
ドルフィンスポーツアカデミー旅行条件書（要約） 

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202２年9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 

※不在の際は留守番電話にメッセージをお願いします。折り返しご連絡いたします。 

【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 

 

※プログラム内容に関してのお問い合わせはこちらまで 

【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】 

旅行代金／集合・解散時間／最少催行人数は各コースの

詳細をご覧ください 

※ご兄弟でお申込みの方（別々のコースでもOK)はそれぞ

れ5％の割引となります。※3/21～29出発のコース対象 
 

◆交通◆ 

全コース、現地までは公共の交通機関（列車・路線バス等）

を利用します。 

 

◆旅行代金に含まれるもの◆ 

集合場所からの交通費（現地集合解散もお選びいただけ

ます）・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） 
 

◆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。 

 

宿泊プログラム 

20～8日前 7～2日前 前日 当日 出発後 

２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％ 

～ご予約・お申し込み方法～ 

ご予約は申込フォームからのみとなります 

受付開始日 ： １２月１９日（月）～ 

 

※ツアーの内容や、その他お問い合わせは、お電話メールにて承ります。 

申し込み 

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・旅行条件書・健康調査書兼参加確認書ならび

にご請求書（銀行振込希望の方のみ）を郵送いたします。 
 

※お申込用紙・参加同意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。 

 

お支払い①／クレジットカード決済 

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）。 

★クレジットカード決済お取り扱いブランド 

「VISA」「MasterCard」 
 

お支払い②／銀行振り込み 

ご請求書に記載された期限までに旅行代金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14日前（日帰りは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 

