
開催日程
2018年7月26日（木）～7月27日（金）
開 催 地
福井県 芦原温泉

プログラム企画問い合わせ
住所 大阪市中央区瓦町4-7-8

本町東栄ビル3階
TEL：(06) 4706-5710

イベント企画

in 福井県

※写真は過去のアクティビティイメージです。



2018年のサマージャンボリーはこちら！

宿泊場所 福井県 芦原温泉 清風荘

アクティビティタイム 英語レッスン＆お楽しみイベント

サマージャンボリーでは、何度も宿泊
したことのあるホテルです！

毎回、おいしいご飯と、広い大浴場…
参加者のみなさんから大好評の宿泊地に
なっています。

場 所 福井県あわら市温泉3丁目803

外国人講師の英語レッスンタイム！
お友だちと一緒に、楽しく参加しよう。
レッスンの後は、先生がお友だちとサイン交換！

みんな大好きなプールタイム！
外国人講師と一緒にLetʼs go swimming！

場 所 みくにアクアスイムクラブ

夜は宿泊施設内で「夏祭り」＆「イベント」タイム！
英語でお買い物できるかな？
楽しい抽選会や外国人講師とのゲーム大会も！

ホテルロビー（イメージ）

大浴場（イメージ） 客室（イメージ）



英語レッスン＆お楽しみイベント

クラフトタイム 自分だけのオリジナル和紙を作ろう

Summer Jamboree Q&A

どうやって和紙が作られるか、
英語で学ぼう！
世界でたった1枚の自分だけの
和紙を作る「紙すき体験」！
かわいい押し花や染料でアレンジ
してみよう！

場 所 越前 和紙の里

クラフト体験 （イメージ）

※写真は過去のアクティビティイメージです。



募 集 要 項
■募集期間 ～7月11日（水）
■旅行期間 2018年7月26日（木）～7月27日（金）
■開催地 福井県
■募集人数 100名（最少催行人数44名）
■集合・解散 JR新大阪駅またはJR京都駅
■参加対象 年中～高校3年生
■旅行代金 （お一人様 6名1室 和室利用）

会員・リピーター：32,000円（税込34,560円）
一般の方：33,000円（税込35,640円）

■食事条件 朝食1回、昼食1回、夕食1回
■添乗員 同行します。
■同行者 看護師1名及び、BE studioスタッフが同行します。
■利用ホテル 清風荘 福井県あわら市温泉3丁目803
■輸送機関 ＪＲ西日本 北陸鉄道株式会社

日 程 表
※プログラムは、現地の天候、そのほかの理由により変更を行う可能性があります。

ご注意

※ミネルヴァ、BE studioの卒業生、会員家族、会員紹介は会員価格を適用します。
※旅行代金には、消費税等諸税が含まれています。また、旅行代金にはプログラム料金が
含まれております。※イベントで撮影した画像は、BE studio HP及び、広告・販促物、社内
資料での利用などに使用させていただくことがございます。それ以外の目的では使用
いたしません。※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、
心身の障害、行動への特別な対応のご要望がある場合は、お申込時に申込書へご記入ください。
ご参加の受け入れおよ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。

月日曜 時間 交通機関 スケジュール

2018
年

7/26
（木）

10:10～
10:50発

13:00～
13:40着

ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞ

専用バス

JR新大阪駅・JR京都駅発

JR芦原温泉駅到着後、専用バスにてホテルへ

13:30～
17:00

ホテル清風荘到着後、各自昼食（持参弁当）
英語レッスン

18:00 ホテルにて夕食＆入浴＆お土産タイム
20:00
21:00

イベントタイム（夏祭り、英語ゲーム、抽選会）
就寝（芦原温泉泊）

2018
年

7/27
（金）

7:00
8:30 専用バス

起床 朝食
ホテル出発、プールへ

12:00～
14:00 専用バス 昼食

クラフトタイム終了後、専用バスにて武生駅へ

14:20～
15:00発

15:00～
16:40着

ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞ JR武生駅発、京都駅、新大阪駅へ

JR京都駅・JR新大阪駅着・・・解散

お 申 込 手 順

STEP 4
●しおりを受取る

ご出発の1週間前までに、
皆様にしおりを発送さ
せていただきます。

旅行条件書（要旨）
■旅行契約は当社が契約締結を承認し申込金を受理した時に成立するものとします。
■詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので、事前にご確認の上お申込下さい。
■本旅行に関して契約変更及び解除、責任及び免責、損害賠償等に関する事項は、
（株）近畿日本ツーリスト関西の 旅行業約款（募集型企画旅行契約）によります。

■取消料

（宿泊旅行の場合）

出発日の前日か
ら起算して

20日前から
8日前まで

7日前から
2日前まで 出発前日 出発当日の

旅行開始前
旅行開始後又は
無連絡不参加

旅行代金の 20% 30% 40% 50% 100%

■旅行の催行中止･･･最少催行人員に満たないときは旅行の実施をとりやめることがあります。
この場合は旅行 開始日の前日から起算してさかのぼって13日目（日帰りの場合は3日前）に
当たる日より 前に通知します。

■特別補償･･･当社は特別補償規程の定めるところにより、お客様が旅行中に生命、身体または
手荷物に被った一定の損害について補償金及び見舞金をお支払いします。

■その他詳細は当社募集型企画旅行条件書によります。
■この旅行条件は平成30年6月1日を基準としております。

※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、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にお
たずね下さい。

個人情報について
イ．（株）近畿日本ツーリスト関西（以下「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。
ニ．プログラムを委託する株式会社ベネッセビースタジオと共同利用致します。

お申込み者全員
サマージャンボリー

Tシャツ
プレゼント

お申込み・お問い合わせ先
■イベント企画：株式会社 ベネッセ ビースタジオ ■旅行企画・実施：（株）近畿日本ツーリスト関西

【旅行企画・実施】
（株）近畿日本ツーリスト関西 関西MICE支店
〒556-0017 大阪市浪速区湊町1-4-38 近鉄新難波ビル6F
観光庁長官登録旅行業第2039号 ＪＡＴＡ正会員
総合旅行業務取扱管理者：柴﨑 浩一

リピーター限定

※Tシャツの画像はイメージです。
※Tシャツのデザインは変更になる場合がございます。
色やサイズをお選びいただくことはできませんので予めご了承ください。

お申込み
特典

※2017年サマージャンボリー参加者が対象となります。

●申込金（ご旅行代金）
のお支払い

STEP１の後、ご案内しており
ます、ご請求書に基づいて、
申込金（ご旅行代金）をお振
込みください。

STEP 3
●親権者同意書兼健康調査表
●旅行申込書の提出

お申込みから5日以内に上記書類
を同封の返信用封筒にて、

（株）近畿日本ツーリスト関西宛
にご郵送ください。

STEP 2
●旅行会社に電話申込み
下記のお申込み先
（株）近畿日本ツーリスト関西
までお電話にてご連絡ください。
親権同意書兼健康調査表、
申込金（ご旅行代金）
旅行申込書、返信用封筒
のご案内をお送りいたします。

STEP 1

(株)近畿日本ツーリスト関西トラベルサービスセンター西日本
「サマージャンボリー2018係」【関西国046018006010】
〒550-0013 大阪市西区新町1-16-1-7F
総合旅行業務取扱管理者：北沢達成
営業時間：平日10：00～17：00（土・日・祝日は休業）
＊休業日と営業時間外の取消・変更のお申出には対応ができませんので、翌営業日
の受付となります。

●ご案内

ベネッセ（BEstudio）
より、お電話にてプロ
グラム内容などのご説
明を致します。

STEP 5
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