
 

 

★子どもアウトドア専門「トムソーヤクラブ」の  

 スタッフも一緒だから生活面も安心！ 

★先生やお友達とぐっと距離が縮まるグループ 

 ごとのキャンプファイヤーパフォーマンス♪ 

★アメリカ・カナダで人気のアクティビティ  

 を通した異文化体験で探究心が芽ばえます！ 

★子ども英会話専門だから、英語が初めての 

 お子様でも楽しめるプログラム♪ 

エピオンの人気外国人講師と一緒に国内留学体験で今よりもっと英語が好き
になる！野外活動でしかできないアクティビティで自己表現を英語でしよう！ 

お申込みは日本旅行関西企画旅行支店まで、申込書をファックスか郵送、またはＷＥＢからどうぞ。 

プログラム企画 

旅行企画・実施  株式会社日本旅行 関西企画旅行支店 

申込開始：６月４日（月）13:00 
定員になり次第終了しますのでお早めにお申し込みください。 

活動イメージ 活動イメージ 

 ※期間中のレッスン・アクティビティの合計時間÷週一回の教室での平均学習時間50分として換算。 

３日間でレッスン３ヶ月分相当以上の英語学習量!! 

お申込みはＷＥＢからもどうぞ⇒ 
https://va.apollon.nta.co.jp/epion0809/ 

活動イメージ 

参加者の声 

http://epion.mabuchi.co.jp/index.html
http://super-epion.mabuchi.co.jp/index.html


■旅行代金（おひとり様）／４７,８００ 円（税込） 
■旅行期間／2018年８月９日（木）～８月１１日（土）３日間 
■食事／朝食２回・昼食２回・夕食２回 
■参加資格／小学１年生～中学３年生 
■宿泊／兵庫県川辺郡「奥猪名健康の郷」 ２泊 
  ６～１６名定員 和室大部屋（男女別）、トイレ・浴室は共用施設となります。 

■最少催行人員／２１名様 
■添乗員／同行しませんが、お子様１０～１５名に１人の 
        外国人講師と野外活動スタッフがお世話致します。 
         また、EPIONスタッフも同行いたします。 
■申込締切／７月１０日（火） 
■利用交通手段／貸切バス（日本交通バス）  
■集合・解散場所／ＪＲ新大阪駅前 ・ 京阪枚方市駅前 
※詳しい集合時間・解散場所につきましては、ご旅行出発前にお渡しする行程 
  案内書にてお知らせいたします。（出発７日前頃にご自宅へ発送します） 
※１日目の昼食はお弁当をご持参ください。 

■スケジュール ※時刻は目安です。順序も含めて変更になることがあります。また、天候などの事情により行程を一部変更する場合があります。 

 プログラム説明会のお知らせ 
  プログラムに関するご理解を深めていただくために 
  説明会を実施いたします。是非お越しください。 

 開催日 ６月９日（土） 
 会  場 （各会場とも同じ内容です） 
  １０:３０～１１:３０ 馬渕教室阪急茨木校 

                茨木市永代町7-8     

１３:００～１４:００ 馬渕教室枚方本部校 
                枚方市岡南町10-32    

   ◆説明会受付はエピオン枚方校まで 
   TEL ０７２-８４５-２３００  
  平日：午後1時～午後8時  土曜：午前10時～午後6時           
  日・祝日は休み 
   ◆ご出席いただけなくてもツアーにお申込みは可能です。 

お申し込みの際、必ず「国内募集型企画旅行条件書」を別途お受取りいただき、ご確認の上、お申込みください。

【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第１２条の５に定める契約書面の一部となります。】

が旅行企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当 　　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
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。 　　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。

　取　消　料
 21日目に当たる日まで  無料

　　　円以上旅行代金まで）を添えてお申込み下さい。お申込み金は、  20日目に当たる日以降
　　　旅行代金、取消料または違約金の一部または全部として繰り入  ８日目に当たる日まで
　　　れます。  ７日目に当たる日以降

 ２日目に当たる日まで
　　　受理した時に成立いたします。  旅行代金の40％

 旅行代金の50％
 旅行代金の全額

　　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、旅行開始日から起算してさかのぼって、
　　13日目にあたる日より前に連絡させていただき、お預かりして
　　いる旅行代金全額をお返しします。

　　事代、入場料、消費税等諸税が含まれます。旅行日程に記載のな
　　い交通費等の諸費用及び個人的性質諸費用は含まれません。

プログラム企画 旅行企画・実施

＜観光庁長官登録旅行業　第２号＞ 一般社団法人日本旅行業協会正会員
〒541-0051 大阪市中央区備後町3-4-1 山口玄ビル6階

株式会社ウィルウェイ（馬渕教育グループ）
〒541-0041 大阪市中央区北浜4-1-21 住友生命淀屋橋ビル8F 総合旅行業務取扱管理者：弘中 賢悟　　担当者：弘中・堀内 企画１８－０８１

