
1.募集型企画旅行契約 

ドルフィンスポーツアカデミーキャンプは有限会社アウトドアシステム（以下「当社」といいます）が企画募集し実施する国内旅

行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と募集型企画旅行契約を締結する事になります。 

本旅行条件の詳細は本書面によるほか、最終旅行日程表、及び旅行業約款募集型企画旅行の部によります。尚、①旅行代金の

額、②旅行の目的地、③出発日および日程に関する事項、④お客様が提供を受けることができるサービスの内容（運送、宿泊、

食事の内容）、⑤最少催行人数、⑥申し込み方法、⑦旅行代金のお支払いと旅行契約の成立時期、⑧取消料、以上の8項目につ

いては本チラシをご参照ください。 

2.契約内容の変更と旅行代金の変更 

（1）当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運行

サービスの提供その他当社の関与しない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。また、その変更に伴い旅行

代金を変更することがあります。 

（2）著しい経済状況の変化等により通常想定される範囲を大幅に超えて増額、または減額された場合はその範囲内において

旅行代金を増額または減額する場合があります。 

3.旅行中止の場合 

ご参加のお客様が当チラシに明示した最少催行人数に満たない場合、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14日前にあたる日（日帰り旅行は4日前）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いたします。 

4.添乗員の同行 

添乗員は同行しませんが、同行スタッフが旅行を円滑に実施するために必要な業務をおこないます。また全日程にはプログ

ラム指導者が同行します。 

5.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、宿泊費、食事代、プログラム参加費および消費税等諸税を含んでいます。尚、上記

の経費はお客様の都合により一部利用されなくても払い戻しは致しません。 

6.特別補償 

お客様が旅行参加中に、生命、身体また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旅

行業約款特別補償規定に定めるところにより、保証金、見舞金を支払います。 

7.旅程補償 

当社は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2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。 

8.個人情報の取り扱い 

当社は旅行申し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、①旅行者の連絡のため、②旅行に関しての運

送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③保険手続きのため、④当社の商品やサービス、キャンペーンのご案内のため、

⑤旅行参加後のご意見や感想、アンケートのお願いのため、に利用させていただきます。尚、旅行中撮影した写真（音声およ

び映像なども含む）は当社webサイト及びチラシに使用する場合があります。写真の掲載を希望されない方は事前にお申し出

ください。 

9.旅行業務取扱管理者 

お客様の旅行を取り扱う営業所での取引責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明に不備の点がありましたら、

ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。 

10.ご旅行条件・ご旅行代金の基準 

本チラシに記載の旅行条件は2019年7月1日を基準としています。 

【お問い合わせ・お申し込み】 

（旅行企画・実施）有限会社アウトドアシステム小岩営業所 
         ドルフィンスポーツアカデミー予約センター  

神奈川県知事登録旅行業第2-1043号（一社）全国旅行業協会正会員 

国内旅行業務取扱管理者 宇野正憲 

〒133-0041 東京都江戸川区上一色3-25-12 

(営業時間) 平日10：00～18：00／土・日曜日・祝日 休業 

【プログラム企画・運営】 

ドルフィンスポーツアカデミー 

〒133-0041 東京都江戸川区上一色3-25-12 

  

(営業時間) 平日10：00～18：00／土・日曜日・祝日 休業 

【プログラム企画・運営】 

ドルフィンスポーツアカデミー 

〒133-0041 東京都江戸川区上一色3-25-12 

(営業時間) 平日10：00～18：00／土・日曜日・祝日 休業 

【募集要項】 

◆集合・解散時間◆ 

集合： 午前０８：００～０９：００（予定） 

解散： 午後１７：００～１８：３０（予定） 

※出発の最終案内にてご確認ください 

 

