
お申込みは、日本旅行 関西企画旅行支店まで、申込書をファックスまたは郵送してください。 

プログラム企画・運営 

旅行企画・実施  株式会社日本旅行 関西企画旅行支店 

申込締切：6月29日（金） 

◆開催地： 
 時之栖スポーツセンター（御殿場） 
◆宿泊先： 
 時之栖スポーツセンター（御殿場） 

 
 
  
 
 
 
 
 
さ 

写真はイメージです。 

◆参加施設（３施設）： 
  ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム 
  ミズノフットサルプラザ藤沢 
  ミズノスポーツプラザ千住 



■旅行代金（おひとり様）／ 
【会員価格】 41,040 円（税込） ★早期割引（６/10までに申込） 39,960 円（税込） 

【一般価格（会員紹介）】 42,120 円（税込） 

【一般価格】  43,200 円（税込）  【1、2日目練習のみ参加】 23,760 円（税込） 

■旅行期間／2018年８月２日（木）～４日（土）３日間 
■食事／朝食２回・昼食２回・夕食２回 
■参加資格／小学１年生～小学６年生 
■開催地／時之栖スポーツセンター（御殿場） 
■宿泊施設／時之栖スポーツセンター（御殿場） 
            （和室相部屋、浴室・トイレは共同設備利用） 

■最少催行人員／２０名様（最大募集定員４８名先着順） 
■締切／6月29日（金） ただし定員になり次第募集終了となります。 
■添乗員／添乗員は同行しませんが、スクールコーチが同行します。 
■利用予定バス会社／ふじよし観光バス 又は ﾆｭｰﾌﾟﾘﾝｽ観光ﾊﾞｽ 
■集合・解散場所／各スクール 
※詳しい集合時間・解散場所につきましては、ご旅行出発前にお渡しする「参加 
  のしおり」にてお知らせいたします。（出発７日前頃にご自宅へ発送します） 

■スケジュール ※時刻は目安です。順序も含めて変更になることがあります。また、天候などの事情により行程を一部変更する場合があります。 

ミズノスポーツサービス株式会社からのご案内 
■持ち物 （名前を書いておいてください） 

  期間中のサッカー用具 
  動きやすい服装（洗濯機なし）、下着 
  水筒（中身はミズノで準備いたします） 
  寝泊りに必要なもの（シャンプー、歯ブラシ等） 
  バスタオル・タオル（宿舎にありません） 
  防寒着、筆記用具、バインダー 
 

■お申込み方法 （スクールでは承れません） 
①スクールで当チラシと申込書をお受け取りください。 
②申込書に必要事項を記入・押印の上、ファックスまたは 
  郵送にて日本旅行関西企画旅行支店までお送りください。 
③約１週間で日本旅行より請求書が届きますので、旅行 
  代金のお振込み手続きをお願いします。 
④ご出発約１週間前に「参加のしおり」をお送り致します。 
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お申し込みの際、必ず「国内募集型企画旅行条件書」を別途お受取りいただき、ご確認の上、お申込みください。

【このパンフレットは、旅行業法第１２条の４に定める取引条件の説明書面及び同法第１２条の５に定める契約書面の一部となります。】

が旅行企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当 　　行契約を解除することができます。なお、取消日とは、お客様が
社と募集型企画旅行契約を締結していただくことになります。 　　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。

　取　消　料
 21日目に当たる日まで  無料

　　　円以上旅行代金まで）を添えてお申込み下さい。お申込み金は、  20日目に当たる日以降
　　　旅行代金、取消料または違約金の一部または全部として繰り入  ８日目に当たる日まで
　　　れます。  ７日目に当たる日以降

 ２日目に当たる日まで
　　　受理した時に成立いたします。  旅行代金の40％

 旅行代金の50％
 旅行代金の全額

　　少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合が
　　あります。この場合、旅行開始日から起算してさかのぼって、
　　13日目にあたる日より前に連絡させていただき、お預かりして
　　いる旅行代金全額をお返しします。

　　入場料、消費税等諸税が含まれます。旅行日程に記載のない交通
　　費等の諸費用及び個人的性質諸費用は含まれません。

プログラム企画・運営 旅行企画・実施

＜観光庁長官登録旅行業　第２号＞ 一般社団法人日本旅行業協会正会員
〒101-8477 東京都千代田区神田小川町3-22 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-4-1 山口玄ビル6階

総合旅行業務取扱管理者：弘中　賢悟　　担当者：高木・山中 企画　１8-078

 旅行開始後又は無連絡不参加の場合

　　毒、盗難
　・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中

　　若しくは目的地・滞在時間の短縮

この旅行は、㈱日本旅行関西企画旅行支店（以下「当社」といいます）

１．お申込み方法と契約の成立
　(1) 当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お申込み金（１万

  (2) 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を

　(3) 旅行代金は旅行出発日の15日前までにお支払いいただきます。

２．旅行中止の場合…ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最

３．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
　　パンフレットに記載された日程に明示された宿泊費、食事代、

