
【旅行企画・実施】 
観光庁長官登録旅行業第 1762 号 
株式会社ＪＴＢ中部 静岡支店  

総合旅行業務取扱管理者：川上 元 

住 所：〒420-0857 

静岡県静岡市葵区御幸町 5-9 フコク生命ビル 1 階 

ＴＥＬ ：054-252-6969 

（月～金 9:30～17:30※土日祝を除く） 

ＦＡＸ ：054-253-4135 

担 当：西村・福代（ふくよ） 

※お電話の際は、静岡県教職員互助組合の旨お知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 募集型企画旅行契約 
この旅行は（株）ＪＴＢ中部(名古屋市中村区名駅 1-1-4 国土交通大臣登録 1762 号。以下「当社」
という)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約
（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は下記によるほか、別途お渡
しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約
款募集型企画旅行契約の部によります。 
● 旅行のお申し込み及び契約成立時期 
（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申込みください。お申込金

は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。 
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通

知した翌日から起算して１４日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。 
（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立したものとします。 
（４）お申込金（おひとり）１６，７００円（大人子供共通） 
● 取消料 
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けま
す。 

契約解除の日 取消料（お１人様） 

旅行開始日
の前日から
起 算 し て さ
かのぼって 

１）２１日目にあたる日以前の解除 
(日帰り旅行にあっては１１日目) 

無料 

２）２０日目にあたる日以降の解除 
（日帰り旅行にあっては１０日目） 

旅行代金の２０％ 

３）７日目にあたる日以降の解除 旅行代金の３０％ 

４）当日の解除 旅行代金の５０％ 

５）旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の１００％ 
 

● 特別保証 
当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、募集型企画
旅行約款別紙特別保証規定に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急遽かつ偶然な外来の事
故により、その身体、生命または手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、
補償金または見舞金を支払います。 
・死亡補償金：１５００万円   ・入院見舞金：２～２０万円 
・通院見舞金：１～５万円 
・携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（ただし、補償対象品１個あたり１０万円を限度としま
す。） 
● 国内旅行保険への加入について 
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場
合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを、担保する
ため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。 
国内旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。 
● 事故等のお申出について 
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス
提供機関、または、お申込店にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなく
なり次第ご通知ください。） 
● 個人情報の取扱について 
当社及び販売店は、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、お客様との間
の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し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、当社及び販売店では、①当社及び当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ご提供のお願い③アンケートのお願い④
特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 
● 旅行条件・旅行代金の基準 この旅行条件は２０１６年６月３日を基準としてします。 
※このパンフレットの日程及び旅行代金は２０１６年６月３日現在を基準としています。 

