第 64 回 川崎市民スノーフェスティバル
～ｉｎ 蔵王温泉スキー場～
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＊募集人数：30 名＊

☆2022 年 1 月 8 日(土)～1 月 10 日(月/祝) 2 泊 3 日（往復新幹線を利用）
☆お一人様代金(朝 2 食・夕 2 食、往復新幹線料金)
★旅行代金：
☆集合時間・集合場所：1 月 8 日(土) 6：45 JR 東京駅 八重洲中央口（改札内）
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60,000 円

＊募集人数：20 名＊

☆2022 年 1 月 8 日(土)～1 月 10 日(月/祝) 2 泊 3 日（現地集合・解散）
☆お一人様代金(朝 2 食・夕 2 食、)：
★旅行代金：
☆集合時間・集合場所：1 月 8 日(土) 13：00

38,000 円

上ノ台ゲレンデ

★Ａコースの新幹線は変更できませんのでご了承願います。
★新規紹介者特典！新規参加者・紹介者へ 1,000 円キャッシュバック！！
（申込時に紹介者のお名前をご記入ください。現地でキャッシュバックいたします）
★申込期間： 2021 年 11 月 1 日(月)～11 月 19 日(金)
（定員になり次第締め切ります。期間前のお申込みは無効です）
●内

容

＊一昨年の写真を川崎スキー協会フェイスブックに掲載しています。

募集人数 ： 50 名 ＊最少催行人員：Ａコース 20 名
参加資格 ： 中学生以上
※1 年以内に健康診断を受け、規定の全講習に参加できる体力があることが必要です。
※中学生は成人同伴者、高校生は成人同伴者もしくは保護者の委任状を必要とします。

会 場 ： 山形県蔵王温泉スキー場
宿泊先 ： 蔵王温泉 五感の湯 つるや 〒990-2301 山形市蔵王温泉 710 番地 ℡：023-694-9112
★今回のツアーでは（一社）全国旅行業協会の「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン（第２版）」
に準じて新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じます。
★ツアー参加の皆様におかれましては、新型コロナウイルスワクチン接種の有無にかかわらず、旅行連絡会作
成の「新しい旅のエチケット」順守へのご協力をお願いいたします。
★SAJ 公認指導員によるレベル別スキー･スノーボードレッスンを実施します。
★上級バーン(急斜面、コブ斜面)の攻略をテーマとした講習を実施します。
※プライズテストや技選志向の方にもご満足いただける内容の講習です。
※2 時間×3 コマ、参加資格はスキー1 級以上、別料金はいただきません。

★フリー滑走をお楽しみいただけるコースをご用意しました。（別途条件を定めます）
★スノーボードは中級者以上に限ります。
★ＳＡＪスキーバッジテストを実施します。（スキーの希望者、別料金 1,000 円）
主催：川崎スキー協会 http://www.netlaputa.ne.jp/~ksa/ 後援：川崎市 公益財団法人川崎市スポーツ協会
受託販売：株式会社 TRAVEL NOAH（トラベルノア）
東京都渋谷区渋谷 1-4-6 ニュー青山ビル 501
東京都知事登録旅行業第 3-6852 号 (一社)全国旅行業協会正会員

●行程のご案内
A コース (往復新幹線)
1/8(土)～1/10(月/祝)

B コース (現地参加)
1/8(土)〜1/10(月/祝)

1/8（土）

7：12 東京発のつばさ 123⇒10：06 山形駅
⇒送迎バスにて宿へ
⇒13：00 開講式⇒スキー・スノボ レッスン
⇒夕食

各自で宿へ
⇒13：00 開講式⇒スキー・スノボ レッスン⇒
夕食

1/9（日）

朝食 ⇒ スキー・スノボ レッスン ⇒ 昼食 ⇒

1/10（月）

朝食 ⇒ フリー滑走またはレッスン（希望者） ⇒ 閉講式
14：00 送迎バスにて山形駅へ⇒16：07 山
形駅発のつばさ 150⇒18：48 東京駅・解散

スキー・スノボ レッスン／バッジテスト
⇒ 夕食

閉講式後解散

※山形駅⇔宿の送迎バスのご利用は、A コースの参加者を優先させていただきます。予めご了承願います。
●申込方法
申込用紙にご記入の上、ＦＡＸ、郵送又は E-mail のいずれかでお申し込みください。
宛先： 株式会社 TRAVELNOAH（トラベルノア）
FAX： 03-6805-1802
郵送： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-4-6 ニュー青山ビル 501
E-mail： info@travelnoah.co.jp （申込書電子版は川崎スキー協会 HP よりダウンロードしてください）
※お申込み確認後、予約確認書及び請求書を郵送いたします。
●取消料について
取消日

取消料

※お客様のご都合によるお取消しの場合、諸費用を差し引いて返金いたします。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
21 日前
まで

20～8 日前まで

7～2 日前まで

無料

旅行代金の
20％

旅行代金の
30％

旅行開始前日

旅行開始当日

旅行開始後
無連絡不参加

旅行代金の
30％

旅行代金の
50％

旅行代金の全額

●注意事項
○万一の事故に備え「健康保険証」は必ず持参するようお願いします。
（国内旅行傷害保険(団体)に加入しますが、補償の範囲外の事故は自己
責任となります）
○A コース料金には、往復の新幹線料金、宿泊代、レッスン代が含まれま
す。
○B コース料金には、宿泊代、レッスン代が含まれます。ホテルまでの移
動手段は、ご自分で確認手配し、集合時間に間に合うよう移動してくださ
い。移動費用はコース料金に含みません。また解散も現地となります。
○各コースの料金にリフト券代、昼食代は含まれません。
○お部屋は男女別相部屋となります。あらかじめご了承下さい。
○上記日程はあくまで予定であり、正式な日程は後日、郵送いたします。
○次の事態が発生した場合はツアーを中止する可能性があります。①最
少催行人数に達しない場合②全日本スキー連盟が中止の要請をした場
合③21 日前までに、当日の滑走が不可能と主催者が判断した場合。

●お問合せ先
株式会社 TRAVELNOAH（トラベルノア） TEL. 03-6805-1897
営業日：平日 10:00-19:00 定休日：土曜・日曜・祝日

◆個人情報の取扱い◆
１ 当社（株式会社 TRAVEL NOAH）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、お客さまとの連絡や運
送・宿泊機関等の手配のために必要な範
囲内で利用させていただきます。そのほ
か、より良い旅行商品の開発や、旅行商
品のご案内をお客さまにお届けするため
に、お客さまの個人情報を利用させてい
ただくことがあります。
２ 当社及び当社のグループ企業は、各
企業が取扱う商品やサービス、キャンペ
ーンなどのご案内のために、当社が保有
するお客さまの個人情報のうち、お客さま
へのご連絡に際して必要となる最小限の
範囲のものについて、共同で利用させて
いただきます。３ 当社は、お申込みいた
だいた旅行の手配のために、お客さまの
氏名・住所・電話番号などの情報を必要
な範囲内で、運送・宿泊機関等及び手配
代行者に対し提供いたします。

