2021 冒険キッズ 冬 ver. ～雪体験～
自然体験は子どもたちの五感を刺激し、 自主性 ・ 感受性 ・ コミュニケーション能力を
高めると言われています。 ぜひ学びの宝庫へ送り出してください。

since 1998

◆今後【GoTo トラベル】の期間延長が決定した場合は適応価格にて販売予定です。
［例：\17,000 ⇒ \11,050＋地域共通クーポン \3,000］ ※35% 割引 (11/16 現在）

※掲載の写真は過去に参加したお子さまの様子でありイメージです。

◆新型コロナウイルス対策の為、 参加人数 （バス乗車人数） を縮小して開催致します。
その為、 例年に比べ旅行代金等の変更がございます。 誠に申し訳ございませんが、 ご理解 ・ ご協力の程よろしくお願い致します。

最少催行人数 ： ２０名

一般社団法人
明宝ツーリズムネットワークセンター

現地受入

子どもだけで参加

プログラム ①雪合戦
（ホームページにて受付）

参加形態

募集人数 各開催日 ： ３０名程度

●レンタルウェアあり

参加対象 小学 1 年生～ 6 年生

郡上 ・ 山と川の学校

集合地から貸切バスで出発
（利用バス会社 ： 名鉄観光バス ・ 日タク観光バス）

一人参加歓迎！

集合地と旅行代金 日程

名鉄小牧駅

2/6（土） ・ 2/7（日）
3/6（土） ・ 3/7（日） ￥17,000
2/27（土） ・ 2/28（日）

※1

・ 名鉄一宮駅

・ 名鉄犬山駅

地下鉄東山公園駅

・ 名鉄西春駅

③かまくら作り

・ マスクの着用義務＆手の消毒

（バス定員６０名→３０名程度にて運行）

・ 参加者＆スタッフの健康チェック （検温等）

④雪上自由遊び
⑤おやつ

・ 室内時での十分な距離の確保

（みかん）

・ 使用施設等の消毒

東山公園駅 集合 7:45

解散 19:10

解散 18:00

西春駅

集合 8:30

解散 18:30

集合 8:00

小牧駅
犬山駅 集合 8:30

解散 18:45
解散 18:15

2/13（土） ・ 2/14（日）

JR 岐阜駅・ セブンイレブン美濃店

一泊

一泊

解散 18:45

2/6（土） ・ 2/7（日）
3/6（土） ・ 3/7（日） ￥17,000

オアシスパーク（各務原市）※1
* アクア ・ トト隣

JR 大垣駅 ・ JR 岐阜羽島駅

2/20（土） ￥18,000

今シーズンの1泊ツアーの開催はございません。

名古屋駅 集合 8:00
一宮駅 集合 8:45

・ バス内の三密を回避

※開催期間 ： 2021 2/6 ～ 3/7 （土日）
※障がいやアレルギーなどについては、 郡上 ・ 山と川の学校までご相談ください。

日帰り

日帰り

JR 名古屋駅

岐阜県郡上市

目的地

新型コロナ対策一覧

②そり遊び

2/21（日） ￥18,000

今シーズンの1泊ツアーの開催はございません。

岐阜駅
美濃

集合 8:30

解散 18:15

集合 9:20

解散 17:20

集合 8:00
大垣駅
岐阜羽島駅 集合 8:30

解散 18:45

オアシスパーク 集合 9:15

解散 17:30

解散 18:15

※1 名古屋駅出発 ⇒ オアシスパーク （各務原市） 経由コース
※申込状況などの理由により集合 ・ 解散時間を変更する場合があります。 フィールド状況によりプログラムの縮小 ・ 変更をする場合があります。

キャンセル料（出発日の変更も含む）

2021

1/16 （土）

募集定員を超えた場合 ： 抽選 催行人数に達しない場合 ： ツアー中止
[ 第二希望を選択された方は自動的に第二希望日へ移動いたします ]

二次募集開始

〒501-4236 岐阜県郡上市八幡町相生1112 - 1

7 ～ 2 日前

旅行代金の 30％

前日

旅行代金の 40％

旅行開始後及び無連絡不参加

※一次募集締切後の残席を先着順で受け付け致します

（一社） 全国旅行業協会 正会員
TEL ： (0575) 63-0815
総合旅行業務取扱管理者 武藤みさを

愛知県 ・ 岐阜県 ・ 三重県 各県教育委員会
名古屋市 ・ 一宮市 ・ 各務原市 各市教育委員会

（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

《受付時間》

10:00〜17:00
（土日祝日定休）
12/29-1/3 休

☎ ( 0 575 ) 87- 0125
〒501-4307 岐阜県郡上市明宝二間手 532

《受付時間》

冒険キッズ

10:00〜17:00
（土日祝日定休）
12/29-1/6 休

旅行代金の 50％
旅行代金の 100％

岐阜県知事登録旅行業第 2-122 号
〒501-4236
岐阜県郡上市八幡町相生 1112 番地の 1

※この旅行は標準旅行業約款
( 募集型企画旅行契約） に準じます。

後
援

無料
旅行代金の 20％

株式会社 ベイホックトラベル

旅行企画
実施

★ お申込みはコチラ ★

体験内容･アレルギー等について

（株）ベイホックトラベル

☎ ( 0575)63-0815

取消料（お一人様）

当日（旅行開始前）

○この旅行は、㈱ベイホックトラベル（以下「当社」といいます）が主催するもので、参加されるお客様と当社との契約は各コースごとに記載されている条件及び、
下記によるほか、別途お渡しする募集型企画旅行条件書及び当社旅行業約款（募集型旅行契約）によります。
○添乗員 ： 明記したコースを除き添乗員は同行いたしません。（当スタッフが行程を管理します。）尚、総括旅程管理は当社で行います。
〇当企画旅行は、全旅協旅行災害補償制度により、特別補償とは別に、傷害死亡 1,000 万円、入院日額 4,000 円、通院日額 2,500 円が保障されます。
この内容以上の補償を希望されるお客様は、各自でご加入いただくことをお勧めいたします。
○基準日時 ： このパンフレットに記載された旅行サービスの内容は、 令和２年４月１日を基準としています。
●お申込みいただきました個人情報は、ツアー目的以外には同意なく使用いたしません。
●体験中のお子さまの写真をチラシ、ホームページ、又は写真販売で使用させていただく場合があります。不都合な方は、お手数ですがご連絡ください。

キャンセル ・ 予約の変更について

旅行開始日の

1/10（日）

取消日
（宿泊企画）21 日前まで
（日帰り企画）11 日前まで
（宿泊企画）20 ～ 8 日前
（日帰り企画）10 ～ 8 日前

http://boukenkids.meiho.info

検索

