【今森氏の万が一のけがや急病により本ツアーに参加できない場合がございます。予めご了承下さい】
画像提供
(有)オーレリアンガーデン

【ご出発日】2022年8月3日(水)～8月5日(金)
日程表

※ 荒天時の場合はイベントの内容の変更の場合がございます。

1日目 8月3日(水)
食事：朝× 昼×夕〇
12:15 ビューロッジ琵琶にて受付開始
13:00

開校式
(お昼を済ませて、採集スタイルでお越しください)

２日目 8月4日(木)
食事：朝〇昼〇夕〇 ３日目 8月5日（金）
食事：朝〇昼〇夜×
7:30
朝 食
7:30 朝 食
9:00
めいすいの里山へ移動(バス)
9:00-10:30 標本作り・作品作り
9:00-11:30 めいすいの里山で昆虫採集＆観察
標本を作ったり、絵をかいたり、切り絵をしたり
※酷暑の場合は時間変更の場合があります

オーレリアンの丘へ移動(バス)
14:00-16:00 オーレリアンの丘で昆虫採集
※酷暑の場合は時間変更の場合があります

(15:00-17:00等)

18:00
19:00-20:00
20:30-21:30

2泊3日

12:00

昼 食・お弁当

10:30-12:00 里山昆虫博覧会・表彰式

(めいすいの里山または平尾自治会館)

13:00
13:30-15:00

採集した昆虫や見つけたもの、作ったものを皆に見てもらおう！

宿へ移動
宿で自由時間

12:00 閉校式

休憩やお風呂。。。

夕食(飲み物はその場でお会計)

15:30-17:00

イメージ

標本を作ったり、絵をかいたり、切り絵をしたり

18:00

昆虫標本の作り方
夜の昆虫採集
(次の日の案内もします！)

標本作り・作品作り
夕 食

19:30-20:30

夜のスペシャルトーク！

21:30-23:00

今森光彦さんを囲んで

12:30 昼 食
13:30 解散
イメージ

※ご自宅に荷物を送られる場合は、最終日
のチェックアウトまでに発送準備を済ませてフ
ロントにお持ち込みください(着払い)

・ご出発当日ご集合時に検温を実施いたします。37.5度以上の場合は、ご参加をお断りいたします。
・事前に配布いたします「健康アンケート」のご記入をお願い致します。(ご集合時に回収致します）
・ツアー参加中は可能な範囲でマスクの着用、こまめな手洗い、うがい、手指の消毒、お客様同士の間隔を
確保等ご協力をお願い致します。 ・旅行中も適宜検温を実施します。
・マスクや除菌シート等はお客様ご自身でご用意をお願い致します。
・ご出発前にお渡しします「旅のエチケット」を必ずご覧ください。 ・ご旅行帰着後14日以内に新型コロナウイルス
陽性と診断された場合、弊社にご連絡をお願い致します。
イメージ

体験内容 問合せ先:
有限会社 オーレリアンガーデン
(平日10：00～17：00)
090-6554-9034

協
力
共 同 企 画
旅行企画実施

株式会社 メイスイホールディングス
有限会社 オーレリアンガーデン
株式会社 日本旅行 草津支店

今森光彦里山

昆虫教室
【バス会社名】 江若交通バス
【 出 発 日 】2022年8月3日(水)〈2泊3日〉
「ビューロッジ琵琶」または「きよみ荘」
【 集 合 場 所 】 ビューロッジ琵琶
【宿泊施設】
※最終日程表で決定箇所をご案内します。 【 食
事 】 朝2回、昼2回、夜2回
3～4名1室 和室 バス・トイレなし 【 添 乗 員 】 同行いたしません。
※1名・2名様での参加申し込みの場合は相部屋の可能性があります。※現地ではスタッフが対応いたします。

【募集人員】70名（最少催行人員40名）

※最少催行人員が満たない場合は中止になります。
※応募者が70名をこえた場合は抽選になります。
※ご参加の当落及び催行中止の連絡は、当選者のみ6/29（木）の午後８時までにメールまたはFAXでお知らせしま
す。 ※取消料は7月13日より対象となります。

ご旅行代金

５歳以上/ 39,500円（お一人様） 5歳未満/31,600円（お一人様）
（2泊3日・食事代〈朝2昼2夜2〉・宿泊費・バス送迎代含む・税込）
◇旅行代金支払期限は7月9日(金)です。