●オプショナルコースのグレード（難易度）について● 

初中級＝山登りをはじめた方に最適なコース。 

一般登山者も多く、緩急はあるが滑落の危険性は少ない。 

中級 ＝登山道は比較的明瞭。緩急があり幅員の小さい箇所がある。 

    一般登山者の往来も多い登山道。 

上級 ＝本格的な登山コース。コース内容は「中級」に準じますが、 

歩行時間が長く標高差もあります。 

～装備品（お持ちになると良い物）～ 

リュック、登山靴、予備靴ひも、タオル、非常食、長袖シャツ・ズボン、 

下着、帽子、靴下、手袋、防寒具、雨具、筆記具、ヘッドライト、地図、

水筒・飲料水、ビニール袋、医薬品、健康保険証（コピー可）など 

○期日：２０１６年８月１６日（火）～１９日（金）３泊４日 

○場所：長野県・志賀高原 

○旅行代金：大人４４，５００円 小学生３５，９００円 未就学児３０，６００円 

※オプショナルコースあり（別紙一覧参照） 

○参加資格：現職組合員・退職組合員とその家族 

○ご宿泊ホテル：志賀レークホテル（予定）【和室または和洋室：１室２～５名利用】 

○食事：朝 3 回、昼食 0 回、夕食 3 回   ※お部屋割りの都合上、相部屋となる場合がございます。 

○ご旅行代金に含まれるもの 

 宿泊代、食事代（16 日夕食、17 日及び 18 日朝夕食、19 日朝食）、貸切バス代、入湯税 

○ご旅行代金に含まれないもの 

 昼食代 ※互助組合が昼食としてお弁当（16 日～19 日）を用意します。 

但し、17 日及び 18 日にモデルコース「草津温泉」参加の場合、昼食の代替として湯もみ   

ショー観覧を手配します。 

○添乗員：2 名以上同行します。※添乗員が乗車しないバスもございます。 

○募集人数：２００名（最少催行人員１００名）※募集人数を超えた場合は、抽選となります。 

○行程：8/16（火） 

県内各地出発＝＝（途中休憩）＝＝志賀高原到着＝＝＝＝開講式＝＝＝＝志賀高原宿泊 

      7:30～11:00           16:00 頃    19:30～ 
8/17（水） 終日自由行動 

2 日目、3 日目は、モデルコースごと行動となります。 
8/18（木） 終日自由行動    トレッキング、歴史探訪などでお楽しみください。 

              ※コースにより互助組合で案内人を手配します。 
8/19（金） 

      閉講式＝＝＝＝志賀高原出発＝＝＝＝信州フルーツランド【入場】＝＝（途中休憩）＝＝県内各地到着 
       10:45     11:00 頃         12:00～12:40            18:00～21:30 
○乗車場所 
 賀茂教育会館、三島駅南側、沼津駅北口、富士教育会館、清水駅東口、静岡駅南側、 
 藤枝駅北口、小笠教育会館、磐周教育研究所、浜松駅東側、浜松市教育会館 
●記入例／バス＝＝＝ ※大型貸切バス利用予定（座席は指定席となります） 
●各地の道路状況により時間が変更になる場合がございますので予めご了承ください。 

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込み下さい。 
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明に
ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。 

平成２８年度夏季講座（志賀高原リゾート） 
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平成 28 年度夏季講座（志賀高原リゾート）オプショナルコース一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

１ 志賀高原自然自由散策（実施日：8/17・18）      追加代金：なし ※ご自由にお過ごしください。 
         ユネスコが設定している世界自然遺産は手つかずの自然を守ることを目的とする一方、「ユネスコエコパーク（生物圏保存地域）」 

は生態系の保全と持続可能な利活用の調和（自然と人間社会の共生）を目的とし、世界自然遺産より古い歴史を持ちます。 

志賀高原は、1980 年、屋久島、白山、大台ヶ原・大峯山と共に日本で最初にユネスコエコパークに登録されました。現在、初心 

者から上級者まで、レベルに合わせたハイキング、トレッキングコースが数多く設定されています。高地ならではの爽やかな気候の 

中で、志賀高原の魅力をたっぷりとお楽しみください。 

2 日本三名泉・草津温泉（実施日：8/17・18）           追加代金：大人・こども同額 1,000 円 
         下呂温泉・有馬温泉と並び日本三名泉の１つとされている「草津温泉」。案内人なし 

自然湧出量は日本一を誇り毎分３万リットル以上もの温泉が湧き出しています。 

草津温泉のシンボルである温泉街の中心に位置する「湯畑」や草津名物の「湯もみ」等温泉はもちろんのこと、グルメや子供たち 

にも人気のアクティビティ等楽しみ方は無限大です。草津温泉を各自のプランでお楽しみください。 

＜最少催行人員＞ 1 名 

＜行程＞9:00～17:00  ホテル～草津温泉（自由散策）～ホテル 

3 神秘の湖「大沼池」と志賀山登山（実施日：8/17）     追加代金：大人 1,000 円 こども 500 円 
         志賀高原ユネスコエコパークの核心地域を歩く上級コースです。 案内人付き・健脚コース（上級） 

黒姫伝説でも知られる大沼池をめざし、大小様々な湖沼や湿原を巡るとともに、志賀高原の山々を一望できる標高 2,035m の志賀山 

に登ります。 

＜最少催行人員＞ 1 名 

＜行程＞8:00～17:00  歩行約 7時間 距離約 12.6km 標高差約 480m 

ホテル～ほたる温泉～前山湿原～渋池～志賀山～裏志賀山～四十八池～大沼池～池尻～大沼池入口バス停～ホテル 

4 神秘の湖「大沼池」（実施日：8/17）           追加代金：大人 1,000 円 こども 500 円 
         志賀高原ユネスコエコパークの核心地域を歩く中級コースです。 案内人付き・健脚コース（中級） 

