
今回はお申込み頂き、誠にありがとうございます。
お子さまと一緒にご準備頂き、当日元気に集合場所までお越し下さい。 
スタッフ一同、心よりお待ちしております。 

○予めお手洗いを済ませてから集合して下さい。 ○集合.解散場所が変更の場合、HP「最新ニュース」でご案内します。

○集合.解散時、ツアーの説明時間を頂きます。 ○集合時間に遅れそうな時は、必ず山と川の学校までご連絡下さい。

○送迎のお車は、近隣の有料駐車場をご利用下さい。 　※ ﾊﾞｽは定刻通り出発します。

＜事前に山と川の学校までご連絡下さい＞　

○お子さまだけで集合＆解散される場合。

○集合場所と解散場所を変更したい場合。

　

※時間は目安です。プログラムの順番等は場所や天候によって変更することがあります。
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昼食

バス 郡上到着

◆現地集合◆

バス出発

10:30

オープニング／着替え

参加のご案内

到着予定時間

郡上市内

【日帰り】

【実施場所】●当日スケジュール・プログラム

ツアー名

参加日

集合・解散場所

集合時間

バス 郡上出発

◆現地解散◆

帰着・解散

16:30

16:00 着替え

体験開始

＜予約確認書をご確認ください＞

おやつ

クロージング

・川泳ぎ

・岩飛び込み

・魚獲り

・ウォータースライダー

15:00 体験終了

13:00



・冒険キッズ特製 ハンバーグカレー

① ⑩

② ⑪

③ ⑫

④ ⑬

⑤ ⑭

⑥ ⑮

⑦ ⑯

⑧

⑨

※⑪ ⇒ ドライＴシャツ又はラッシュガードなどのポリエステル素材のモノでお願いします。

　  綿素材のTシャツなどは、水に濡れると乾きにくく体温を奪われるため不向きです。

【忘れ物の防止】

【持ち込み禁止】

※ドライＴシャツなど（体験時に着替え）水筒又はペットボトル（お茶）

●食事メニュー

【昼食】

水着（体験時に着替え）

無 無 無

帽子

●当日の持ち物

【カバン】（リュックサック など）

無 無 有 無

－　2　－

【持ち物に関する注意点】

※ご協力をお願いします。

　　・持ち物にはすべて記名して下さい。
　　・記名できないものは、お子さまが把握できるよう一緒に準備して確認して下さい。

　　・携帯電話／ゲーム機／現金は持たせないで下さい。

川遊び用の靴（体験時に履替え）

ゴーグル

タオル

保険証のコピー

薬

バスタオル

大きなビニール袋（濡れた衣類用）

着替え

おやつ（帰りのバス内用）

名札

参加券

雨具（折り畳み傘又はカッパ）

※上記以外のアレルゲンを含め、各種アレルギーがある方は『健康連絡シート』にて事前にご提出下さい。
　（食事以外のアレルギーについてご質問等がございましたら、 山と川の学校までお問い合わせ下さい。）
※アレルゲンの完全除去には対応しておりませんので予めご了承下さい。（P6参照）

えび かに

・福神漬け

　　・きゅうり

【アレルゲンの有無】(特定原材料７品目)
卵 乳 小麦 そば 落花生

【おやつ】



（例）名古屋集合の明宝ハナコさん

①名前はひらがなorカタカナで大きく記入して下さい。

②★の上に集合地または団体名（団体でご参加の方）を記入！

（例）名古屋・〇△子供会 など　※ひらがなでもOK！

・油性マジックで書いて下さい！

・シールをはってもＯＫ　※濡れてはがれる可能性もあります。

・イラストを描いてもＯＫ！

・現地集合の方は「郡上」と書いてください！

・名札はバス乗降時のパス代わりです！出し入れしやすいように持ってきてください
　※体験中はネックストラップ（首掛け）につけます。（ネックストラップは当校にて用意）