４．取消料…お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅

　　　取　　消　　日　　区　　分
 旅行開始日の

 前日から起算して

 さかのぼって
 旅行代金の20％

 旅行代金の30％

 旅行開始日の前日
 旅行開始日当日

　す。これら提供案内等の停止を希望される場合は、お申出下さい。

５．免責事項…お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、
　　当社は賠償の責任を負いません。
　・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の
　　変更若しくは旅行中止
　・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅
　　行日程の変更若しくは旅行の中止

　・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更

　のお買い物などの便宜の為に、お客様の個人データを土産物店に
　提供する事があります。土産物店への個人データの提供停止を希
　望される場合は、旅行出発までにお申し出下さい。この他、当社
　では、当社の提供する商品やサービス、キャンペーン、統計資料
　の作成などにお客様の個人情報を利用させていただく事がありま

８．個人情報の取扱について---当社は申込書に記載された個人情報
　について、お客様との連絡、運送・宿泊機関などの提供するサー
　ビスの手配に必要な範囲で利用させて頂きます。また、旅行先で

６．特別補償…お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は手
　　荷物に被られた一定の損害については、当社の故意、過失の有無
　　にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、補償金及び見
　　舞金をお支払いします。

　総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店（営業所）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、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

ＴＥＬ ０６（６２０９）０７０７　ＦＡＸ ０６（６２０９）０６０６
営業時間：（月～金）１０：００～１7：３０　（土・日・祝日）休業

ご旅行条件（要約）必ずお読みください。

お申し込み・お問い合わせは

株式会社日本旅行 関西企画旅行支店

《国内旅行傷害保険加入のおすすめ》
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で

保険をおかけになることをおすすめいたします。

９．このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、
　　2018年5月15日現在を基準としています。

７．旅程保証…当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、
　　当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部第29条別表）に掲げる
　　重要な変更が生じた場合は、同条に定めるところにより変更補償
　　金をお支払いします。



平成　　　　年　　　　月　　　　日

健康状態についてご記入下さい

アレルギーの該当する食品があれば（食べられないもの）があれば○で囲ってください。

　・牛乳　　・乳製品　　・たまご　　・小麦　　・そば　　・落花生　　・あわび　　・いか　　・いくら　　・魚の卵

　・えび　　・かに　　・さけ　　・さば　　・オレンジ　　・くるみ　　・キウイ　　・山いも　　・牛肉　　・揚げ物などのつなぎ玉子

　・豚肉　　・大豆　　・小麦粉　　・りんご　　・鶏肉　　・バナナ　　・桃　　・松茸　　・ゼラチン　　・ホイップクリーム

　・大豆油　　・しいたけ　　・きのこ　　・動物性たんぱく質　　・海産物エキス　　・味噌汁　　・しょうゆ

　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

●その他健康状態や性格についておきかせ下さい

●参加の動機、及び活動に対するご希望をおきかせ下さい

●引率コーチに伝えておきたいこと

私は　参加者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　㈱日本旅行関西企画旅行支店主催の

「2017夏　ミズノ フットボールキャンプ座間」に参加することを承諾します。

※個人情報に関しては厳重に管理させていただきます。 保護者氏名 印

【ビデオおよび写真撮影について】

イベント実施中に、ミズノスポーツサービス㈱スタッフがビデオおよび写真撮影をさせていただきます。撮影したビデオ・写真につきましては、次回以

降のパンレット、活動報告書に使用させていただく場合がございますので、ご了承くださいますよう、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

提 出 書 類 ※申し込みが複数名いる場合は、コピーしてお使いください。

持　　　 　 　　　　　病

○で囲んでください

有　　・　　無

緊　 急
連絡先

学校名 　　　　　　　　　　　　小学校　 年生

●携帯電話番号

（　　　　）　　　 　－

症　　　　　　　　　　　　　　状

学　年

●緊急連絡先電話番号

（　　　　）　　　 　－

〒 ●自宅電話番号

（　　　　）　　  　 －

年　　　　月　　　　日生

通っているスクール

生年月日
（西暦）

夜 尿 症 に つ い て

※ミズノ各スクール及び日本旅行各店舗でのお申込みは、承れません。

参　加　承　諾　書

血　　    液　    　型

ア  レ  ル  ギ  ー  症 有　　・　　無

A　　　　　・　　　　　B　　　　　・　　　　　AB　　　　・　　　O　　　・　　　わからない

住　　所

男

車  酔  に  つ  い  て

●常用薬 ●使用すると副作用をおこす薬

偏　　　  　    　　　食 有　　・　　無

薬  品  に  つ  い  て

　

これまでにミズノフットボールキャンプに参加したことはありますか？ 　□ある　　□ない（初めて参加）

提出先　日本旅行関西企画旅行支店（FAX06-6209-0606）または郵送でお送りください。

有　　・　　無

●する　→　酔い止めの薬を持ってきていますか？　（はい・いいえ）●しない

フリガナ

氏　　名

「   2018ミズノフットボールキャンプ 


