


I プリティッシュヒルズ I 
海抜1,000メー トルの森に位置し、7
万3000坪の広大な敷地に語学研修
施設としてスタ ー トしたブリティッシ
ュヒルズ。英国がもっとも繁栄し世界
に影響力を もった12~18世紀の中

-廿せ。当時台頭してきた荘園領主の館
（マナー ハウス）を中心とした「街」

を忠実に再現し、英国文化のルー ツ
マナーハウス（冬の景色）／イメー ジ を体感できます。

■宿泊施設について
●シャワールーム、洗面化粧台、トイレは共用となり各階にあります。
●各宿泊棟のラウン ジがこ利用になれます。朝は7時から、夜は23時までです。
■ 授業に関して
●授業は時間厳守で行われます。絶対に遅れないようにしてください。
●英会話の授業では箪記用具と英和辞典が必要になります。
■服装について
●12月～1月のブリティッシュヒルズは例年積雪があります。必すスノ ーシューズをお

持ちください。
●食事会場ではラフな服装は避けてください。夕食時には男女とも学校の制服が基本

です。ジーンズ、トレーニングウェアは堅くお断りします。
●朝白・昼食時や授業中はカジュアルな服装で も構いませんが、学生らしい身だしな

みをこころがけてください。
■その他
●滞在中、名札を常に胸などの見やすい所につけておいてください。
●医療施設までは車で約1時間かかります。健康管理上もしくは運動機能上、特別な

配慮が必要なお客様のこ参加については、事前に十分な情報提供をいただきこ相
駁させてください。

●食品アレルギー等で配慮が必要な場合には、所定の書式にて申告をお頗いいたし
ます。準備の都合上、こ出発3週間前までにはお甲し出ください。

旅行中～旅行後も安心です！
「コロナお守りパック（保険特約）」

を付保しています。
当該旅行につきましては、新型コロナウイ
ルス感染症一時金特約を付帯した国内旅行
保険を付保しております （本保険は、 当社と
ll!京海上8動火災保険株式会社との間で締
結された一般包括全員付保契約です） 。
①補償内容

死亡・後遺傷害、新型コロナウイルス
感染症 一時金特約

②付帯サーピス
メデイカルアシスト(24時間・3658)

補償の詳細伺人情報の取扱いにつきまし
ては、当社ホームページをご確認いただ<
か、担当者へこ確認ください。

①この旅行はGo Toトラペル事業の支援対象
です。

®旅行代金からGo Toトラペル事業による給
付金を引いた金額がお客様のお支払い実額
となります。別途、 旅行代金に応じた地域共
通クーポンが付与されます。

③給付金の受領について
国からの給付金はお客様に対して支給されま
すが、 当社およびGoToトラペル事務局は、 給
付金をお客様に代わって受領（代理受領）致
しますので 、 お客様は｀旅行代金に対する給
付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払
いいただくこととなります。なお、 お取消しの
際は、旅行代金を甚準として所定の取消料を
申し受けいたします。お客様は、 当社および
GoToトラベル事務局による代理受領ついて
こ了承のうえお申込みください。

「地域共通クーボン」について詳しくはGoToトラペ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
新型コロ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」をこ参照ください。

B吋月日·椛B | 行程

※賽海道新幹線こ利用の場合
博多(07:15) ►岡山(08.58) ► 新大阪(09:45) ►名古屋(10'36) ► 東京(12:15)
12:30 東示駅集合

2020年 13:12 東京駅発、新幹線（なすの259号）にて新白河駅へ(14.36懇）

1 
12/30（水） 14:45 新白河駅恙後、送迎車にてブリティッシュヒルズへ

2021年 15:30 ブリティッシュヒルズ沼後、チェックイン
1/1（金） オリエンテー ション

16:00E誌'”ゥ匹（マナーハウスツア ー／90分）
夜 テ ーブルマナ ー講習とコ ー スディナ ー

〈ブリティッシュヒルズ泊〉圏
朝 朝食

09:00 r;迫m匹（発音／90分）
2020年 11 :oo �逹因mゥ匹（私について自己紹介／90分）

2 12/31（木） 午 後昼食。パブで英語で注文してみよう（地域共通クーポンの利用が可能でg)
2021年 14:00t;迎”匹（映画の英語／90分）

1/2（土） 16:00 �1碑四厄匹（スポーツの世界／90分）
夜 夕食。夕食後は、英語講師と課外活動（ゲームなど）

〈ブリティッシュヒルズ泊〉阻口図
朝 朝食

09:QQ施設内で自由散策や地域共通クーポンでショッピング
1 1 :00 E誌"”寛醗菖（リスニング／90分）2021年
午 後昼食。パプで英語で注文してみよう（地域共通クーポンの利用が可能です）3 1/1（金）