●体験時の服装 現地の外気温
25℃～35℃程度

名古屋
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【服装に関する注意点】

●名札の書き方

【川遊び用の靴について】

※ライフジャケットは現地で用意しております。

・川遊び用の水着＆川遊び用シューズには、現地で着替えます。
・集合地までは、普段着と運動靴でお越しください。

Name めいほう ハナコ

ドライ

Tシャツ

水筒

帽子

・ビーチサンダル

・脱げやすいもの

・すべりやすいもの

〇

×

・ウォーターシュー

・スポーツサンダル

（マジックテープで

足首が固定で

きるサンダル）

・運動靴

（濡れてもよいもの）

・かかとが固定できるもの

・樹脂製のサンダル

・ヒールの

ついてるサンダル

水着



【バス運行状況】 ※団体参加の方は各団体様にお問い合わせください。

冒険キッズ・HP

●バスのルール ※団体参加の方は各団体様にお問い合わせください。

・バスの座席は指定していません　⇒　バス酔いしやすい子が前になるようご案内します。

・トイレ休憩は約１時間毎に設定　⇒　途中で行きたくなった場合は近くのトイレに停車します。

・1人参加の子への対応　⇒　バス内で不安にならないよう、できる限りスタッフが近くに座ります。

●当日の様子

・体験中は基本3班分けにて活動します。

【冒険キッズ・HP】
・下記の情報は、『冒険キッズ・HP』をご覧下さい。

・右記QRコード、もしくは『冒険キッズ』でご検索下さい。

【ライブカメラ】
・現地で子どもたちの遊んでいる様子をHPでご案内します。

・こちらは全体の様子を伝えるものであり、全てのお子さまを個々に公開するものではありません。
　運営上の都合や電波状況により、リアルタイムに更新できない事もあります。予めご了承ください。

・行き帰りのバスの運行状況をお知らせ致します。

・帰りは、出発後30分毎に更新致します。

・交通状況により到着時間が前後致します。予めご了承下さい。

●インフォメーション ※団体参加の方は各団体様にお問い合わせください。

【当日の班分け】
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【写真販売について】
・当日撮影した写真データをインターネットにて販売致します。購入方法などは解散時にお知らせします。

・写真を広告やHPなどで使用する場合があります。不都合な方は、事前に山と川の学校までご連絡下さい。

【薬の取扱いについて】
・持参薬はこちらではお預かりしません。※基本的に個人管理
　但し緊急性のある薬（エピペン／吸入器等）は現地スタッフが管理します。

・薬の使用時は、スタッフが保護者の許可なしにお手伝いすることができません。
　必要な場合（塗り薬を背中に塗ってほしいなど）は、参加券にご記入下さい。



【体調を整えてご参加ください】

【忘れ物について】

【旅行者傷害保険について】

　
・こ

【個人情報について】

※団体参加の方は各団体様にお問い合わせください

※団体参加の方は各団体様にお問い合わせください

●体調管理について

●その他
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・別紙の参加券に必要事項をご記入下さい。（健康状態の把握）

・参加日1週間前以内に、インフルエンザ等（第３種学校伝染病）にかかられたお子さまは、
　参加券に完治日をご記入ください。※完治していない場合は、参加をお断りさせて頂きます。