申 込 方 法

＊メール又はFAXでお申込みください（お電話でのお申込みは、一切承っておりません。）

<E-mailの場合>別紙申込書をダウンロードし、ご記入いただき、必ずPDFに加工した後にE-mailに添付してください。
件名に『今森光彦里山昆虫教室参加申し込み』とご明記ください。
<FAXの場合>別紙申込書をご記入いただき、FAXして下さい。
申込先：株式会社 日本旅行 草津支店

Ｅ-mail：kusatsu_eigyo@nta.co.jp

FAX：０７７-５６２－５６１３

<申込期間> 2022年6月17日(金)～19日(日)【期日前後のお申込みは無効となります】
<注意事項> 応募者数が70名定員を超えた場合、抽選とさせていただきます。

<ご案内>

◇受付終了後、6月20日（月）にE-mailで申込された方には「受付確認メール」を全員にお送り致します。
FAXで申込された方には全員に確認のお電話を差し上げます。
◇ご参加が確定しましたら、ご旅行代金を7月9日（金）までにお支払いいただきます。
◇お支払いはコンビニ決済用紙をお送り致します。(支払手数料はご負担ください)
◇ご出発7日前までに最終ご案内、参加のしおり、参加証をお届けいたします。
◇お子様のみのご参加は不可といたします。必ずご親権者や保護者同伴でご参加ください。

【特別な配慮が必要なお客様へ】
お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性がございます。
特別な配慮や措置が必要となる可能性のある方は、ご相談させていただきますので、係員に必ずお申し出ください 。

ご旅行条件
（要約）

《国内旅行傷害保険加入のおすすめ》
安心して旅行をしていただく為、お客様ご自身で保険をおかけになることをお勧めいたします。
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので事前にご確認の上、お申し込み下さい。

【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１２条の５に定める契約書面の一部となります。詳しい旅行条件を説明した書面を
お渡ししますので事前にご確認の上、お申込み下さい。 尚、「国内募集型企画旅行条件書」は当社ホームページ httpｓ://www.nta.co.jpからもご覧いただけます。

この旅行は、㈱日本旅行草津支店（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を締結していた
だくことになります。
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、お一人様につき旅行代金の全額を
添えてお申込み下さい。お申込金は、旅行代金、取消料、または違約料の一部また
は全部として取り扱います。
（２）契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立いたします。
（３）団体、グループ(家族)の代表者を契約責任者として契約の締結及び解除に関す
る取引を行います。
（４）旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14日前までにお支払い
いただきます。
（５）通信契約による旅行契約は、当社らがお申し込みを承諾する通知を発し、当該通
知がお客様に到着した時に成立します。
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、旅行開始日の前日から起算してさか
のぼって13日目に当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の
全額をお返しします。
３、旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
(1)パンフレットに記載された日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、
入場料、消費税等の諸税及び、添乗員同行費用が含まれます。
(2)旅行日程に記載のない交通費、空港施設使用料等の諸費用及び個人的
性質の諸費用は含まれません
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。

（１）お客様の都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人員等を変更される場合は、旅行
代金全額に対して取消料が適用されます。

５、当社の免責事項
お客様が次に揚げるような事由により損害を被られても、当社は責任を負い
かねます。ただし、当社又は、当社の手配代行者の故意又は、過失が証明
されたときはこの限りではありません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは
旅行の中止②運送・宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害③
運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日
程の変更もしくは旅行の中止④官公署の命令によって生じる旅行日程の変
更、旅行の中止⑤自由行動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延、
不通、スケジュール変更、経路変更など、又は、これらによって生ずる旅行
日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
６、特別補償
お客様が募集型企画旅行参加中に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られた一定の損害について、旅行業約款特別補
償規程により、死亡補償金、入院見舞金、通院見舞金、携行品にかかる損
害補償金を支払います。
７、旅程管理
この旅行では約款に定める旅程管理は行いません。旅行サービスの提供を
受けるために必要なクーポン券類をお渡しいたしますので、サービスの提供を
受ける手続きはお客様自身で行っていただきます。
８、個人情報の取扱い
（1） ア.当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者（以下「販売店」とい
います。「当社」及び「販売店」を指して当社らといいます。当社らはご提供い
ただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して
運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続の
ため、④旅行の安全管理のため、⑤当社の旅行契約上の責任において事故
時の費用等を担保する保険手続のため、⑥当社及び当社と提携する企業
の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のた
め、⑦旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、⑧アンケートのお願い
のため、⑨特典サービス提供のため、⑩統計資料作成のため、に利用させて
いただきます。イ.当社らは取得した購買履歴やWEBでの閲覧履歴等の情報
を分析して、当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン
情報のご案内及び広告の表示のために利用させていただきます。
（2）上記１．ア.の②.③.④の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電
話番号、クレジットカード情報、搭乗便名等を輸送・宿泊機関、土産物店、当
該クレジットカード会社等に書類または電子データにより、提供することがあり
ます。なお、土産物店への個人情報の提供の停止をご希望される場合は、
当該するパンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の10日前までにお
申し出下さい。

