
取消日（変更日） 取消料（変更料） 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降８日目に当たる日まで 旅行代金の20% 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって７日目に当たる日以降２日目に当たる日まで 旅行代金の30% 

旅行開始日の前日 旅行代金の40% 

旅行開始日当日 旅行代金の50% 

旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100% 

※日帰り旅行の場合、解除日が旅行開始の11日前まで取消料は無料です。 

1.募集型企画旅行契約 
この旅行は 株式会社コナミスポーツクラブ(東京都品川区東品川4-10-1 観光庁長官登録第
866号以下「当社」という)が企画・実施するもので、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(以下「旅行契約」という)を締結することになります。又、契約の内容・条件は、
各コース毎に記載されている条件の他、下記条件、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日
程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 

2.旅行お申込及び契約の成立 
 (1)お申込書に所定の事項を記入し、当社が別に定めるお申込金を添えてお申込いただきま
す。お申込金は、「旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部として取り扱います。 
 (2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段(以下「電話等」という)による旅行契約
の予約申込を受付けることがあります。この場合当社が電話等による旅行契約の予約の承諾
の旨通知した翌日から起算して3日以内にお申込書とお申込金を提出していただきます。この
期間内にお申込書とお申込金を提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして取扱
います。 
 (3)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。 

3.旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行開始日までの契約書面に記載する前日までに、当社に対し契約書面に記載
する金額の旅行代金をお支払いいただきます。 

4.旅行代金に含まれるもの 
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食
事代、旅行取扱料金及び消費税等諸税。(コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的
費用は含みません) 

5.旅行代金の変更 
当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定され
る程度を大幅に越えて改訂されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。
その場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して15日目にあたる日より前にお客様
にその旨を通知します。 

6.取消料 
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対して、おひと
りにつき右記の料率で取消料を、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額
代金をそれぞれいただきます。 
(右記の表でいう「取消日」とはお客様が当社の営業日・営業時間内に取消される旨をお申し出
いただいた時を基準とします) 

7.当社の責任及び免責事項 
 (1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害
を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。 
 (2)手荷物について生じた本項(1)の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌
日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、1人15万円を限度として賠償
します。 

8.特別補償 
当社は前第7項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、特別補償規程で定めるところにより、

お客様が募集型企画旅行参加中に、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害に
つきましては補償金及び見舞金を支払います。 

9.旅程保証 
当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に一定の率を乗じた変更
補償金を支払います。 
ただし変更補償金が、1,000円未満の場合は支払いません。 

10.旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は2018年10月1日を基準としています。又、旅行代金は2018年10月1日現在の有
効な運賃・規則を基準として算出しています。 

■個人情報の取扱いに関して 
当社は、旅行申込みの際に提出された、申込書に記載された個人情報について、お客様とのご連絡に利用させ
ていただく他、お客様がお申込み頂いた旅行において運送/宿泊機関等の提供するサービス手配及びそれらの
サービスを受領するための手続きに必要な範囲内で各機関へ提出させていただきます。当社では、①当社及び
当社と提携する企業の商品サービス、キャンペーンのご案内。②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願
い。③アンケートのお願い。④特典、サービスの提供。⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させてい
ただくことがあります。上記の他、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社のホームページで
ご確認ください。 

旅行企画・実施：株式会社コナミスポーツクラブ 観光庁長官登録旅行業第８６６号 
（社）日本旅行業協会正会員 （本社）〒140-0002 東京都品川区東品川4-10-1  
総合旅行業務取扱管理者 澁谷 真 
※この旅行契約に関してご不明な点があれば、旅行業務取扱管理者へお尋ねください。 

コナミスポーツクラブ 
情報ダイヤル ０１２０-９１９-５７３ 

平日 
土・日・祝休日 

9：00～19:00 
10:00～18:00 

■国内ご旅行条件（要約） 



in ハチ高原 

＜共通＞ 

in 志賀高原一の瀬 

申込方法 
施設フロントにて申込書をご記入ください。各開催先着
順となりますのでご了承ください。 

入金方法 
指定口座への振込み、または施設フロントでのクレジッ
トカード払いのみとなります。 

～冬を楽しめ! スキーチャレンジ～ 

■バスルート ①号車：山陽バス  ②③号車：奈良交通バス 
 ①号車 コナミスポーツクラブ 明石大久保 ⇒コナミスポーツクラブ 加古川   
       ⇒現地到着 
 ②号車 コナミスポーツクラブ 大和八木 ⇒コナミスポーツクラブ 東岸和田  
       ⇒コナミスポーツクラブ 香里園 ⇒現地到着 
 ③号車 京都駅⇒大阪駅⇒コナミスポーツクラブ 西宮アネックス⇒現地到着 
 ※各バスの最少催行人数は、30名となります。   

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

12/27
（木） 

AM 
 

PM 

各地出発 
昼食  到着 
開校式 スキー用具合わせ 
夕食   
レッスン①（ナイター） 

12/28
（金） 

AM 
 

PM 

朝食  レッスン② 
昼食  レッスン③ 
夕食  ナイトプログラム 
※上級はビデオレッスン 

12/29 
(土) 

