
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2019年3月10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】 

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。※宿泊のキャンプのみ 
 

◆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またはお電話にてお申し込みください。 

受付開始日 ： 9月23日（水） 10：00より 

※できるだけ申込みフォームでのお申込みをお願いいたします 

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・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。 
 

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・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。 

 

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」 
 

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14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 

2020年度中期（11月～1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）  

３日間コース（6,500円） 5日間コース（9,500円） 

６日間コース（11,000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 

◆新型コロナウィルス感染症対策に伴う、集合解散時の対応について◆ 

・集合解散時は全体でのご挨拶はおこなわず、班ごとの小さなグループにておこないます 

・集合解散の混雑や移動にご不安な方は、現地集合解散でのご参加もお選びいただけるようになりました 

※その他、集合解散時や移動中、現地での感染対策の詳細は、ドルフィンスポーツアカデミーホームペー

ジより「新型コロナウィルス感染症対応ガイドライン」をご覧ください。 

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％ 



◆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

実施時には救急法のスキルをもったスタッフが現場での対応をいた

します。 

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◆ 

お子さまの技術に応じたきめ細かなクラス分けをし、4～8名程度の

スキー班を編成いたします。お部屋は男女別の学年の近い子同士で

グループ編成をいたします。 

※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）。 

◆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） 

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。 

 

スキー初めて～初級向け 

黒姫スタンダードコース 

 

       中学生 83,０００円（現地集合解散 65,000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

いみんなのための人気コースです。新幹線利用で初日の午後

から最終日の午前中までたっぷり滑ることができます。アドバ

ンスコースと並行して実施、兄弟別々のコースでも安心です。 

日程： 12月28日（月）～30日（水） 2泊3日 

場所： 長野県／黒姫高原スノーパーク 

宿泊： 黒姫ライジングサンホテル 食事： 朝2回、昼3回、夕2回 

参加対象・定員： 年中～中学生 45名（最少催行人数15名） 

   ※定員はアドバンスコースを含めた合計人数となります 

交通： 北陸新幹線利用 

集合・解散： 東京駅 集合08：00（予定） 解散17：30（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 

初級～エキスパートまで

グリーンバッチ相当（中級者コー

スを安定して滑れる技術以上） 

安比コース ※スキー技術の条件あり 

旅行代金： 小学生152,０００円 中高生168,０００円 

（現地集合解散 136,000円 ※全学年共通） 

一度参加すると病みつき。積雪の安定した北東北、最長滑走

距離5.5kmのビッグゲレンデ、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。夜もビデオレッスン、ナイタース

キー、温泉と充実。大満足の6日間のキャンプです！ 

日程： 12月25日（金）～30日（水） 5泊6日 

場所： 岩手県／安比高原スキー場 

宿泊： 安比ヒルズ白樺の森（予定） 

食事： 朝5回、昼6回、夕5回 

参加対象・定員： 小学生～高校生 20名（最少催行人数10名） 

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 

六日町コース 

旅行代金： 共通71,０００円（現地集合解散 64,000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

持ちのいい温泉とおいしい食事も大人気です。 

日程： 1月4日（月）～6日（水） 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07：45（予定） 解散17：45（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～11:15頃ホテル到着（昼食） 

PM スキーレッスン 入浴（夕食）／ゲーム大会・レクなど 

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 

13：45出発～17:15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）／ゲーム大会・レクなど  

1日目 
集合・出発～11:15頃ホテル到着（昼食） 

PM スキーレッスン 入浴（夕食）／ゲーム大会・レクなど  

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 

14：20出発～17:30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）／夜の探検など 

レッドバッチ相当（緩斜面を

安定して滑れる技術以上） 

黒姫アドバンスコース ※スキー技術の条件あり 

旅行代金： 小学生112,０００円（現地集合解散 103,000円） 

      中高生126,０００円（現地集合解散 108,000円） 

「たくさん滑って上手になりたい、でも楽しいプログラムもし

たいなあ。」といった声に応え、スキーの時間をたっぷり確保、

スキー中心のプログラムに大変身しました。スキー場は緩斜面

から急斜面まで多彩な斜面設定で上級者でも満足です。 

日程： 12月26日（土）～30日（水） 4泊5日 

場所： 長野県／黒姫高原スノーパーク 

宿泊： 黒姫ライジングサンホテル 

食事： 朝4回、昼5回、夕4回 

参加対象・定員： 小学生～高校生 45名（最少催行人数15名） 

  ※定員はスタンダードコースを含めた合計人数となります 

交通： 北陸新幹線利用 

集合・解散： 東京駅 集合08：00（予定） 解散18：00（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）／ナイター・温泉など 

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）／ナイター・温泉・ビデ

オレッスン・スキー映画など 

※5日目夜は焼肉＆お土産づくりを予定しています 

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～11:15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日目のもちつきはスタンダードコースと合同 

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 

14：30出発～17:50頃到着・解散  

◆主なスタッフ◆ 

小山 丈二（ゆうえんち） ドルフィンスポーツアカデミー代表 

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35年以上の実績をもつ。 

（担当コース）黒姫コース（アドバンス・スタンダード）、六日町コース 

 

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 

 

五十嵐 和哉（ピースケ） 特別講師 

1979年よりプロスキーヤー三浦雄一郎氏のもとで活動。モーグル選

手として国内外、ワールドカップに出場。その後全日本ナショナル

チームコーチを務め里谷、附田、三浦等のオリンピック選手を育成。

2008年5月には三浦雄一郎氏とともにエベレストに登頂。冬季はか

ぐらスキー場にてバックカントリーガイドも務める。 

（担当コース）黒姫コース（アドバンス） 

 

