
●このツアーは学校の承認を得ていますが、学校には一切の責任はございません。応援ツアーに関す
る学校へのお問い合わせはご遠慮ください。
●アルプス席入場券・桐蔭学園応援グッズの単独販売は行っておりません。

★お問い合わせ・旅行企画・実施

株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 横浜教育旅行支店

「桐蔭学園高等学校 甲子園応援デスク」係 TEL 045-277-0681
〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町3-4 パシフィックマークス横浜イースト4F 営業日・営業時間:平日の09:30～17:30です。（土日祝休）

インターネット特設サイトからのお申し込み受付開始は3月16日（土）１３時を予定しております。

3/23
（土）

～
3/28
（木）

のぞみ/ひかり号(普通車指定席） 阪神電車 復路はお客様負担にて各自移動

新横浜 新大阪 大阪(梅田)＋＋＋＋＋＋＋＋甲子園……………阪神甲子園球場（試合応援）………………

お客様負担 新幹線(自由席券)
………甲子園＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋梅田（大阪） 新大阪 新横浜

（食事）
朝：×
昼：×
夕：×

Aコース1日間 <往復新幹線 往路：指定席 復路：自由席>

3／22
（金）

～
3/27
（水）

のぞみ/ひかり号(普通車指定席） 新大阪から先は各自移動・交通費お客様ご負担
新横浜 新大阪…………………………………………………………ホテル

ご利用予定ホテルは裏面をご覧ください。ご指定はできません。
チェックインは、お客様ご自身でお願いいたします

（食事）
朝：×
昼：×
夕：×

３／23
（土）

～
3/28
（木）

甲子園までの交通費・お客様ご負担各自移動 復路お客様ご負担・各自移動

ホテル………………………………………………………阪神甲子園球場（試合応援）………………………………………………着地

（食事）
朝：○
昼：×
夕：×

Bコース2日間<往路新幹線指定席 ホテル1泊付> ※1日目新大阪到着以降は各自ご移動ください

Cコース3日間<往復貸切バス> ※復路バス移動の権利放棄(途中離団）も可能です。但し、旅行代金の返金はございません。

※試合開始時間に間に合わないため第１試合となった場合Aコースは催行しません。

3／22
（金）

～
3/27
（水）

(20:00～22:00頃)
横浜駅または新横浜駅＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝(途中休憩あり・車中泊）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（食事）
夕：×

3／23
（土）

～
3/28
（木）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝(途中SA 休憩・朝食：お弁当）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝阪神甲子園球場（試合応援）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝（京都または滋賀地区ホテル・入浴・夕食休憩）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝(途中休憩あり・車中泊）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（食事）
朝：○
昼：×
夕：○

3／24
（日）

～
3/29
（金）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝新横浜駅または横浜駅
(5:00～6:00頃)

（食事）
朝：×

■添乗員：Aコース：初日出発地から試合終了まで同行。 Bコース：初日出発地から初日新大阪駅出口改札まで同行。 Cコース：初日出発地から最終日到着地まで同行。

■18歳未満の方だけでのご参加はお受けできません。

■ABコース 往路新幹線の座席はできる限りお連れ様と一緒となるよう努めますが、グループ内で座席が離れる可能性がございます。

■Aコース 試合終了後は各自移動となり、新幹線は自由席となります。復路新幹線指定席ご希望の方はJR窓口で指定席券との差額をお支払ください。なお順延などにより乗車日の変更をされる場合はお

客様ご自身にてJR窓口でお願い致します。

■最少催行人員 各コース30名

■未就学者(小学生未満）の方のお申し込みはお受けできません。

ご旅行代金（予定） ※予定額となり試合日によって若干変動する可能性がございます。

Aコース（中学生以上） Aコース（小学生） Bコース（中学生以上） Bコース（小学生） Cコース（小学生以上同額）

36,000 円 22,000 円
[ツイン]  37,000円
[シングル]39,000円

[ツイン] 23,000円
[シングル]25,000円

28,000 円

（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、添乗員費用、アルプス
席入場券、桐蔭学園応援グッズ一式

（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、添乗員費用、アルプス
席入場券、桐蔭学園応援グッズ一式、宿泊代（シングル利用または
ツイン利用）、食事代(朝食1回）
※復路の新幹線代金は含みません。