（注：１０日前が土・日・祝の場合はその前日までにお申し出下さい）
（3） 当社及び当社グループ各社はお客様からご提供いただいた個人情報のうち、氏
名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン
等のご案内のために、共同して利用させていただきます。共同利用する個人情報は、
当社個人情報保護管理責任者が責任を持って管理します。なお当社グループ会社
の名称は当社のホームページ（https://www.nta.co.jp） のプライバシーポリシーをご
参照下さい。 (4）当社は個人情報の取扱を委託することがあります。
（5)お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止等
の請求を行うことができます。問い合わせ窓口は訂正のみ販売店、それ以外はお客
様相談室となります。（6）一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入
の項目な関連するサービスについては、適切に提供できないことがあります。
個人情報保護管理者（お客様相談室長） 問い合わせ先窓口：本社お客様相談室
電話：０３-６８９５-７８８３ ＦＡＸ：０３-６８９５-７８３３E-Mail：sodan_shitsu@nta.co.jp
営業時間： 平日 ０９：４５～１７：４５（土・日曜・祝日、年末年始休業）
９、旅行条件の基準
このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、2022年5月1日現在を基準とし
ています。

＜お申込みに関するお問い合わせ＞
旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業第２号 （一社）日本旅行業協会正会員

株式会社

日本旅行 草津支店

〒525-0032 滋賀県草津市大路1-10-1第2南洋軒ビル

TEL 077-562-6001 FAX 077-562-5613
9:30~17:30 (定休日 土・日・祝 ）
総合旅行業務取扱管理者:山本 修

担当：有川卓人

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での取引の責任者です。
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下記の総合旅
行業務取扱管理者にお尋ねください。

【西日本22－070】

＊この書類はお手続きに必要な項目ばかり
ですので、必ず全ての事項をご記入下さい。

「今森光彦 里山昆虫教室」旅行申し込み書

㈱日本旅行 草津支店へFAXまたはメールにてお申込みください。(電話での受付は行いません)

FAX：０７７－５６２－５６１３

E-mail kusatsu_eigyo@nta.co.jp

パンフレット記載の旅行条件及び下記の当社の個人情報の取扱いについて同意のうえ、申込みます。
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ビューロッジ琵琶までの交通手段
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お連れ様氏名
フリガナ

/

番
番
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お連れ様氏名
フリガナ

有

電車

このイベントを知ったメディアを教えて下さい

その他

アレルギーの有無(犬・猫やお食事等)
保険の加入(別途おひとり様500円にてご出発からご帰着ま
での国内旅行傷害保険（任意）にご加入いただけます。
ご希望の方には、追って申し込み書類をお送り致します。)

国内旅行傷害保険加入

希望する ・ しない

【お客様の個人情報の取扱いについて】
①当社では、お客様からのご提供いただいた個人情報を厳重に管理し、申込みいただきました観光の手配、チケットの
発送、お客様との間の連絡及び現地手配部門への提供ならびにこれらに付随する業務を行うために利用します。
②その他、当社の個人情報の取扱いにつきましては当社ホームページ（https://www.nta.co.jp)をご参照下さい。
③個人情報の取扱いに関する問合せは旅行担当者まで（担当者：有川卓人 TEL:077-562-6001）
株式会社日本旅行 草津支店
〒525-0032 草津市大路1-10-1 第二南洋軒ビル ＴＥＬ:077-562-6001 ＦＡＸ:077-562-5613
【営業日・営業時間】 月～金/9:30～17:30 土・日・祝/定休日

