


I 施設概要 I 
：研修施設は河口湖畔に立地し、施設の目の前には富土山の広

大なパノラマが広が っています。施設は新しくとても渭潔感が

1円ILI あり、充実の機能が備わっていますので、国内留学のメリットを
• 1 ぺ→最大限実感していただけます。自慢の施設と立地で、充実した
�遣学生活を送ることができまg。

（施設収容人数】 100名（今回は最大50名までの受け入れとなります）
（宿 泊 l施設内の8人部屋を今回は2~4名で使用します。

蜀堕企遷クイメージ上（クラスの人数 1 通常10名程ですが、今回は1クラス7名を基本といたします。

〇授業内容について
最大6~7人の少人数レッスンを基本とし、生徒のレベルに応じた授業を行います。例えば聞き
取りが弱点の生徒であっても、マンツ ーマンレッスンでその弱点を徹底的に克服するようプロ
グラムを組みますので「英語を学ぷことは楽しいこと」と思っていただけます。

〇イングリッシュオンリーポリシーについて
施設内に一歩足を踏み入れた瞬間から、日本語 は禁止とします。日中英語に触れてせつかく英
語脳に近づいてもお部屋に戻ってから日本語を話してしまったのでは合宿の効果が現れませ
ん。朝起きて夜寝るまで、英語以外使わないという強い意志でお申し込みください。ただし緊
急時や英語指迎上必要な場合は日本語で対応します。

〇持ち物について
バスタオル、タオル、歯ブラシ、（化粧水、クリ ーム）、室内履き、水箇、画記用具、虫よけスプレ
ー、身分証8月程・健康保険証（原本）など。

r 
①この旅行はGo To トラベル事業の支援対象旅行中～旅行後も安心です！ です。

「コロナお守りバック（保険特約）」 ②旅行代金からGo To トラベル事業による給
を付保しています。

付金を引いた金額がお客様のお支払い実額
当該旅行につきましては、新製コ0ナウイ となります。 別途旅行代金に応じた地域共
ルス感染症一時金特約を付帯した国内旅行 通クーポンが付与されます。
保険を付保しております（本保険は、当社と ③給付金の受領について
東京海上日動火災保険株式会社との間で 国からの給付金はお客様に対して支給されま
締結された一般包括全貝付保契約です）。 すが、当社およびGoToトラベル事務局は、給
①補償内容 付金をお客様に代わって受領（ 代理受領）致

死亡・後遺傷害、新型コロナウイルス しますので、お客様は、旅行代金に対する給
感染症 一 時金特約 付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払

②付帯サーピス
いいただくこととなります。なお、お取消しのメディカルアシスト (24時間・ 3658)
際は、旅行代金を墓準として所定の取消料を

補償の詳細個人情報の取扱いにつきまし 申し受けいたします。お客様は、当社および
ては、当社ホームペ ー ジをこ確認いただ< GoToトラペル事務局による代理受領ついて
か、担当者へこ｀確認ください。 こ了承のうえお申込みください。

「地域共通ク ーポン」について詳しくはGoToトラベル事務局のホームベージをこ覧ください
https://goto.jata-net.or.jp/ 

新型コロナウイルス感染症予防対策について
新型コ0ナウイルス感染症の予防対策ガイドラインを策定し、お客様に安心してこ利用いただけるよう取り組みを
行ってまいります。詳しくは別途お渡しする「新型コロナウイルス感染症防止対策について」をご参照ください。
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07:36 新大阪駅発、名古屋駅発 (08:43発）、ひかり640号にて
三島駅へ (09:58沼）

10:10 三島駅で合流後、貸切バスにて河口湖ヘ
沼後、宮士山パノラマ0 ープウェイにて山上の展望台へ
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22:30 消灯 〈河口湖セミナ ーハウス泊〉図医
07:00 朝食•朝の集会
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4| 2021年 13:45 卒業式、退寮
1/2 （土） 貸切バスで三島駅へ、途中お士産店に立ち寄ります（地
1/6 （水） 域共通クーポンの利用が可能です）