（旅行代金に含まれるもの）
旅行日程に明示した往復のバス乗車代金、
添乗員費用、アルプス席入場券、桐蔭学園
応援グッズ一式、
食事代(朝食1回・夕食1回）

JR   +++++++++   私鉄 ………… 徒歩または各自移動

JR   +++++++++   私鉄 ………… 徒歩または各自移動

………… 徒歩または各自移動 ＝＝＝＝＝＝＝ バス



●お申込み方法(3/16 13:00より受付開始予定)

(1)桐蔭学園公式ウエブサイト(http://toin.ac.jp)に、弊社の応援ツアー受付サイトのリンクを掲載いたします。

お申し込みは受付サイトからのみ承ります。

(2) お申し込み時はお名前に加え、関係者（OBOG/同窓会/保護者様)または一般参加の識別、ご連絡が取れる電子メールアドレス、携帯電話番号（お持ち

でない方はご自宅の電話番号）、お支払方法をお知らせください。

(3) 定員になり次第締め切りとなります。お早めにお申し込みください。
●ご旅行代金のお支払い

原則クレジットカードでのお支払いをお願いしておりますが、クレジットカードでの決済が難しい場合は銀行振込も可能です。お振込み先はWEBサイト上で
ご確認ください。銀行振込の際の手数料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。

お振込みは代表者の方のお名前フルネームでお願いします。また各金融機関が発行するお振込金受領証をもって領収書に変えさせていただきます。ご集
合の際、銀行振込の方はお振込控えを確認しますので紛失されないようご注意ください。（弊社発行の領収書が別途必要な場合はお問い合わせくださ
い。）

ご来店や出発当日の現金での収受はお受けしておりません。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

●宿泊コース(Bコース)ご利用ホテル一覧（※下記ホテルになり、ご指定はできません）
・ホテル名はご出発前日迄にご参加の皆様にご案内させていただきます。当日集合受付時にクーポン券類をお渡しいたします。
ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター、大阪ガーデンパレス、東横INN(新大阪中央口本館・新館、新大阪東三国駅前、新大阪駅東口）新大阪ワシントンホテルプラザ、ニューオーサカホテル、ホテ
ルメルパルク大阪、ホテルクライトン新大阪、新大阪サニーストンホテル、ヴィアイン新大阪、ヴィアイン新大阪ウエスト、ホテル新大阪、レム新大阪、ユニゾイン新大阪、ホテル・アンドルームス新大阪、アパホ
テル大阪天満、三井ガーデンホテル大阪淀屋橋、ホテルユニゾ大阪淀屋橋、アパヴィラホテル淀屋橋、東横INN(淀屋橋駅南、大阪なんば府立体育会館西、天満橋大手前、大阪桜ノ宮駅西口、大阪谷四交差
点、大阪なんば日本橋、大阪通天閣前、大阪鶴橋駅前）、ホテル京阪淀屋橋、ホテルWBF淀屋橋南、ホテルブライトンシティ大阪北浜、ダイワロイネットホテル大阪北浜、ホテルNCB、リーガ中之島イン、アパ
ホテル大阪肥後橋駅前、ホテルルートイン大阪本町、チサンイン大阪ほんまち、ダイワロイネットホテル四ツ橋、セントレジスホテル大阪、ホテル・アンドルームス大阪本町、スマイルホテルプレミアム大阪本町、
モクシー大阪本町、シティプラザ大阪、シティルートホテル、ホテルサンライフ、ニューオリエンタルホテル、湯元「花乃井」スーパーホテル大阪天然温泉、大阪キャッスルホテル、ホテル京阪天満橋、プラザオー
サカ、ホテルモントレラ・スール大阪、ホテル京阪京橋グランデ、ホテル・ザ・ルーテル、ホテルサンホワイト、アパヴィラホテル大阪谷町四丁目駅前、KKRホテル大阪、ホテル大阪KEIKO、イビススタイルズ大阪
難波、カンデオホテルズ大阪なんば、ニューオーサカホテル心斎橋、ハートンホテル心斎橋、ヴィアイン心斎橋、西鉄イン心斎橋、東横INN(大阪心斎橋西、大阪船場1&2、大阪日本橋文楽劇場前、大阪船場東、
大阪JR野田駅前、大阪阪急十三駅西口)、アパホテルなんば心斎橋、ベッセルイン心斎橋、ホテルユニゾ大阪心斎橋、コンフォートホテル大阪心斎橋、ネストホテル大阪心斎橋、アークホテル大阪心斎橋、
ハートンホテル南船場、ホテルイルクオーレなんば、ホテルモントレグラスミア大阪、なんばオリエンタルホテル、ニッシン・ナンバ・イン、ホテルサンルート大阪なんば、からくさホテル大阪なんば、ヴィアインあ
べの天王寺、近鉄フレンドリーホステル大阪天王寺公園、ホテルアウィーナ大阪、ダイワロイネットホテル大阪上本町、アートホテル大阪ベイタワー、大阪アカデミア、ホテルサンルート梅田、ハートンホテル北
梅田、Rホテルズイン大阪北梅田、ホテルモントレ大阪、大阪新阪急ホテル、大阪第一ホテル、ホテル阪神大阪、ハートンホテル西梅田、新阪急ホテルアネックス、ホテル関西、ヴィアイン梅田、ホテルユニゾ
大阪梅田、東横INN(梅田中津1&2、大阪梅田東）、ホテルモントレル・フレール大阪、イビス大阪梅田、大阪東急REIホテル、梅田OSホテル、ホテル法華クラブ大阪、ホテルイルモンテ、ホテルマイステイズプレ
ミア堂島、ホテルエルセラーン大阪、新大阪江坂東急REIホテル、サニーストンホテル、ホテルウィングインターナショナル新大阪、千里阪急ホテル、ホテル阪急エキスポパーク