・大きなケガや病気が発生した場合は、緊急連絡先にご連絡の上病院に搬送させて頂きます。

　※状況によってご連絡が搬送後になる事もございます。予めご了承ください。

・体調不良等で体験が困難な場合は、現地まで保護者の方にお迎えに来ていただく場合がございます。

・無記名の忘れ物につきましては、一定期間（１カ月程度）当校保管ののち、処分させて頂きます。

・帰宅後に忘れ物がないか、また他の参加者の物を間違えて持ち帰っていないかご確認下さい。

・現地に忘れ物があった場合は、ご連絡させて頂きます。

●キャンセル・日程変更

・お客様のご都合によりキャンセルや日程変更をされる場合は、下記キャンセル料が発生します
　（催行を中止した場合は、キャンセル料は発生しません）

上記の時間
以外に対応080-2632-1681

郡上・山と川の学校　緊急連絡先

携帯電話

体験内容・健康面について

当日(集合時間まで） 旅行代金の50％

出発後または無連絡不参加 旅行代金全額

キャンセル・変更について

　めいほう旅えもん

冒険キッズ予約センター （0575）87-2032
《受付時間》

10：00～17：00
【定休日] 土日祝

《受付時間》
10：00～17：00
【定休日] 土日祝

（0575）87-0126
一社）明宝ツーリズムネットワークセンター

郡上・山と川の学校

出
発
日
の

＜旅行代金ご返金の流れ＞
　
①予約センターへキャンセルの連絡。
②「返金についてのご案内」をご郵送いたします。
③返金先の口座番号をご記入の上、ご返送ください。
　
※返金時の振込手数料は、お客様負担となります。

キャンセル日 キャンセル料

日帰りは11日前まで
無料

１泊以上は21日前まで

20～8日前 旅行代金の20％

7～2日前 旅行代金の30％

前日 旅行代金の40％

・参加券情報は、本来の目的以外に使用いたしません。

　※保護者の許可無しに、関係者への情報提供等はいたしません。ツアー終了後、責任をもって破棄いたします。

・国内旅行保険（入院4,000円/日：通院2,500円/日：傷害死亡時1,000万円）に加入しています。

　※それ以上の補償を望まれる方は、傷害保険等を各自で加入して頂くことをお勧めします。

・怪我などで通院される場合は、山と川の学校までご連絡ください。



郡上・山と川の学校
冒険キッズ責任者　鈴木　照淳

冒険キッズでは、発足当初より障がいやアレルギーをもったお子さまを受け入れてきました。
子どもたちにとって、障がいのあるお子さまと行動を共にすることは大変貴重な時間です。
今後も継続して受け入れていきたいと思っております。
ただし、障がい等のあるお子さまを「いつでも・何人でも」と受け入れることはできません。
自然体験を安全に楽しく活動する為には、様々な危険性をクリアしなければなりません。
事前連絡を頂くことによって、必要な準備を整えることができます。
※連絡が無い場合、そのお子さまはもちろん、他の子ども達にも危険を及ぼすことに繋がります。

下記に該当するお子さまは、必ず事前に山と川の学校までご連絡ください。
※事前に連絡を頂いても、必要な準備が整えられずに受け入れをお断りする場合もございます。

　予めご了承ください。

・障がいをお持ちのお子さま
・持病（喘息・てんかん発作等）をお持ちのお子さま
・インフルエンザ等（第３種学校伝染病）にかかったお子さま
・重大なアレルギーをお持ちのお子さま
　（食物アレルギー、動物アレルギーなど）
・身体や性格上で、ご心配.ご不安なことがあるお子さま

※過去にご連絡を頂いた方も、お手数ですが各参加ごとにご連絡ください。

●提出方法

●提出期限

－　6　－

障がいや重大なアレルギーのあるお子さまの受け入れについて

この度は、冒険キッズにお申込み頂き誠にありがとうございます。

●事前に必ず連絡が必要な方

冒険キッズHP内【参加者ページ】⇒【健康連絡シート】
又は、右記QRコードからご記入下さい。

【参加日3週間前】までにご記入して、送信して下さい。



募集型企画旅行　取引条件説明書（お申込みのご案内）

　この度は当社の募集型企画旅行にお申込みをいただき誠にありがとうございました。当社は、旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）にもとづき、
以下の条件によりお申込みを承ります。ご契約にあたり、旅行の条件をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
　本旅行条件の詳細につきましては、次によるほか、最終旅行日程表及び旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
　なお、①旅行代金の額、②旅行の目的地及び出発日その他日程に関する事項、③お客様が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容
（運送、宿泊又は食事の内容）、④旅程管理業務者の同行の有無、⑤最少催行人員、⑥旅行条件の基準日、以上の6項目につきましては、別紙パンフ
レット・チラシ等をご参照ください。

