


| 「リソルの森」施設概要 I 

〇授業内容について

千葉県中房総の大自然に広がる「リ
ソルの森」は、宿泊施設はじめレスト
ラン、インドア•アウトドアのスポーツ
環境も充実している複合リゾー ト施
設です。宿泊は、森の中に点在する
檜づくりのログハウス。ぬくもりのあ
る木の空間は、まるで高原の別荘の

怪開冨雹閂ように静寂に包まれた紐かな一夜を
過こ弓 すことができます。棟によって
共同トイレ、パスの部屋もあります。
レッスンと食事はフオレストアカデミ
ーを利用します。

1 グルーブ10人の少人数クラスを基本とし、各生徒のレベルに応じた授業を行います。ますは
楽しんで英語を好きになっていただくことが基本理念です。

0日本語は授業以外の場所でも禁止ですか
日本語禁止とは申しませんが、できるだけ英語を使って話してください。

〇部屋内アメニティについて
冷暖房、ヘアドライヤー （一部共用）、タオル類、歯磨きセット、シャンプー •リンス（一部共用）。

〇外出について
指定された時閤、エリア内で散策できます。

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
東京海上巳動火災保険株式会社との間で
締結された一般包括全貝付保契約です）。

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
メディカルアシスト (24時間 365日）

補償の詳細個人情報の取扱いにつきまし
ては、当社ホ ー ムペ ージをこ確認いただ＜
か、担当者へこ＂確認ください。

①この旅行は Go To トラベル事業の支援対象
です。

②旅行代金からGo To トラベル事業による給
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トラベル事務局は、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、旅行代金を墨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/ 
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09:30 東京駅発、貸切バスにて千葉駅、「リソルの森」へ
11 :30 到裔後、オリエンテ ーション
12:15昼食
13:30開校式

2021年 14:00 [:ヰA99社2¢i珂t．中封藉l (60分）
1/3(B) | 15:45皿匹目（60分）

2021年
1/4 （月）

17:00k韓匹磁躙l(60分）
18:10 夕食宿舎移動、入冶、自習、自由時閻
22:30 消灯

〈リソルの森内ロッジ泊〉圏医

07:40朝食
08:30料咄駄ね伶滋齢， （60分）
09:45k以陀祖(60分）
11 :oo 自習（売店で地域共通クーポンの利用が可能です）
12:15昼食
13:15eeB望柑直4嗜珈i (90分）
15:15ヤ、俎9が9蹂名4温9月（60分）
16:30 [:輯沖叫峰1•1,中潤 (90分）
18:10 夕食、宿舎移動、入浴、自習、自由時間
22:30 消灯

〈リソルの森内ロッジ泊〉囲邸図

07:40朝食
08:30 �輯”わぷ塁作栢柘枠躇l (60分）
09:45 I吹{|年沌濤；中屯4;9 4械， 躙， I(60分）

2021年 111:00 自習（売店で地域共通クーポンの利用が可能です）
1/5（火） 12:15昼食

13:15 卒業式、退寮
14:15 貸切バスにて、千葉駅、東京駅へ
夕 刻各地懇後、解散 圏圏

盲詈ご喜さ雪詈竺
■添乗員：東京駅から東京駅まで同行します。

■食事：朝2回 ・昼3回夕2回
■最少催行人員：各発着地の合計で10名
■利用予定交通機閲貸切パス（帝都観光パス、 閲越バス、東都観光バス、国際興業）
■利用予定宿泊施設：リソルの森ロッジログハウス（洋室2名1室、バス・ トイレ付）または

スポーツロッジ（洋室1名1室、 バス•トイレ共同）
■プログラム運営：ジャイロスコープ

※上記スケジュールは2020年9月3日を基準としています．交通機閲や、 天伐状況、 現地受け入れ先の都合
などにより行9旦が変更になる場合がこさいます．

米各集合場所までの交通機関も手配しますのでお問い合わせください．

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。

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樹」を必すお読み ください。

（募纂型企國旅行契約）
●この旅行は8迎旅行株式会社（東京都千代田区大手町1•6•1 、 観光庁長官登錢

旅行業第 1937号） （以下「当社」といいます。）が企両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窮集型企画旅行契約（以下「旅行契約Jとい
います。）を繰結することになります。