●利用予定バス会社(Cコース)：神奈中観光・伊豆箱根バス・箱根登山観光バス・江ノ電バス・東洋観光
●雨天などで試合が順延した場合の対応について

(1) ご出発後に雨天で試合中止・順延が発表された場合、旅行代金の払い戻しは致しません。大会本部より公式の中止の決定が発表されていない限りツ

アーは出発いたします。

(2) ご出発前に雨天中止・順延などにより試合日が変更となった場合はお申し込みのツアーは旅行中止となり、お預かりしている旅行代金は全額払戻し

致します。(ご返金手続きについては後日となります）新しい試合日のツアーにご参加希望の方は改めてのお申込みが必要になります。

(3) ツアー出発後、現地で雨天などの事由で試合が翌日になった場合、現地での宿泊はお客様ご自身でご手配いただきますが、弊社からホテルの情報

提供、及び斡旋をすることはございます。その場合宿泊代金はホテルへ直接お支払いください。(旅行契約外となります）

■お申し込み
(1 ) 本旅行は株式会社近畿日本ツーリスト首都圏（以下当社といいます）が企画・募集し実施する企画旅行で、参加される
方は当社と募集型企画旅行契約（以下旅行契約といいます）を結んでいただきます。契約は、当社の承諾と申込金の
受理をもって成立するものとし、成立日は当社が申込金を受理した日とします。なお、申込金は今回のツアーの場合旅
行代金の全額とします。

(２)通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3営業日以内に申込金のお支払いが必要で
す。申込金のお支払いがない場合、キャンセル扱いとします。（キャンセルされる場合はご連絡お願いします。）

(3) 身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方
は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお
客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。

(4) 15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。15歳以上20歳未満の方のご参加は、父母又は親
権者の同意書が必要です。

（5）複数のお客様によるご旅行の場合は、あらかじめ当該団体・グループにおける責任ある代表者が旅行契約・解除にお
ける一切の代理権を有しているものとみなし、そのグループに関する取引は代表者との間で行います。

■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（一部コース）、食事休憩代（一部コース）、添乗員費用、アルプス
席入場券代、桐蔭学園応援グッズ、消費税。これらの費用はお客様の都合により一部を利用されなくても払戻いたしま
せん。

■旅行契約内容・代金の変更

(1) 当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の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
運送サービスの提供その他の当社の関与でき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。天候等の不可抗力により運送機関のサービスが中止または遅延とな
り、行程の変更が生じた際の宿泊費、交通費等はお客様負担となります。