AM 
 

PM 

朝食  レッスン④ 
SIAバッジテスト 
昼食 閉村式 出発 

日程 2019年1月4日（金）～1月6日（日） 2泊3日 

場所 
ハチ高原スキー場 
宿泊…ロッヂ青い鳥 

対象 小学生～中学生 ※対象外要相談 

定員 120名  ※最少催行人数 40名 
(スキー96名・スノーボード24名)  

食事 朝食2回、昼食3回、夕食2回 

旅行 
代金 
（税込） 

50,760円 

～雪を満喫 目指せ、レベルアップ! ～ 

■バスルート ①②③号車：なの花交通バス  ④号車：国際興業バス 
 ①号車 新宿駅 ⇒志賀一の瀬 
 ②号車 コナミスポーツクラブ 妙典 ⇒新宿駅 ⇒志賀一の瀬 
 ③号車 コナミスポーツクラブ 稲毛 ⇒五香駅 ⇒志賀一の瀬 
 ④号車 コナミスポーツクラブ 海老名 ⇒コナミスポーツクラブ 所沢  
       ⇒志賀一の瀬 
 ※各バスの最少催行人数は、30名となります。 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

1/4 
（金） 

AM 
 

PM 

各地出発 
到着  昼食 開村式 
用具合わせ レッスン① 
夕食  お餅つき 

1/5 
（土） 

AM 
 

PM 

朝食  レッスン② 
昼食  レッスン③ 
夕食  ナイトプログラム 

1/6 
（日） 

AM 
 

PM 

朝食  SIAバッジテスト 
昼食  閉村式   
出発    

募集期間 2018年11月1日(木)～12月7日（金） 

交通機関 貸切バス 

・出発地・解散地は上記バスルートのバス配車場所です。  
・添乗員なし。コナミスポーツクラブスタッフが同行いたします。  
・人数によりバスルート・配車場所が変更になる場合がございます。 
予めご了承ください。 

※旅行代金に含まれるもの 
（宿泊代・食事代・貸切バス代・ 
SIAバッジテスト代・合格バッジ代・リフト代） 

レンタル 
（税込） 

スキーセット：3,240円  スノーボードセット：3,240円 
ウエア：2,400円 レンタル 

（税込） 
スキーセット：6,200円 スノーボードセット：5,000円  
ウエア：3,000円 

日程 2018年12月27日（木）～12月29日（土） 2泊3日 

場所 
志賀高原一の瀬スキー場  
宿泊…志賀グランドホテル 

対象 小学生～中学生 ※対象外要相談 
 

定員 160名 (上級スキー14名・スノーボード14名・スキー132名)  

食事 朝食2回、昼食2回、夕食2回 
※出発当日お昼はお弁当持参 

旅行 
代金 
（税込） 

スキーコース 56,160円 
スキー上級コース※ 62,000円 
※SIA検定バッジシルバー以上、 
もしくは、パラレルターンが出来る方が対象 

スノーボードコース 62,000円 
※旅行代金に含まれるもの(宿泊代・食事代・貸切バス代・ 
SIAバッジテスト代・合格バッジ代・リフト代) 

コナミスポーツクラブの野外活動『ネーチャイルドキャンプ』                 
冬のキャンプでは『技術の習得』をテーマに「スキー」「スノーボード」
「雪遊び」を通してウインタースポーツを体感し、仲間との関わりで子ども
たちの“チャレンジ精神” “思いやりの心” “自己解決力”を育てます。
野外では非日常な出来事が沢山あり、その中で初めてのことに挑戦したり、
お友だちを助けたり、お友だちに助けられたり壁を乗り越える体験が子ども
たちを大きく成長させます。だからこそ私たちは『褒める指導』を大切に 
子どもたちひとりひとりの勇気をたたえ成長をサポートします。 

※集合時間、解散時間は別途ご案内いたします。※定員、また積雪によりロケーション、宿等が変更になる場合がございま
す。予めご了承下さい。※写真はイメージとなります。※プログラムは天候等により安全確保のため変更、中止させて頂く場
合がございます。その際のご返金等はございませんので予めご了承ください。  

in 八ヶ岳 

1/4
（金） 

AM 
 

PM 

各地出発 
到着 昼食 
開村式 
雪遊び 
スキー体験・そり遊び 
夕食 ナイトプログラム 

1/5
（土） 

AM 
 

PM 

朝食  
スキー体験・雪遊び・雪像作
り 
昼食 閉村式 出発 

～初めてのスキー体験＆雪遊び！！～ 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

日程 2019年1月4日（金）～1月5日（土） 1泊2日 

場所 
富士見高原スキー場 
宿泊…川崎市八ヶ岳少年自然の家（長野県） 

対象 年長～小学2年生 ※お泊りキャンプ初心者向け 

定員 ４６名 ※最少催行人数３８名 

食事 朝食1回、昼食1回、夕食1回 
※出発当日お昼はお弁当持参 

旅行 
代金 
（税込） 

小学生 36,720円 
年長   38,880円 
※旅行代金に含まれるもの 
(宿泊代・食事代・貸切バス代・プログラム代) 

レンタル 
（税込） 

ウエア：2,400円 

■バスルート 
 ①号車（なの花交通バス） 
 コナミスポーツクラブ 西船橋 ⇒新宿駅 ⇒川崎市八ヶ岳少年自然の家 

関西発 関東発 関東発 