1.旅行契約の目的
　当社は、募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」
といいます）において、お客様が当社の定める旅行
日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、
宿泊その他の旅行に関するサービス（以下「旅行サ
ービス」といいます）の提供を受けることができる
ように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2.旅行のお申込み
①　旅行の企画書面（募集チラシ）にある当社所定
　　の申込み方法に従ってお申込みいただきます。
②　障がいやアレルギー等、特別な配慮を必要とす
　　る方は、①のお申込み前に、その旨をお申し出
　　下さい。当社は可能な範囲でこれに応じます。
　　なお、旅行者からのお申込みに基づき、当社が
　　旅行者のために講じた特別な措置にようする費
　　用は旅行者の負担とします。
③　未成年者のお申込みは、親権者の同意が必要で
　　す。

3.旅行代金のお支払いと旅行契約の成立
①　旅行代金の額は、旅行の企画書面に記載します。
②　旅行代金のお支払いは、当社が指定する方法で
　　当社が指定する期日までにお支払いください。
③　旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行
　　代金を受領した時（金融機関への振込の場合は
　　その確認が取れた時）に成立するものとします。

4.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
　　等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得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　著しい経済情勢の変動により通常予想される程
　　度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料
　　金の改定があった場合は旅行代金を変更するこ
　　とがあります。

5.お客様による旅行契約の解除（取消料がかかる場
　合）
　お客様は、下記の取消料を払って旅行契約を解除
　することが出来ます。
　お取消の連絡は、お申込を受けた営業所の営業時
　間（月曜日～金曜日の10：00～17：00）内で
　お受けします。
　・　旅行出発日の前日から起算して21日前まで
　　　　不要
　・　旅行開始日の前日から起算して20日前まで
　　　（日帰り旅行にあっては10日前まで）
　　　　旅行代金の20％
　・　旅行開始日の前日から起算して7日前まで
　　　　旅行代金の30％
　・　旅行開始の前日
　　　　旅行代金の40％
　・　旅行開始当日
　　　　旅行代金の50％
　・　旅行開始後の解除又は無連絡不参加
　　　　旅行代金の100％
　取消料の対象となる旅行代金とは企画書面に記載
　した旅行代金に追加料金のある場合は追加料金を
　加えた合計金額です。

6.お客様による旅行契約の解除（取消料がかからな
　い場合）
①　旅行契約内容に重要な変更が行なわれたとき
　a　旅行開始日又は終了日の変更
　b　入場する観光地、観光施設の変更（天候によ
　　　るプログラムの変更、および野外活動の場所
　　　やそれに付随する施設の変更は、これにあた
　　　りません）　
　c　宿泊機関の種類または名称の変更
　d　宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他客
　　　室条件の変更
②　旅行代金が増額された場合
③　当社が確定日程表を表記の日までに交付しない　
　　場合
④　当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日　
　　程通りの実施が不可能になったとき

7.当社による旅行契約の解除・払戻
次の場合当社は旅行契約を解除することがあります
①　旅行代金を期日までにお支払いいただけない時
②　申込条件の不適合
③　団体行動への支障その他により旅行の円滑な実
　　施が不可能なとき
④　当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受
　　領することができなくなった部分に係る金額を
　　既に履行された旅行サービスに対する金額を差
　　し引いたものをお客様へ払戻します。

8.催行中止
お客様の人数が最少催行人員に満たない場合、一泊
以上の旅行は旅行開始日の14日前まで、日帰り旅行
は旅行開始日の4日前までに、旅行を中止する旨を
お客様に通知し、当該旅行代金全額を払戻します。

9.当社の責任
当社がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いた
します。お荷物に関する損害賠償限度額は15万円
（ただし、当社に故意または重大な過失がある場合
はこの限りではありません）。
また次の場合は原則として責任を負いません。
お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等
の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当
社の関与し得ない事由により損害を被ったとき

10.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定により、
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）を支払います。但し、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
一切行な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、旅行参加中とはい
たしません。

11.旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が行なわれた場合は、
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下表に定める
率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、
一旅行契約について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、一旅行契約
についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、
変更補償金は支払いません。
変更補償金の率は旅行業約款（別表・変更補償金）
の表を参照してください。