(2) 複数で申し込んだお客様の一部が契約を解除したい場合は契約条件の変更となります。実際にご参加いただくお客様
の旅行代金が変更となる場合がありますのでご注意ください。

■取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)

（1) お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。なお旅行契約の解除日とは当社の営業時間
内にお申し出いただいた時を基準とします。お客様のご都合でコースを変更する場合、申し込み人数から一部を減員す
る場合も取消料の対象となります。

(2) 申し込み人数が最少催行人員に満たない場合は本旅行を中止する場合がございます。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(日帰り旅行は3日目)にあたる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。

■通信契約を希望されるお客様との旅行条件

当社提携のクレジットカード会社のカード会員（以下会員といいます）より会員の署名なくして旅行代金や取消料の支払
いを受けること（以下通信契約といいます）を条件にお申し込みを受けた場合、通常の旅行条件とは異なります。

(1) 契約成立は当社が通信上で承諾通知を発信したときとします。また申込時は会員番号・カード有効期限を通知していた
だきます。

(2) カード利用日とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は契約成
立日とします。また取消料のカード利用日は契約解除依頼日とします。

(3) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定
取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし当社が指定する日までに現金振り込みで旅行代金のお支払いをいただ

いた場合にはこの限りではありません。

旅行企画・実施(お問い合わせ・お申し込み）

株式会社近畿日本ツーリスト首都圏横浜教育旅行支店
観光庁長官登録旅行業第2053号 日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員 旅行業公正取引協議会会員

総合旅行業務取扱管理者：松沢 芳孝、新井 孝夫、米山 徹

〒221-0052 横浜市神奈川区栄町3-4 パシフィックマークス横浜イースト4F

「桐蔭学園高等学校 甲子園応援デスク」係 TEL045-277-0681
営業日・営業時間は平日の09:30～17:30です。（土日祝休）

休業日と営業時間外の取消・変更のお申出には対応が

できませんので、翌営業日の受付となります。

※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引責任者です。このご旅
行の契約等に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく旅行業務取
扱管理者にご質問ください。

■特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、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った一定の損害に
ついて、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円～20万
円、通院見舞金として通院日数により1万円～5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一
対についての補償限度は1O万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が
一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明
示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。

■旅程保証

旅行日程に変更が行われた場合は、旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）の規定により、その変更の内容に応じて
旅行代金に1～5%の率を乗じた額の変更補償金をお支払いします。ただし一旅行契約につき支払われる変更補償金の

額は旅行代金の15%を限度とします。また補償金の額が1,000円未満のときはお支払いたしません。

■お客様の責任
お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は

当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解
するように努めなければなりません。お客様は旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異

なるものを認識したときは、旅行地において速やかに当社または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりませ
ん。

■お客様の交替

お客様は当社が承諾した場合、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。なおそれにより発生した経費・手数
料はお客様ご負担となります。

■個人情報の取扱いについて

(1)当社は、お申込みいただいた旅行の手配等のために、運送・宿泊機関等に対し、お客様の氏名、性別、生年月日、電話
番号をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。

(2)当社およびご旅行をお申込いただいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情
報について、旅行手配およびお客さまとの連絡等のために必要な範囲内で、運送・宿泊機関、ツアーで提携の団体・企
業（イベント主催会社等を含む）に提供いたします。

■募集型企画旅行契約約款について
この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方
は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページhttp://www.knt.co.jpからもご覧になれます。
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

この書面は、旅行業法第12条の5による取引条件説明書面になります。また旅行契約が成立した場合は、旅行業法第
12条の5により交付する契約書面の一部になります。

パンフレット作成日 2019年1月15日 管理番号：国内0440-1901-1002

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰りの場合は10日目)以降 旅行代金の20％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降の解除 旅行代金の30％

旅行開始日前日の解除 旅行代金の40%

旅行開始日当日の解除 旅行代金の50%

旅行開始後または無連絡不参加の場合 旅行代金全額

募 集 要 項

旅 行 条 件（抜粋） 詳しい旅行条件書を説明した書面(web）をご確認の上、
お申し込みください。