新幹線で各地へ
17:27 三島駅発、こだま734号にて東京駅へ (18:18沼）
17:46 三品駅発、名古屋駅野 (19:01沼）、ひかり521 号にて新

大阪駅へ (19:57沼） 圏⑮

■旅行代金・給付額・地域共通クーポン•お支払い実額（お 1 人様）
発着地 旅行代金® 倍行代金への給付額®地域共通クーポンお支払い冥榎®--@

三島駅 141.000円 42,000円 18,000円 99,000円
東京駅 151.000円 42,000円 18,000円 109,000円
名古屋駅 158,000円 42,000円 18,000円 116,000円
新大阪駅 166,000円 42,000円 18,000円 124,000円
1 人部屋追加代金 15,000円
■添乗員：三品駅から三島駅まで同行． 新大阪駅、 名古屋駅 、 寛京駅では係員がこ案内します。
■食事：朝3回・昼4回夕3回
■最少催行人只：各出発日 、 各発着地の合計で8名
■利用予定交通機関：貸切バス（伊豆中央自動車、 冨士急行パス 、 シンフジハイヤー

、 伊豆箱根バス 、 関越バス）
■利用予定布泊施設烹洋大学河口湖セミナーハウス（男女別2~4名 1茎洋室2段ペッド、 部屋内に浴室、 トイレなし）
■プログラム運営：アチ＿ブゴ＿ル
去上記スケジュールは2020年9月11 日を基準としています． 交通攪閲や 、 天依状況 、 現地受け入れ先の配

合などにより行程が変更になる場合がございます．

米各集合場所までの交通機閲も手配しますのでお問い合わせください．

米1日目ロープウエイの代わりに森と畜楽のミュ＿ジアムに変更する場合があります．

ご旅 行条件（抜粋）お申し込みいただく前に別途お渡しする 「国内募渠型企画旅行条件四」を必すお読みください。
（募集製企画旅行契約）
●この旅行は8通旅行株式会社（只京都千代田区大手町1-6-1 、観光庁艮宮登録

旅行業第1937号）（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憬は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」とい
います．）を締結することになります．

●旅行契約の内容条件は、 当バンフレットによるほか捌途お渡しするllil内募集型
企画旅行条件書 A 奮定書面（最終8程表）及び当社の旅行業的款（募集型企画旅
行契約の部）によります。

ぼ行のお申し込み契約成立の時期）
●申込●と甲込金の振り込みをもって成立するものといたします。
（旅行代金のお支払い）
●旅行代金は当社の旧定する期日までにお支払いただきます．
（旅行代金に含まれるもの〕
●旅行日程に含まれる送迎自動瓜等の料金． 但し、 旅行日程に「お客様Q担」と表記

してある場合を除きます。
●旅行8程に明示した百泊の料金及び税•サーピス料金（部因条件は別途明記します）
●旅行8程に明示したR事の料金
●施設使用料
●教材費
●添粟員同行費用
渾行代金に含まれないもの〕
●追加飲食代その他困人的性質の！＂費用及びそれに伴う悦•サービス料金
●自由行動中の一切の費用
●日本国内における自宅から集合解散場所までの交通費宿泊料
●お客様の傷詈疾病に対する医療費
●任意の国内旅行傷害保険
渾行契約内容・代金の変更）
●当社は旅行契約の内容を変更し、 旅行代金を変更することがあります。詳しくは 、

「条件●」によります。
（取消料）
●お客様はいつでも以下の取消料を支払つて旅行契約を解除 することが できま

す。当社の賣任とならないロー ン 、 渡航手続きの事由によるお敗沿の場合も下

旅行企画・実施

®日通旅行［昌字］
観光庁長官登録旅行業第 1937号
東京都千代田区大手町 1-6-1 大手町ピル 1陪
総合旅行莱務取扱管理者：谷雄輔

e面蒜行業協会 gi:1れ誓悶

承認番号．薬推広第036号 承認日：2020年9月 18日

記取消料 をいただきます。
◇旅行間始日の前日から起算して20日前～8日前まで
◇旅行間始日の前日から起算して7日前～2日前まで
◇旅行間始日の前日 … •••

…旅行代金の20%
旅行代金の30%
旅行代金の40%........旅行代金の50%◇旅行開始日当日 ・・・・•…•

◇旅行開始日後または無i!!絡不参加
〔当社の賣任）

9 9 9 9 9  9 9  9 • •旅行代金の100'泊

●当社は当社又は手記代行名がお客様に損害をあたえた時は損害を賠償いた1.,
ます。（お荷物に関する11!l償限度額は当社に故意または重大な過矢がある場合
を除きお1人15万円までとし損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に
申碑された場合）その1也は「条件●」によります．