12.お客様の責任
①　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。
②　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努め
　　なければなりません。
③　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
　　と認識したときは、旅行先で速やかに当社また
　　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。

13.お客様の交替
お客様は契約上の地位を第三者へ譲渡することが出
来ます。その場合、出発前日までに、譲渡される方
（契約者）からその旨を当社にご連絡ください。
また、譲渡を受けた方が申込み条件を満たさない場
合は、「5.お客様による旅行契約の解除（取消料が
かかる場合）」となります。

14.保護措置の実施
当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害などにより保
護を要する状態にあると認めたときは、必要な処置
を講ずることがあります。この場合において、これ
が当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、
当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定す
る方法で支払わなければなりません。

15.事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに当社連
絡先までご通知下さい。（もし、通知できない事情
がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知下さ
い）

16.個人情報の取扱について
当社は、旅行申込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、旅行者との連絡のために利
用させていただくほか、旅行者がお申込みいただい
た旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービ
スの手配及びそれらのサービスの受領のための手続
きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか、当社は
①　会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、
　　キャンペーンのご案内。
②　旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。
③　アンケートのお願い。
等に旅行者の個人情報を利用させていただくことが
あります。

17.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。
このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不
明の点がありましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管
者にご質問下さい。

別表　変更補償金

旅行業法第12条の4による旅行取引条件説明書面本取
引条件説明書面に記載のない事項は、標準旅行業約款
(募集型企画旅行契約の部）に定めるところによります。

変更補償金の支払いが必要となる変更
前 後

一件当りの率　％
旅行開始

1.契約書面に記載した旅行開始日又は
　旅行終了日の変更

1.5 3.0

2.契約書面に記載した入場する観光地
　又は観光施設（レストランを含む）
　その他の旅行の目的地の変更

1.0 2.0

3.契約書面に記載した運送機関の等級
　又は設備のより低い料金のものへの
　変更

1.0 2.0

4.契約書面に記載した宿泊機関の種類
　又は名称の変更

1.0 2.0

5.契約書面に記載した宿泊機関の客室
　の種類、設備又は景観その他の客室
　の条件の変更

1.0 2.0

6.前各号に掲げる変更のうち契約書面
　のツアー･タイトル中に記載のあっ
　た事項の変更

2.5 5.0

旅行企画実施 
（一社）全国旅行業協会正会員
岐阜県知事登録旅行業　第２−３３２号

めいほう高原開発㈱「めいほう旅えもん」
本社営業所：〒501-4304
　　　　　岐阜県郡上市明宝奥住字水沢上3447-1
　TEL.(0575)87-2226 旅行業務取扱管理者　畑佐晴之
名古屋営業所：〒460-0008 名古屋市中区栄3-1-1
　　広小路本町ビル12階 日本駐車場開発㈱内
　TEL.(052)238-0805 旅行業務取扱管理者　江後順之祐　