●旅行契約の内容・条件は当パンフレットによるほか、 別途お渡しする国内募集型
企画旅行条件●、 確定●面（最終日程表） 及び当社の旅行纂的欧（募集製企画旅
行契約の郎）によります．

〇行のお申し込み・契約成立の時期）
●申込●と甲込金の摂り込みをもって成立するものといたします．

ぽ行代金のお支払い）
●旅行代金は当社の指定する湖日までにお支払いただきます．
ぽ行代金に含まれるもの）
●旅行日程に含まれる送迫自動iii等の料金。 但し、 旅行日程に「お客撮R担」と衷記

してある場合を除きます。
●旅行日程に明示した宿泊の料金及び税サーピス料金（邸旦条件は別途明記します）
●旅行日程に明示した哀事の料金
●施設伎用料
●教材費
●添llilll同行費用
〇行代金に含まれないもの）
●追加飲食代その他因人的性質の騎賣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
●B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
●お客憬のII害疾病に対する医療費
●任意の国内旅行II害保険
（旅行契約内容・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 、

「条件書」によります。
（取消料）
●お客揖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、 渡航手続きの事由によるお取消の湯合も下

旅行企画・実施

＠日通旅行［昇:;『i]
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
総合旅行業務取扱管理者：谷 雄輔

eg蒜行業協会直鱈m.iE�可

承認番号業推広第036号 承認日：2020年9月 18日

記取消料をいただきます。
◇旅行開始日の前日から起算して20日前～8日前まで
◇旅行開始日の前日から起真して7日前～2日前まで
◇旅行開始日の前日・・
◇旅行開始日当日 ・・會
◇旅行開始日後または無連絡不参加

（当社の賣任）

旅行代金の20%
…旅行代金の30%

旅行代金の40%
旅行代金の5び泊

，旅行代金の100%

●当社は当社又は手配代行名がお客様に損害をあたえた時は損害を賠償いたし
ます。（お荷物に関する賠償限度額は当社に故憲または重大な過矢がある湯合
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
甲し出された場合）その他は「条件書」によります．

（特別補慣）
●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罰償金及び見冥
金を支払います．詳しくは「条件書」によります。

（旅程9呆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．
（お客横の賣任）
●当社はお客様の故意または週失法令もしくは公序R俗に反する行おにより当社

が損害を被った時1なお客憬から損害の賠償を申し受けます。
（クレジットカード利用の遁償契約）
●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「通信契
約」といいます。）を条件に電話その他の通信手段による旅行のお甲し込みを
受ける場合があります．その湯合 、 会員は「出発日」「旅行名」に加えて「カー ド
名」「カード否号」「カード打効期限」等を当社にお甲し出いただきます。

●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
る旨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償務を履行すべき日とし、前呑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。
（最少催行人員）
●各発鷺地の合計で 10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． この場合旅行開治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。

〔最終日程衰の交付時期）
●濯定した主な運送戦関名及び宿泊ホテル名が記載された最終日程表は旅行開始

日の前日までに交付します。ただし、 旅行開始日の7日前以陥にお申し込みいた
だいた囁合には旅行開始日当日に交付することがあります。なお、 期日前であっ
てもお1lllい合わせいただければ手配状況についてこ駁明いたします。

（償人情報の敢り扱いについて〕
●当社は 、 旅行甲し込みの際にお甲込●にこ記入いただきましたお客様の固人情

藉についてお客揖との間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攪関及び手
配代行会社． に提供させていただきます．

（旅行条件・旅行代金の墓準日）
●この旅行条件は 、下記の日付を憂準としています。

2020年9月3日
（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1l1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ージ、 旅情等を表現したものです。
US合旅行鑽務瞑扱詈II著について）
総合旅行築務取扱管理老とは、 お客憬の旅行を取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醤理者にお尋ねください。

時間帯の目安
早朝＝04:01~C6:00／朝＝C6:01~08:00／午11l=O801~12:00
午後＝12:01~18:00（昼＝ 1201~14:00 夕刻＝ 16:01~18:00)
夜＝ 18:01 ~23:00／深夜＝23:01~04:00 
食事マークについて
圏：機内食 圏：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

http://www.kokunairyoko.com/