全コースとも、ドルフィンスポーツアカデミーのオリジナルバッチ検

定（DSA検定）を実施いたします。 

※2泊3日のコースはレッスン内検定にておこないます 

昨年に引き続き代々木の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。昨年を超える本格的、驚きスィーツをみんなで完成させま

しょう。和菓子？洋菓子？まさかのあの国のご当地お菓子？？何を作るかお楽しみ！ 

開催場所： 国立青少年記念オリンピック総合センター（渋谷区）   

集合解散： 現地（最寄り駅）参宮橋または代々木公園 集合09：30（予定） 解散16：30（予定） 

参加対象・定員： 満4歳児～小学生 25名（最少催行人数10名） 

旅行代金： 7,500円（現地集合解散料金） ※この回は現地集合解散のみの募集となります。 

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？？ 

開催場所： 都内の名所・公園（東京都東部中心）   

集合解散： 東京駅 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 25名（最少催行人数10名） 

旅行代金： 8,000円 ※プログラムの関係上、この回は東京駅集合解散のみとなります。 

11/8（日） 野外料理 ～今年も登場、わんぱくパティシエ大集合！～ 

11/22（日） 宝探しゲーム② ～大都会に隠された謎を追え～ 

◆現地集合解散について◆ ※集合解散の場所をお選びいただけます 

新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、大人数での集合や新幹線・バスなどの移動に抵抗のある方は、現地集合解散でのご参加も選べる

ようになりました。その際の旅行代金は、各コースの詳細をご覧ください。合流時間・場所はご旅行の最終書類にてお知らせいたします。 

尚、今回募集のデイキャンプ「野外料理」は現地集合解散のみ、宝探しゲーム②はプログラムの関係上、東京駅集合解散のみとなります。 



【お知らせ】 

GoTo トラベルキャンペーンについて 

 

 

7/22 よりスタートしておりました「GoTo トラベル」キャンペーンに関しまして、東京都が除外対象か

ら外れた際は、冬休みのコースにつきまして割引対象とさせていただきます。キャンペーンによる割引

の対象となるコースは、裏面の表にてご確認ください。 

（すべてのコースが割引対象ではございませんので、ご了承ください。） 

 

 

[1]裏面のコースが 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。 

[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。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）いたしますので、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」をお支払いいただきます。 

なお、お取消しの際は、旅行代金（レンタル代などを含んだ総額）を基準として所定の取消料を申し受

けます。 

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ご了承のうえお申込みください。 

[4]「地域共通クーポン」は 10 月１日以降の当社が定める日以降にご出発のコースに付与されます。そ

れ以前のコースには付与されません。 

[5]東京都が除外から解除された際に適用となります。 

[6]お申し込みの際、本人を確認する書類の提出が必要となります。 

提出書類；参加されるお子様全員分の健康保険証および保護者様の本人確認書類（氏名及び住所、写真

が確認できる書類） 

※Go To トラベルキャンペーンは、9 月 10 日時点の政府（観光庁）発表情報に基づいて掲載していま

す。今後変更となる場合もございますので、予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 



【GoTo トラベル事業支援対象コース】 

コース  旅行代金 給付金 お支払実額 

12/25（金）～30（水） 

安比コース 

「5 泊 6 日」 

小学生 152,000 円 53,000 円 99,000 円 

小学生兄弟割引 144,400 円 50,000 円 94,400 円 

中高生 168,000 円 58,000 円 110,000 円 

中高生兄弟割引 159,600 円 55,000 円 104,600 円 

現地集合解散（全年齢共通） 136,000 円 47,000 円 89,000 円 

現地集合解散兄弟割引 

（全年齢共通） 

129,200 円 45,000 円 84,200 円 

12/26（土）～30（水） 

黒姫アドバンスコース

「4 泊 5 日」 

小学生 112,000 円 39,000 円 73,000 円 

小学生兄弟割引 106,400 円 37,000 円 69,400 円 

中高生 126,000 円 41,000 円 85,000 円 

中高生兄弟割引 119,700 円 41,000 円 78,700 円 

現地集合解散小学生 103,000 円 36,000 円 67,000 円 

現地集合解散中高生 108,000 円 37,000 円 71,000 円 

現地集合解散小学生兄弟割引 97,850 円 34,000 円 63,850 円 

現地集合解散中高生兄弟割引 102,600 円 35,000 円 67,600 円 

12/28（月）～30（水） 

黒姫スタンダードコース

「2 泊 3 日」 

小学生以下 71,000 円 24,000 円 47,000 円 

小学生以下兄弟割引 67,450 円 23,000 円 44,450 円 

中学生 83,000 円 29,000 円 54,000 円 

中学生兄弟割引 78,850 円 27,000 円 51,850 円 

現地集合解散小学生以下 62,000 円 21,000 円 41,000 円 

現地集合解散中学生 65,000 円 22,000 円 43,000 円 

現地集合解散小学生以下兄弟割引 58,900 円 20,000 円 38,900 円 

現地集合解散中学生兄弟割引 61,750 円 21,000 円 40,750 円 

1/4（月）～6（水） 

万座コース 

「2 泊 3 日」 

全年齢共通 71,000 円 24,000 円 47,000 円 

全年齢共通兄弟割引 67,450 円 23,000 円 44,450 円 

現地集合解散（全年齢共通） 64,000 円 22,000 円 42,000 円 

現地集合解散兄弟割引 

（全年齢共通） 

60,800 円 21,000 円 39,800 円 

 