通信欄
ご心配な事がある方はご記入下さい

何の薬ですか？ 薬の種類は？（どちらかに○）

必ず使用する薬
いつ使用しますか？　（毎食後・寝る前 等） 薬の種類は？

（飲み薬・塗り薬 等）

症状が出た時に使用する薬
どのような症状の時に使用しますか？　（腹痛時、咳がひどい時 等）

何の薬ですか？ 薬の種類は？（どちらかに○）

必ず使用する薬
いつ使用しますか？　（毎食後・寝る前 等） 薬の種類は？

（飲み薬・塗り薬 等）

症状が出た時に使用する薬
どのような症状の時に使用しますか？　（腹痛時、咳がひどい時 等）

持参薬がある方は下記にご記入ください。 酔い止め薬はありますか？ 有　・　無
何の薬ですか？ 薬の種類は？（どちらかに○）

必ず使用する薬
いつ使用しますか？　（毎食後・寝る前 等） 薬の種類は？

（飲み薬・塗り薬 等）

症状が出た時に使用する薬
どのような症状の時に使用しますか？　（腹痛時、咳がひどい時 等）

平熱
　　　　度　　　分

参加日の1週間以内に病気やケガはありましたか？

病名（ケガの症状）等をご記入下さい

⇒　通院中　・　完治した当日朝の
体温 　　　　度　　　分

冒険キッズ参加券 ※参加日の受付時に必ずご提出ください

参加者
氏名

ふりがな 性別 学年 保護者
氏名 様

当日
連絡先

なるべく携帯電話をご記入ください

参加日の1週間以内に病気やケガはありましたか？

⇒　通院中　・　完治した

有　・　無

症状が出た時に使用する薬

薬の種類は？（どちらかに○）

必ず使用する薬
いつ使用しますか？　（毎食後・寝る前 等）

薬の種類は？
（飲み薬・塗り薬 等）

何の薬ですか？

性別 学年ふりがな

どのような症状の時に使用しますか？　（腹痛時、咳がひどい時 等）

いつ使用しますか？　（毎食後・寝る前 等）

病名（ケガの症状）等をご記入下さい

当日朝の
体温

平熱
　　　　度　　　分

　　　　度　　　分

酔い止め薬はありますか？持参薬がある方は下記にご記入ください。
薬の種類は？（どちらかに○）

必ず使用する薬

冒険キッズ参加券 ※参加日の受付時に必ずご提出ください

当日
連絡先

なるべく携帯電話をご記入ください

参加者
氏名

保護者
氏名 様

通信欄
ご心配な事がある方はご記入下さい

何の薬ですか？

何の薬ですか？ 薬の種類は？
（飲み薬・塗り薬 等）

症状が出た時に使用する薬
どのような症状の時に使用しますか？　（腹痛時、咳がひどい時 等）

薬の種類は？（どちらかに○）

必ず使用する薬
いつ使用しますか？　（毎食後・寝る前 等） 薬の種類は？

（飲み薬・塗り薬 等）

症状が出た時に使用する薬
どのような症状の時に使用しますか？　（腹痛時、咳がひどい時 等）



記

記

企画　：　　　日帰り　・　１泊　・　２泊　

親権者氏名　： 印 参加者との続柄　：

親権者住所　：　〒

未成年者参加の場合の親権者同意書

　この度は、冒険キッズのお申込み誠にありがとうございます。
未成年者の方の本旅行参加には、お申込みの際、親権者の方の同意が必要となります。本旅行内容を十分に
ご確認頂き、下記に署名・捺印のうえ、受付時にご提出くださいますようお願い申し上げます。
※未成年の参加者が複数の場合は、それぞれ親権者の同意書が必要となります。
※ご記入頂いた個人情報は、本旅行催行における確認の為にのみ使用し、それ以外の目的には使用致しません。

私は、参加券に記載する参加者の本旅行参加にあたり、親権者として本旅行商品の内容を了承し、本旅行参加を同意します。

記入日：　　　　　年　　　　　月　　　　　日（　　　　）

出発日：　　　　　年　　　　　月　　　　　日（　　　　）

未成年者参加の場合の親権者同意書

　この度は、冒険キッズのお申込み誠にありがとうございます。
未成年者の方の本旅行参加には、お申込みの際、親権者の方の同意が必要となります。本旅行内容を十分に
ご確認頂き、下記に署名・捺印のうえ、受付時にご提出くださいますようお願い申し上げます。
※未成年の参加者が複数の場合は、それぞれ親権者の同意書が必要となります。
※ご記入頂いた個人情報は、本旅行催行における確認の為にのみ使用し、それ以外の目的には使用致しません。

私は、参加券に記載する参加者の本旅行参加にあたり、親権者として本旅行商品の内容を了承し、本旅行参加を同意します。

親権者住所　：　〒

出発日：　　　　　年　　　　　月　　　　　日（　　　　）

企画　：　　　日帰り　・　１泊　・　２泊　

記入日：　　　　　年　　　　　月　　　　　日（　　　　）

親権者氏名　： 印 参加者との続柄　：
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