1/3(8) 14:00 l',碑”m（道案内の英語／90分）
16:00 l'.\lei渾四ン匹（記述／90分）

夜 夕食。夕食後は、英語講師と課外活動（ゲームなど）
〈ブリティッシュヒルズ泊〉圏□図

朝 朝食後、チェックアウト
09:00屁年1””心層（文化とマナ ー／90分）
11 :oo ti.'el坦m�量（英国の旅／90分）

2021年 午 後昼食後、施設内でショッピング（地域共通クーポンの利用が可能です）
4 1/2（土） 13:45 送迎車にて、新白河駅へ(14 30沼）

1/4（月） 14:48 沼後、新幹線にて、東京駅へ（やまびこ214)
16: 16束京駅懇 ⑱D 
※東海道新幹線こ利用の場合
東京(16.51) ►名古屋(18.31) ► 新大阪(1921) ►岡山(20:12) ►博多(21:51)

■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

東京駅

新白河駅

旅行代金®
161.000円

147,000円

翻代金への給付額® | j也域共通クーポン Iお支払い実額®←⑧

42,000円

42,000円

18,000円

18,000円

■添乗Ji1：新臼河駅出発時から新白河駅帰着時まで同行します。東京駅では係只がお世話いたします．
■食事：朝3回 ・昼0回•夕3回
■最少催行人員：各出発日 、 各発培地の合計で7名
●利用予定交通機関：〈東京駅発着〉新幹線・指定席
■利用予定宿泊施設：福島県ブリティッシュヒルズ(1名1室）

119,0001'1 

105,0001'1 

■お友遭割引：友違・兄弟節妹で2名1室利用の場合は、 旅行代金からお一人様あたり9,000円割引となります．
磁上記スケジュールは2020年9月3日を基準としています． 交通攪閲や 、 天侵状況、硯地受け入れ先の都合などにより行程が変更になる場

合がございます．

米各集合湯所までの交過槻閲も手配しますのでお問い合わせください．
;;；英95レッスンの内容はサンプルとなります．参加人数、 天依状況によって変更となる湯合がごさいます．

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書」を必すお読みください。
〔募集製企園旅行契約〕
●この旅行は、 巴通旅行株式会社（東京都千代田区大手BJ1•6•l 、 観光庁長官登践

旅行策第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様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」とい
います。）を綿紀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、 別途お渡しする国 内募集型
企函旅行条件● 、 確定鬱面（最終日程表）及び当社の旅行業約款（募集型企画旅
行契約の部）によります。

〔旅行のお申し込み・契約成立の時期）
●甲込●と申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）
●旅行代金は当社の指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）
●旅行日程に明示した利用交通幌関の運賃・料金 ・観光料〈入場料）
●旅行日程に明示した宿泊の料金及び税•サーピス料金（部屋条件は別途明記します）
●旅行日程に明示した食事の料金
●添巣J11岡行費用
●敦材費
（旅行代金に含まれないもの）
●追加飲2代その他薩人的性質のIll費用及びそれに伴う税•サーピス料金
●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11害疾病に対9る医療費
●任憲の国内旅行傷害保険
ぼ行契約内容•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v.
ぼ消料〕
●お客様はいつでも以下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。当社の賣任とならないローン、 渡限手続きの事田によるお取消の場合も下
記取消料をいただきます。
◇旅行開始日の前日から起算して20日前～8日前まで ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 旅行代金の20%