◆最少催行人数◆ 

日帰りコース： １５名  宿泊コース： ６名 
 

◆交通◆ 

全コース、現地最寄り駅までは公共の交通機関（電車・路線

バス）を利用します。 
 

◆参加費用に含まれるもの◆ 

集合場所からの交通費・プログラム費・宿泊費（宿泊コース

のみ）・食費（宿泊コースのみ、出発日の昼食～解散日の昼

食まで） 

※日帰りコースではお弁当を持参していただきますが、一部のプ

ログラムでは昼食が含まれています。 

※今年度より個々の食物アレルギー、好き嫌い等を考慮し、お弁当

を持参していただくことになりました。 

 

◆キャンセル規定◆ 

お申し込み後、お客様のご都合により旅行を取り消される場合

は、出発日の前日から起算してさかのぼって下記の料率でお取消

料を申し受けます。 

※２１日（日帰りは１１日）以前は無料です。 

日帰りプログラム 

10～8日前 7～2日前 前日 当日 出発後 

２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％ 

     

20～8日前 7～2日前 前日 当日 出発後 

２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％ 

宿泊プログラム 

～ご予約・お申し込み方法～ 

ご予約は申込フォームまたはお電話にてお申し込みください。 

受付開始日 ： 8月1日（木） 10：00より 
※トラブル防止のため、ご予約は参加者の保護者からのみ受付いたします。 

申込フォームから申し込む 

お申込画面にてご希望のコースならびに必要事項をご入力 

し、送信してください。 

メール受信後お申込用紙・参加確認書兼健康調査書ならび 

に旅行条件書を郵送いたします。 

お申込用紙・参加確認書兼健康調査書に必要事項をご記入の上、書類到着後5

日以内に郵送にてご返送ください。 
 

電話で申し込む 

ご希望のコースをお電話にてお申し込みください。その後、お申込用紙・参加

確認書兼健康調査書ならびに旅行条件書を郵送いたします。 

お申込用紙・参加確認書兼健康調査書に必要事項をご記入の上、書類到着後5

日以内に郵送にてご返送ください。 

 

クレジットカード決済／コンビニ決済 

お申込フォーム・お申込用紙にてご登録いただいたメールアドレス宛に、「決済

のご案内」を送信いたします（お支払期日は受信メールにてご確認ください）。 

★お取り扱いブランド・店頭 

「VISA」「MasterCard」「ローソン」「ファミリーマート」「セイコーマート」「ミニストップ」 
 

銀行振り込み 

ご請求書に記載された期限（ご出発日の21日前）までにご参加費用のお振込

みをお願いいたします。 

 

お申込用紙のご返送および旅行代金のご決済またはお振込みが完了した時

点で旅行契約（お申し込み）が成立となります。ご出発の10日前までに、出発

の最終案内（集合時間・場所、持ち物案内など）を郵送にてお送りいたします。 

ドルフィンスポーツアカデミー 

2019年度後期（10月～3月） 

●今年度よりカード決済（VISA・MasterCardのみ）、コンビニ払いがご利用いただけます 

●日帰りキャンプでは、一部のプログラムを除きお弁当持参となりました 

ドルフィンスポーツアカデミー旅行条件書（要約） この書面は旅行業法第12条の4の定めるところの取引条件の説明書面および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は事前に確認の上お申し込みください。 



～ドルフィン探検学校～ ２０１９年１０月～2020年３月 

 