2022年度後期（１月～３月） 

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。 

申込フォームQRコード → 

◆レンタルについて◆ ※全て税込みとなります 

スキーセット（スキー、ブーツ、ストック）  

週末コース（6,000円） ３日間コース（７,０００円） 

５日間コース（１０,０００円） ６日間コース（１２,０００円） 
 

ヘルメット/スキーウェア 全コース共通（各3,000円）※期間中 

※ゴーグル、手袋などの小物類はご用意ください 

○オリジナルスキー検定／スキー連絡票サービスの実施 

 子どもスキーに特化した独自の検定を実施します（短いいコースはレッスン内検定にておこなます）。また現在の 

 スキー技術や今後の課題などきめ細かなアドバイスを、キャンプ終了後スキー連絡票でお知らせします。 

○子どものスキー指導に長年の実績と自信があります 

 スキー学校やスキー指導現場での経験豊富なディレクターや、高い技術や指導法を持つメインとなるスタッフが 

 スキー指導全体の指揮をとり、初心者から上級者までそれぞれのお子さまに合った的確な指導をいたします。 

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％ 

◆スキー技術の条件があるコースついて◆ 

より的確できめ細かなレッスンをするため、コースによってはスキー技術の条

件がございます。（安比コース、黒姫アドバンスコース、志賀高原コース） 

ドルフィンスポーツアカデミーのスキーキャンプに参加したことがあるお子さ

まは、取得したバッチの色をご確認ください。 

初めてのご参加でご不安な方は、事務局までお問合わせください。 



（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。 

初級～エキスパートまで

安比コース ※スキー技術の条件あり 

旅行代金：  中高生 １８５,０００円 

一度参加するとやみつき。山頂から滑る最長滑走距離5.5km

の広大なゲレンデは、周りを気にせずのびのびとスキーを楽

しめます。そしてスキー場内の快適でおいしい食事のリゾート

ホテル。温泉もあって大満足の6日間のロングキャンプです！ 

日程： ３月２８日（火）～4月2日（日） ５泊６日 

場所： 岩手県／安比高原スキー場 

宿泊： ＡＮＡクラウンプラザリゾート安比高原（予定） 

参加対象・定員： 小学生～高校生 ３０名（最少催行人数１０名） 

食事： 朝５回、昼６回、夕５回   

交通： 東北新幹線利用 

集合・解散： 東京駅 集合０７：００（予定） 解散１８：１５（予定） 

スケジュール（予定）： ※天候等により変更になる場合があります 

スキー初めて～初級向け 

舞子高原コース  

中学生 ９３,０００円 

スキーはもちろん、スキー以外にもいろいろなことを楽しみた

いみんなのためのキャンプです。変化に富んだスキー場はど

んなレベルでも大満足。アクセス抜群で、3日間でも初日の午

後から最終日の午前中までたっぷり滑ることができます。 

日程： ３月２５日（土）～２７日（月） ２泊３日 

場所： 新潟県／舞子スノーリゾート 

宿泊： 和風いん越路  

食事： 朝２回、昼３回、夕２回 

参加対象・定員： 年中～中学生 ３０名（最少催行人数15名） 

交通： 上越新幹線利用 

集合・解散： 東京駅 集合０８：２０（予定） 解散１７：５０（予定） 

スケジュール（予定）： ※天候等により変更になる場合があります 

六日町コース  

現地集合解散 ７３,０００円） 

ファミリーや子どもに優しい新潟の穴場スキー場。小さいなが

らもワイドに広がる緩斜面やコブ・オフピステもあり、どんなレ

ベルでも大満足。ホテルはゲレンデの横で移動もラクラク。気

持ちのいい温泉とバイキングのおいしい食事も大人気です。 

日程： ３月２１日（火）～２３日（木） ２泊３日 

場所： 新潟県／ムイカスノーリゾート 

宿泊： むいか温泉ホテル 

食事： 朝２回、昼３回、夕２回 

参加対象・定員： 年中～小学生 ２５名（最少催行人数１０名） 

交通： 上越新幹線利用 

集合・解散： 東京駅 集合０８：２０（予定） 解散１７：５０（予定） 

スケジュール（予定）： ※天候等により変更になる場合があります 

１日目 
集合・出発～１１:００頃ホテル到着（昼食） 

PM スキーレッスン 入浴（夕食）／レクリエーションなど 

最終日 

AM スキーレッスン（※DSA検定はレッスン内となります） 

（昼食） 荷物整理・お土産購入、閉校式 

１４：３０出発～１７:４０頃到着・解散  

２日目 
AM スキーレッスン（昼食） 

PM スキーレッスン 入浴（夕食）／夜の雪原探検など  

１日目 
集合・出発～１０:４５頃旅館到着（昼食） 

PM スキーレッスン 入浴（夕食）／レクリエーションなど  

最終日 

AM スキーレッスン（※DSA検定はレッスン内となります） 

（昼食） 荷物整理、閉校式 

１５：００旅館出発・越後湯沢駅でお土産～１７:４０頃到着・解散  

２日目 
AM スキーレッスン・もちつき（昼食） 

PM スキーレッスン 入浴（夕食）／夜の雪原探検など 

志賀高原コース ※スキー技術の条件あり 

旅行代金： 小学生１３１,０００円 中高生１５２,０００円 

いくつものスキー場がおりなす多彩なコースは、一日では滑り

切れないほど。標高がベースでも1,300mあるので、春でも安

定した積雪が迎えてくれます。スキー好きには最高の環境。昼

食の場所も含めて班で１日自由に動くスペシャルデーも予定。 

日程： ３月２９日（水）～4月２日（日） ４泊５日 

場所： 長野県／志賀高原スキー場 

宿泊： 志賀一井ホテル   

参加対象・定員： 年長～高校生 ３０名（最少催行人数１０名） 

食事： 朝３回、昼４回、夕３回 

交通： 北陸新幹線利用 

集合・解散： 東京駅 集合０６：５０（予定） 解散１９：２０（予定）

スケジュール（予定）： ※天候等により変更になる場合があります 

1日目 
集合・出発～１１:００頃ホテル到着（昼食） 

PM スキーレッスン 入浴（夕食）／オリエンテーション 

２～５日

目 

AM スキーレッスン（昼食） 

PM スキーレッスン 入浴（夕食） 

／温泉・ビデオレッスン・スキー映画・レクリエーションなど 

最終日 

AM スキーレッスン・DSA検定 

（昼食） 荷物整理・お土産購入、閉校式 

１４：００出発～１８：０５頃到着・解散  

1日目 
集合・出発～１０:５０頃ホテル到着（昼食） 

PM スキーレッスン 入浴（夕食）／スキーミーティング

２～４日

目 

AM スキーレッスン（昼食） 

PM スキーレッスン 入浴（夕食）／ビデオレッスンなど 

※４日目はスペシャルデーを実施予定 

最終日 

AM スキーレッスン＆DSA検定 

（昼食） 荷物整理・お土産購入、閉校式 

１５：００出発～１９:１０頃到着・解散  

◆担当ディレクター◆ 

小山 丈二（ゆうえんち）  

三浦雄一郎＆スノードルフィンスキースクール中里校元校長代

理。年間を通して子どもたちの自然体験活動の総指揮をする一

方、指導者や企業・教育現場での安全教育指導を積極的におこ

なっている。子どものスキー指導は40年の実績をもつ。 

（担当コース） 六日町コース、舞子高原コース、志賀高原コース、 

       週末スペシャルコース、ドルフィン探検学校 

 

