お申
込み時にご登録ください。ご参加受け入れ及び対処を検討させていただきます。※企画趣旨に
そぐわない行為や他の参加者に迷惑をかける行為を繰り返した場合には、プログラム途中で
あっても参加をご遠慮いただく場合がございます。

ご
注
意

株式会社近畿日本ツーリスト
コーポレートビジネス 第2営業支店
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旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

■旅行代金について　
●旅行代金に含まれるもの 旅行代金算出基準日：平成30年2月26
日
①宿泊代金（和室定員利用 バス・トイレ付もしくはバスなし・トイレ付/
和洋室定員利用 バス・トイレ付/2名1室ツイン利用 バス・トイレ付/3名1
室トリプル利用 バス・トイレ付）②日程表に明示した貸切バス代金　③
ご旅行日程表に明示した食事料金（朝食2回、昼食3回、夕食2回） ④有
料道路代　⑤消費税　⑥添乗員費用　⑦プログラムのレッスン料金
※上記代金はお客様の都合により、一部利用されなくても払い戻し
いたしません。
●旅行代金に含まれないもの
　上記以外は旅行代金に含まれませんが、参加に当たって通常必要とな
る費用を例示します。
　クリーニング代、電話代、その他追加飲食、個人的性質の諸費用、
およびそれに伴う税・サービス料、傷害・疾病に関する治療費、集
合＆解散場所↔ご自宅の交通費
■取消料のかかる場合（お客様による旅行契約の解除）
　お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができま
す。

①当社の責任とならないローン等の事由によるお取消しの場合も
表記取消料をいただきます。
②取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に追加代金
を加えた合計額です。
■取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)　下記
の場合は取消料はいただきません。(一部例示)
①旅行契約内容に重要な変更が行われたとき。重要な変更とは「旅
程保証」の項１～８に定める事項をいいます。
②旅行代金が増額された場合。
③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
④当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能と
なったとき。
■個人情報の取扱いについて
イ．当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下
「販売店」）は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報につ
いて、お客さまとの連絡や運送･宿泊機関等の手配のために利用
させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等
を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に
提供いたします。また、旅行先でのお客さまのお買物等の便宜の
ため、お客さまのお名前および搭乗される航空便等に係る個人情
報を、電子的方法等で免税店等の事業者に提供いたします。
　お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客
さまに同意いただくものとします。
ロ．当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品
案内など販売促進活動、お客さまへのご連絡や対応のために、当
社グループ企業および販売店と共同利用させていただきます。当
社グループ企業および販売店が共同利用する個人情報は以下の

とおりです。住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入
履歴、メールアドレス
ハ．上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針について
は、当社の店頭またはホームページでご確認ください。
■募集型企画旅行契約約款について
　この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行
契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご
請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページ
http://www.knt.co.jpからもご覧になれます。当社はいかなる場合
も旅行の再実施はいたしません。

　この書面は、旅行業法第12条の４による取引条件説明書面になり
ます。また旅行契約が成立した場合は、旅行業法第12条５により
交付する契約書面の一部になります。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目
(日帰り旅行にあっては１０日目)から8日目までの取消 旅行代金の 20％

旅行代金の 30％

旅行代金の 40％

旅行代金の 50％

旅行代金全額

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目から前々日までの取消

旅行開始日の前日

旅行開始日当日 (旅行開始前 )

旅行開始後の取消または無連絡不参加の場合

お得情報

STEP1 STEP2 STEP4 STEP5

●WEB画面にアクセス・お申込み ●引率ごあいさつ
　（電話）

●親権者同意書を
　提出

●しおり・オリエン
　テーションブック
　を受取る

BE studio HP「SUMMER JAMBOREE PLUS」
→「お申込みはコチラ」から近畿日本ツーリ
スト申込画面にアクセス。クレジット決済or銀
行振込を選択。銀行振込の方は、お申込み金
15,000円をお振込みください。

お申込から５日以内に
参加者１人毎の親権
者同意書兼健康調査
票を近畿日本ツーリス
ト宛にご郵送ください。

近畿日本ツーリスト
よりお渡しします。

ご出発日の4週間前から5日
前を目途にご連絡いたしま
す。保護者様にはお子様の健
康状態や生活面のご様子を
お伺いいたします。※必ず全項目へのご回答をお願いいたします。

※親権者同意書兼健康調査票をダウンロード。

STEP3

●残金のお支払い
STEP1で銀行振込を
選択の方は、残金をお
支払いください。

ご兄弟（2名以上）でお申込みいただいた場合…

この機会に是非、ご兄弟でご参加ください。
1名あたり540円割引！1名あたり540円割引！

ご家族割引

2018年4月25日（水）～6月27日（水）
2018年7月31日（火）～8月2日（木）　2泊3日
新潟県中魚沼郡津南町秋成12300　
ニュー・グリーンピア津南
①西船橋→流山おおたかの森　②錦糸町→秋葉原→新宿
③海老名→八王子　④大宮→小山　⑤新宿
①～⑤の各バス定員40名（最少催行人員30名） 
小学1年生～中学3年生
男女別１０名前後のグループ編成
小1～小3/日本人講師班、小4以上/外国人講師班

時間帯の目安：朝=6：00～9：00/午前=9：00～12：00/午後=12:00～17:00/
　　　　　　  夕=17：00～19：00/夜=19：00～22：00
朝=朝食、昼=昼食、夕=夕食、機=機内食、×=食事なし

近畿日本ツーリストのwebサ
イトをご覧いただき、詳しい
旅行条件を事前にご確認の
うえ、お申し込みください。

銀行：三井住友銀行
　　 近畿第一支店
口座：（普通）4953969
名義：近畿日本
　　  ツーリスト
　　  株式会社

お振込み先

044918031003-K-BSP

※クレジット決済選択の
場合は、一括のお支払
いとなります。