旅行企画・実施

®日通旅行［且霊］観光庁兵官登録旅行莱第1937号
東京都千代田区大手町1•6・1大手町ピル1附
総合旅行業務取扱管理者谷雄輔

e目蒜行業協会直鱈；rこiE�取；

承認番号：菓推広第036号承認日2020年9月18日

◇旅行開始日の前日から起算して7日前～2日前まで•••…・ ・ 旅行代金の30祐
◇旅行開始日の前B ................................... ・ ・・・・ ・ ・ 旅行代金の40%
◇旅行開始日当日 ・・・・・・・・・・・ ・・ ・・ ・ ・ ・・・ ・ ・・ ・・・・・・ ・ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・・・・..旅行代金の50%
◇旅行開始日後または無遁絡不参加・ ・・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・・・・・・・・・・・ 旅行代金の10(池

（当社の賣任）
●当社は当社又は手配代行もがお客様に損害をあたえた時は捐害を賠償いたし

ます．（お荷物に関する賠償限度額は当社に故意または重大な過失がある場合
を除きお1人15万円までとし、 ｝員書発生の翌日から起算して148以内に当社に
申し出された場合）その他は「条件書」によります．

（特別鳩償）
●当社は賣任の有無にかかわらす 、 お客様が当旅行中 、 急激かつ偶然な外来の事

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補償金及び見”
金を支払います。詳しくは「条件●」によります．

aR9呈保1il〕
●旅行日程に重要な変更b行われた場合には．当社はその変更の内容に応じて変更

1111償金を支払い衣す．詳しくは「条件書」によります。
（お客様の賣任）
●当社はお客様の故憲または過失、 法令もしくは公序良俗に反する行為により当社

が損害を被った筍はお客様から損害の賠償を甲し受けます。
（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 、 会員の馨名なくして旅行代金等のお支払いを受けること（以下「通信契
約」といいます。）を条件に電話その他の通(!!手段による旅行のお甲し込みを
受ける場合がありま孔その場合、 会員は「出発B」f旅行名」に加えて「カー ド
名」「カード番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます．

●通信契約による旅行契約は、 電話による甲し込みの場合、 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、 当社が契約の締紹を承駐す
る日の通知を発した時に成立するものとします。

●通偲契的での「カー ド利用B」は、 会員および当社が旅行契約に基づく旅行(t金
等の支払または払戻償務を履行すぺき日とし． 前者の場合は契約成立B．後呑の
場合は契約解除のお甲し出のあった日となります．

お問い合わせは

(II少催行人Jill
●各出発日名出発地の合計で7名．これに渦たない場合、 旅行の実施を中止する

ことがあります。ただし 、 この場合旅行開始日の前Bから起算してさかのぽつて
13日目(B帰り旅行の湯合は3日目）にあたる日より前に通知いたします．

（最終日9呈表の交付時期）
●確定した主なi1!!送攪関名及び宿泊ホテル名が記駁された最終日程表は旅行開始

Bの前日示でに交付します。ただし ｀ 旅行開始Bの7日前以降にお甲し込みいた
だいた場合には旅行開始日当Bに交付することがあります。なお． 期日前であっ
てもお問い合わせいただければ手記状況に'.)\,\てこ鴫説明いたします．

（鷹人情報の取り扱いについて）
●当社は 、 旅行申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111lの連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要な範囲内で運送宿泊撓1111及び手
配代行会社に提供させていただきます．

〇行条件・旅行代金の基準日）
●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3日
（写真について）
渇戴している写真は1愚影時のアングル•天候など9絲条件により｀実際にこ覧になる景
観とは異なる湯合があります。また、 「イメージ」と付記されている写真1さ旅行日程
とは関係ない旅行目的のイメージ． 旅情等を表現したものです。
a出合旅行纂務取扱瞥還者について〕
総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を敗り扱う営業所での取引に関する
賣任者です。この旅行契約に関し 、 担当者からの説明にこ不明な点があれば、こ
還慮なく下記の取扱籠理者にお尋ねください。

時間帯の目安
早朝姿：01~06:00/i月畷：01~08:00／午前＝08:01~ 12:00 
午後＝12:01~18:00（昼＝1201~14:00タ刻＝16:01~18:00)
夜＝18:01~23:00／深夜＝23:0 I ~04:00 
食事マークについて：IIJJ：朝食 1!11・丑食 ⑨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