秋山 和正（カマキリ） ディレクター 

宮城蔵王自然学校代表。元スノードルフィンスキースクールの主

任インストラクター。現在は各地でスキースクール、スキーガイド、

山岳ガイドをおこなっている。ゲレンデスキーにとどまらず、山ス

キー、テレマークなど雪上の活動は何でもおまかせ。 

（担当コース） 安比コース 

冬の味覚といえばもちろん“いちご”。とっても甘いいちごをお腹いっぱいに食べて、冬の寒さに

負けずにたくさん遊びましょう。たくさん食べて満足したら、次はハイキングに出発。西鎌倉の静

かな住宅街をぬけて途中の自然公園で遊んだり、大きい子たちは海まで歩いてみよう。 

開催場所： 鎌倉観光いちご園（神奈川県鎌倉市）   

集合解散： （集合）品川駅 （解散）新宿駅 集合08：０0（予定） 解散17：00（予定） 

参加対象・定員： 満4歳児～小学生 ４0名（最少催行人数８名） 

２/１１（土） いちご狩りハイキング  旅行代金： ９，０００円 

３/５（日） 海のウォーキング＆宝箱づくり  旅行代金： ８，５００円 

夏の喧騒とは一変、人気（ひとけ）のない春のきれいな海をウォーキング。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てみよう。江ノ島からのんびりと歩いて辻堂

海浜公園を目指します。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。 

新宿駅 集合08：30（予定） 解散17：00（予定）   

集合解散： 新宿駅 集合08：30（予定） 解散17：00（予定） 

参加対象・定員： 満４歳児～小学生 40名（最少催行人数10名） 

舞子高原週末コース① ※スキー技術の条件あり  

中高生 ８３,０００円 

スキー中級以上（中級コースを安定して滑れる）のスペシャル

コースです。２日目の朝から最終日の昼過ぎまで滑走量もしっ

かりと確保、舞子の広大なエリアを縦横無尽に滑り尽くしま

しょう。ビデオレッスンも含めて、スキー三昧のキャンプです。 

日程： １月２７日（金）※夜出発～２９日（日） ２泊３日 

場所： 新潟県／舞子スノーリゾート 

宿泊： 和風いん越路  食事： 朝２回、昼２回、夕１回 

参加対象・定員： 小学生～高校生 ２０名（最少催行人数８名） 

交通： 上越新幹線利用 

集合・解散： 東京駅 集合１８：００（予定） 解散１７：５０（予定） 

スケジュール（予定）： ※天候等により変更になる場合があります 

週末スペシャル 

舞子高原週末コース②   

,０００円 

スキー初めて大歓迎。旅館の目の前は初心者でもすぐにリフト

に乗れる緩斜面、ストレスなく楽しくスキーを覚えられます。滑

れるようになったら、高速リフトでロングコースにも挑戦。幼児

さんや初めてのお泊りでも、安心してご参加いただけます。 

日程： ２月１８日（土）～１９日（日） １泊２日 

場所： 新潟県／舞子スノーリゾート 

宿泊： 和風いん越路  食事： 朝1回、昼２回、夕１回 

参加対象・定員： 年中～小学生 ２０名（最少催行人数８名） 

交通： 上越新幹線利用 

集合・解散： 東京駅 集合０７：２０（予定） 解散１７：５０（予定） 

スケジュール（予定）： ※天候等により変更になる場合があります 

１日目 
集合・出発～１０:３０頃旅館到着（昼食） 

PM スキーレッスン 入浴（夕食）／レクリエーションなど 

最終日 

AM スキーレッスン（※DSA検定はレッスン内となります） 

昼食） 荷物整理、閉校式 

１５：００旅館出発・越後湯沢駅でお土産～１７:４０頃到着・解散  

ドルフィン探検学校 ～冬の部～ 

１日目 集合・出発～２１:００頃ホテル到着・入浴後就寝 

最終日 

AM スキーレッスン（※DSA検定はレッスン内となります） 

昼食） 荷物整理、閉校式 

１５：００旅館出発・越後湯沢駅でお土産～１７:４０頃到着・解散 

２日目 

AM スキーレッスン（昼食） 

PM スキーレッスン  

入浴（夕食）／ビデオレッスン、ナイトハイクなど 