お申込み・お問合わせは（校舎備付けの申込用紙をＦＡＸか郵送、またはＷＥＢで。（https://va.apollon.nta.co.jp/epion0809/入力または下記のＱＲコードへ）

　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（営業所）での取引に関する責任者です。
　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、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

 旅行開始後又は無連絡不参加の場合

　　毒、盗難
　・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中

　　若しくは目的地・滞在時間の短縮

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

３．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
　　パンフレットに記載された日程に明示された送迎費、宿泊費、食

　について、お客様との連絡、運送・宿泊機関などの提供するサー
　ビスの手配に必要な範囲で利用させて頂きます。また、旅行先で

営業時間：（月～金）１０：００～１７：３０　（土・日・祝日）休業

ＴＥＬ ０６（６２０９）０７０７　ＦＡＸ ０６（６２０９）０６０６

この旅行は、㈱日本旅行関西企画旅行支店（以下「当社」といいます）

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、お申込み金（１万

  (2) 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を

　(3) 旅行代金は旅行出発日の15日前までにお支払いいただきます。

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

　　　取　　消　　日　　区　　分
 旅行開始日の

 前日から起算して

 さかのぼって
 旅行代金の20％

 旅行代金の30％

 旅行開始日の前日
 旅行開始日当日

　す。これら提供案内等の停止を希望される場合は、お申出下さい。

５．免責事項…お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、
　　当社は賠償の責任を負いません。
　・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の
　　変更若しくは旅行中止
　・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅
　　行日程の変更若しくは旅行の中止

　・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更

　のお買い物などの便宜の為に、お客様の個人データを土産物店に
　提供する事があります。土産物店への個人データの提供停止を希
　望される場合は、旅行出発までにお申し出下さい。この他、当社
　では、当社の提供する商品やサービス、キャンペーン、統計資料
　の作成などにお客様の個人情報を利用させていただく事がありま

ご旅行条件（要約）必ずお読みください。

株式会社日本旅行 関西企画旅行支店

《国内旅行傷害保険加入のおすすめ》
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で
保険をおかけになることをおすすめいたします。

９．このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、
　　2018年5月24日現在を基準としています。

７．旅程保証…当社は、当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）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。

６．特別補償…お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は手
　　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
　　にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、補償金及び見
　　舞金をお支払いします。

８．個人情報の取扱について---当社は申込書に記載された個人情報

お申し込みは便利な

ＷＥＢからもどうぞ!!

（クレジット決済可）

8:45 　貸切バスで出発
9:45 ＪＲ新大阪駅１階コンコース集合

10:00 　貸切バスで出発

Campfire Performance Practice #１14:30

13:00 Farewell party

12:00

11:00 English Activity #３

11:30 奥猪名ネイチャーパーク 到着
Pack Lunch （持参のお弁当）

Opening Ceremony

13:00 Campfire Performance Practice #３

13:00

（デザートは北米で人気の「スモア」作りに挑戦しよう！）

JR新大阪駅１階コンコース到着

Campfire Performance
（健康の郷食堂）

解散　　See you again !!!
京阪枚方市駅１階コンコース到着

16:00

13:30 English Activity #１

17:30

16:30

11:00

（Craft activity）

7:00 Breakfast （朝食）

ＤＡＹ ２

6:00

7:00

奥猪名ネイチャーパーク 出発

（健康の郷食堂）

Lunch （昼食）
（健康の郷食堂）

19:00 Campfire!!

18:30

14:00

8:00

English Activity #３（Catch a Fish!）

（健康の郷食堂）

14:00

着替え

（水着着用）

English Activity #４（Water Game!）

English Lesson #２

12:00 Lunch （昼食）

21:30 Lights out, Good night!  …zzz

（Team Flag）

21:30 Lights out, Good night!  …zzz
歯磨き、日記の記入、就寝準備 歯磨き、日記の記入、就寝準備

20:00 Bath Time

Dinner （夕食）

Bath Time

18:00

19:00 English Lesson #１

（カレーの王様コンテスト）

20:00 20:30

Forest Cooking "King of Curry" 　（夕食つくり）
16:30

（Stargazing）

15:30

ＤＡＹ １

8:00

起床、洗面、健康チェック
Breakfast （朝食）

Pack Bags/Clean up Room

10:00 English Activity #２

（荷物せいり、掃除、部屋のチェックアウト）

9:00 English Lesson #３Campfire Performance Practice #２

8:30 京阪枚方市駅２階コンコース集合

9:00

Clean up Room

ＤＡＹ ３

（健康の郷食堂）

6:00 起床、洗面、健康チェック

バスの中でも英語を使って

ウォーミングアップ！

※昼食前におやつを食べすぎないでね。

バスの中でも英語を使って

レクリエーション！