【旅行代金／参加対象】 

旅行代金 

（一般登録会員）7,8００円 （キッズメイト）７,2００円 

参加対象について 

満４歳児～小学６年生 
 

※ご参加は満４歳児以上～小学６年生となります。年少さんの場合

は４歳を過ぎてからのご参加となります。 

舞台は東京都心、地下鉄や水上バスを駆使してダイナミックに大都会を動き回ります。都内の名

所や公園をめぐりながら謎を解きながらゴールを目指します。路線図や時刻表をにらみながら、

いかに効率よく回れるかがポイント。そしてゴールに待ち受けるものは？？  

場所： 都内の名所・公園（東京都西部）   

集合場所： 新宿駅 ※予定 

定員： ４０名 

昔懐かしのおもちゃから、びっくり仰天のおもしろおもちゃまで、自分で作ってその場で遊べるか

ら楽しさも倍増。今回はキャンプの達人を招いてクラフト（キャンプ工作）と野外遊びを楽しみま

す。広い公園を思い切り駆け回ってとことん遊んで、たくさんお土産を持って帰りましょう。  

場所： 光が丘公園（練馬区）   

集合場所： 新宿駅 ※予定 

定員： ３５名                    

前期に引き続きオリンピックセンターにて開催。たっぷりとじっくりと時間をかけて、本格的な

スィーツ作りにチャレンジです。「えっ！こんなものがキャンプで作れるの？？」といったびっくり

スィーツや、和菓子作りにもチャレンジしましょう。  

場所： 国立青少年記念オリンピック総合センター（渋谷区）   

集合場所： 新宿駅 ※予定 

定員： ４０名                   ※この回はお弁当は必要ありません 

 まずは“火”を作るところからスタート。マッチを使わずに様々な方法で火種を作り火を育てま

す。そして芋の投入、火をいじりながらじっくりと焼き上げます。残った時間は広場を駆け回り思

い切り遊びましょう。体の外から内からポカポカのプログラムです。  

場所： 東京近郊のキャンプ場（※場所未定）   

集合場所： 新宿駅 ※予定 

定員： ４０名 

夏の喧騒とは一変、人気（ひとけ）のない春の湘南海岸をウォーキング。砂浜できれいな貝殻や

ビーチグラスを拾って自分だけの宝石箱を作ったり、流木でオブジェを作ったり。そしてのんびり

と歩いて目指すは江の島、オフシーズンだからこそできる海の楽しみを見つけましょう。  

場所： 湘南海岸（鎌倉～江の島周辺）   

集合場所： 新宿駅 ※予定 

定員： ５０名 

１０/１３（日） 宝探しゲーム（大都会編） ～大都会に隠された謎を探れ～ 

１１/１０（日） 手作りおもちゃで遊ぼう ～クラフト名人登場、技を盗め～ 

１１/２４（日） 野外料理② ～わんぱくパティシエ参上～ 

焚火と焼き芋づくり ～寒さを吹き飛ばす、ホッカホカの1日～ ２/９（日） 

３/８（日） 春の湘南ウォーキング ～  

～週末キャンプ～ ２０１９年１０月～１２月 

１０/２６（土）～２７（日） 

お馴染みペンション八ヶ岳BaceCampをベースに、八ヶ岳の秋を思う存分に満喫するキャンプで

す。森林散策にプラネタリウム、そして夜は秋の星空を鑑賞します。翌日は蓼科ロープウェイに

乗って紅葉真っ盛りの北八ヶ岳へ。八ヶ岳の秋の楽しさと魅力満載の2日間です。  

場所： 八ヶ岳原村とその周辺（長野県）  

宿泊： ペンションBaceCamp（朝1回、昼2回、夕1回）  

集合場所（集合／解散）： 新宿駅（０９：３０／１８：１５）予定 

参加対象・定員： 年長～中学生（１２名） 

旅行代金： 小学生３９,０００円 中学生４６,０００円 ※キッズメイトは３％引き 

スケジュール： 

（１０/２６） 

新宿駅集合・特急あずさ号にて小淵沢駅へ、送迎でペンションBaceCampへ 

○森林散策 ○プラネタリウム見学 ○星空観察または夜の探検 

（１０/２７） 

○蓼科ロープウェイに乗って、終日北八ヶ岳紅葉トレッキング 

茅野駅よりあずさ号にて新宿駅へ・解散 

八ヶ岳紅葉トレッキングキャンプ  

【ご参加にあたり】 

○日帰りキャンプでは、一部のプログラムを除きお弁当は持参とな

ります。お子さまが食べやすいものをお持ちください。 

○雨天時でも催行いたしますが、台風や集中豪雨などで荒天が予

想される場合は中止とさせていただきます。その場合は前日12時ま

でに決定し連絡をいたします。その場合の順延はございません。 

天気の状況によっては、室内プログラムなどの代替プログラムに変

更する場合があります。また、プログラム変更に伴いお取り消しされ

る場合はキャンセル料をいただきません。 

 