大小様々な湖沼や湿原を巡り、黒姫伝説でも知られるエメラルドグリーンに輝く大沼池をめざして歩きます。 

＜最少催行人員＞ 1 名 

＜行程＞9:00～16:00  歩行約 5時間 距離約 9.6km 標高差約 360m 

ホテル～ほたる温泉～前山湿原～渋池～四十八池～大沼池～池尻～大沼池入口バス停～ホテル 

5 志賀古道・峠の三十三観音御朱印巡り（実施日：8/17）    追加代金：大人・こども同額 1,000 円 
         志賀高原間を結ぶ旧草津街道。                                  案内人付き・一般コース（初中級） 

江戸時代、人の往来は盛んでしたが 2,172m の峠を越える難所では事故が頻繁に発生していました。 

沓野観音講の人々は地元の山稼人や旅人の安全を願って、文政二年（1819 年）に祭られたのがこの「峠の観音」です。それぞれの観 

音様にご利益やご詠歌があり、身も心も癒してくれます。当時の街道の面影を偲びながら、散策を楽しみます。 

＜最少催行人員＞ 1 名        

＜行程＞9:00～15:00  歩行約 4時間 30 分 距離約 7km 標高差約 740m 

ホテル～琵琶池～沓打名水公園～坊平シラカバ園池～上林～ホテル 

6 焼額山トレッキング（実施日：8/18）            追加代金：大人・こども同額 500 円 
                                                              案内人付き・健脚コース（中級） 
         焼額山（やけびたいやま）の山頂には、山ノ内町の天然記念物に指定されている「稚児池」、そして周辺にはオオシラビソ林、 

            ハイマツの群落など、手付かずの貴重な自然景観が広がっています。冬季講座（スキー講習会）の拠点でもある焼額山を歩きます。 

＜最少催行人員＞ 1 名 

＜行程＞10:00～15:00  歩行約 3時間 30 分 距離約 7km 標高差約 400m 

ホテル～奥志賀高原～奥志賀高原スキー場～焼額山山頂～稚児池～志賀高原プリンスホテル西館～ホテル 

8 俳人・小林一茶を訪ねる（実施日：8/18）            追加代金：大人 1,500 円 こども 500 円 
         江戸時代を代表する俳人・小林一茶。長野県信濃町で生まれ、      案内人付き・歴史散策コース 

晩年はふるさとで過ごしました。生涯に約２万句もの俳句を残し、時代を超えて安らぎを与える小林一茶のふるさとを訪ねます。 

＜最少催行人員＞ 1 名 

＜行程＞8:00～17:00 

ホテル～一茶記念館（入場）～小林一茶旧宅（入場）～袋屋美術館（入場）～ホテル 

7 まが玉の丘・自然探勝（実施日：8/18）            追加代金：大人・こども同額 500 円 
         早春から秋まで次々と湿原の花々が咲き誇る「田の原湿原」をはじめ、 案内人付き・一般コース（初中級） 

信州大学により整備された「まが玉の丘」までの遊歩道や原生林の中を歩き、志賀高原の自然を堪能するコースです。 

＜最少催行人員＞ 1 名 

＜行程＞9:00～16:00  歩行約 5時間 距離約 7km 標高差約 230m 

ホテル～木戸池～田ノ原湿原～信大自然教育園～まが玉の丘～信大自然教育園～蓮池～ホテル 

雨天の場合 

各自判断 

雨天決行 

雨天の場合 
一部ルート変更 

の場合あり 

雨天決行 

雨天決行 

雨天決行 

雨天決行 

雨天の場合 
一部ルート変更 

の場合あり 

互助組合が昼食としてお弁当を準備致します。 

互助組合が昼食としてお弁当を準備致します。 

互助組合が昼食としてお弁当を準備致します。 

互助組合が昼食としてお弁当を準備致します。 

互助組合が昼食としてお弁当を準備致します。 

互助組合が昼食としてお弁当を準備致します。 

互助組合が昼食としてお弁当を準備致します。 

昼食(お弁当)はございませんので、各自昼食とな
ります。昼食の代替として「湯もみショー」観覧
チケットを準備致します。 

中部本社 CSR 承認番号：1691 