（特別補償〕
●当社は賣任の打煕にかかわらす、お客撮が当旅行中 、 急激かつllll然な外来の事

故により生命、 身体または手荷物に被った一定の損害について1111慣金及び見買
金を支払います．詳しくは「条件書」によります。

（旅程保lill
●旅行日程に重要な変更が行われた場合には 、 当社はその変更の内容に応じて変更

補償金を支払います。詳しくは「条件●」によります。
〔お冨様の賣任）
●当社はお客様の故憲または週矢、 法令もしくは公序良俗に反する行おにより当社

が損害を被った時はお客様から損害のII!!償を申し受けます。
〔クレジットカード利用の通償契約）
●当社は当社が提携するクレジットカード会社の会員（以下「会員」といいます。〉

より ． 会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けること（以下「通邁契
約」といいます。）を条件に電話その他の通I邑手段による旅行のお甲し込みを
受ける場合があります。その場合 、 会員は「出発日」「旅行名」に加えて「カー ド
名」「カード番号」「カード打効期限J等を当社にお申し出いただきます．

●通僭契約による旅行契約l;J: 、電話による申し込みの場合、 当社が受諾した時に成
立し 、 その他の通信手段による申し込みの場合は、 当社が契約の締結を承諾す
る百の通知を発した時に成立するものとします。

●通信契約での 「カード利用日」は 、 会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金
等の支払または払戻債務を履行すべき日とし． 前者の場合は契約成立日 、 後者の

お問い合わせは

場合は契約解除のお甲し出のあった日となります。
環少催行人員）
●名出発日発層地の 合l!tで8名。これに潟たない場合、 旅行の冥廃を中止するこ

とがあります。ただし、 この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13
日目（ 日帰り旅行の場合は3日目）にあたる日より前に通知いたします。

（最終日程喪の交付時期〕
●潅定した主な運送親関名及び百泊ホテル名が記載さnた最終日1皇表は旅行開始

日の前日までに交付します。ただし、 旅行開始日の7日前以降にお申し込みいた
だいた場合には旅行開始日当日に交付することがあります。なお 、 期8前であっ
てもお問い合わせいただければ手配状況についてこ餃明いたします．

(fill人情報の取り扱いについて）
●当社は 、旅行甲し込みの際にお申込●にこ記入いただきましたお客様の固人情

報について、 お客様との間の遺絡のために利用させていただくほか、お客様がお
申し込みいただいた旅行の手配において必聾な範囲内で運送・布泊携関及び手
配代行会社， に提供させていただきます．

〇行条件旅行代金の墓瀑日）
●この旅行条件は 、 下記の 日付を基準としています。

2020年9月 118
（写真について）
掲載している写真は撮影時のアングル•天候など騎条件により、 実際にこ覧になる景
観とは異なる場合があります． また、 「イメージ」と付記されている写真は旅行日程
とは関係ない旅行目的のイメ＿ジ、旅渭等を表現したものです。
〔紀合旅行纂務取扱筐環誉について）
紀合旅行業務敗扱筐理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での敗引に閲する
責任者 です。この旅行契約に関し、 担当者からの駁明にこ不明な点があれば、こ
遠慮なく下記の取扱琶理者にお尋ねください。

時間帯の目安
早朝＝04:01~0600/朝=06：01~08:00／午前=0801~12:00
午後＝12:01~18:00 （昼＝1201~14:00 夕刻＝16:01~18:00)
夜＝ 18:01~2300／深夜＝23:01~04:00 
食事マークについて
國：機内食l!ll朝食圏昼食回夕食〇：食事なし

株式会社ダイワグループ　
航空券通販センター　国内英語研修係
〒106-0003 東京都杉並区高円寺南４－２７－１７
       恒陽サンクレスト高円寺ビル９０３
TEL: 03-5377-1381   FAX:  03-3314-6094
www.kokunairyoko.com