◆安全管理・健康管理について◆ 

お子さまをお預かりする上で安全管理を最優先に考え、プログラム

実施時にはリスクマネージャーの配置、ならびに救急法の資格を

もったスタッフが現場での対応をいたします。 

年間を通して救急法・ファーストエイド・子どものカウンセリングノウ

ハウなどの研修をおこない、スタッフは活動に臨んでいます。 

ご参加にあたり健康調査書にてお子さまの健康状況をお伺いして

おります。内容によってはご参加をお断りする場合がございますの

で、予めご了承ください。 

また健康状況や特記事項（既往症）、常備薬の服用方法など、集合時

に担当スタッフにお伝えください。尚、食物アレルギーがある方は、お

申し込み時にお知らせください。 

（有）アウトドアシステムでは、損害保険ジャパン日本興亜損保株式会

社の全旅協旅行災害補償制度に加入しており、万が一怪我が生じた

場合には、この制度の適応範囲内にて対応いたします。 
 

◆グループ編成について◆ 

体力や経験値（習熟度）を考慮し、主に年齢に応じた６～１０名程度の

グループ分け（人数はプログラムによる）をいたします。また各グ

ループには幼児班は２名、小学生班は１～２名のスタッフが担当いた

します。 

※ご友人様同士の複数参加の方々につきましては、事前に明確な

ご希望をいただいた際には極力同グループとなるように準備致し

ますが、人数が多い時は分かれていただくことがございます（５人

→３人と２人の二つに分かれていただくなど）。 

またご兄弟など異年齢同士でご参加の場合はグループが分かれる

場合がございます。 

※お一人で参加されるお子さまにも安心して快くご参加いただけ

ますよう、またグループの雰囲気に極端な偏りが出ないように保護

者様にもご参加者のお子さまにもご理解とご協力をいただいてお

ります。 

※プログラム内容やご参加者様の総人数によっては年齢縦割りの

混成班を構成する場合がございます（異年齢同士の交流やグルー

プワークを重視する活動の場合・或いは少人数の際など）。 

 

◆その他◆ 

活動の写真はネットアルバムよりご自由にダウンロードいただけま

す。アルバムはパスワードで管理され、解散時にパスワードを記した

ご案内をお配りいたします。 

活動の様子は、ホームページの活動日記よりご覧いただけます。活

動終了翌日の午前中までにお知らせいたします。 

 

※ドルフィンキッズメイトの今年度のご登録は、7/1をもちまして受付

終了となりました。来年度は4月よりご登録受付を開始いたします。 
 

現在募集中のコース 

以下のプログラムも引き続き募集しております。詳細はホームペー

ジでご確認ください。 

◆インセクトシールド～虫除けグッズ～のご案内◆ 

着用するだけで虫除け効果のある製品のご紹介です。Tシャツや靴

下を始め、ジャケットやバンダナなどの製品を用意しています。 

虫が苦手、刺されると腫れやすいお子さまにお奨めです。製品のラ

インナップ、商品説明は以下ホームページよりご覧ください。 

尚、ご購入の際は以下ディスカウントコードをご入力いただければ、

10％の割引でご購入いただけます。（5,000円以上のお買い物で） 

ディスカウントコード → DSA1EDF 

お買い求め方法 

1.商品をカートに入れる 

2.チェックアウト 

3.ディスカウントコード入力 

 

https://www.mushiyoke.com/ 

 

ドルフィン探検学校 

９/２９ 海の探検隊～今年最後の海をとことん遊び尽くせ～ 


