
国内募集型企画旅行取引条件説明書面（抜粋）

□お申込みと旅行契約の成立  
・当社所定の旅行申込書に所定事項を記入の上、取扱営業所に提出してください。
・お申込みの時点で未成年者の方は、お申込みの際に親権者（原則としてご両親）の同意書

を提出してください。
・健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギーのある方、その他特別な配慮

を必要とする方はお申し出ください。
なお、お申し出いただいた措置を講じることできることが確実でない場合には旅行契約
の申込をお断りさせていただくことがあります。 

・旅行契約は、契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。
ただし、当該契約の申込みを承諾する旨の通知を電子メール、ファクシミリ等で行う場合
は、当該通知が会員に到達したときに成立します。

□確定書面（最終日程表）の交付 
確定した旅行日程、主要な運送機関の名称等が記載された確定書面（最終日程表）は、旅行
開始日の前日までに交付いたします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
７日目に当たる日以降に申込みがなされた場合には旅行開始日当日までに交付いたしま
す。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたし
ます。

□旅行代金のお支払い   
・旅行開始の前日から起算して遡って14日前までに当社指定の口座にお振りみください
（振込手数料はお客様のご負担になります）。

□旅行代金に含まれるもの
ホテルの宿泊料金・食事及び税・サービス料金、観光に伴う入場料金及びガイド料金等。

□旅行代金に含まれないもの
前項の外は旅行代金の中に含まれません。その一部を例示します。 
運送機関の運賃・料金、スキーキャンプにおけるリフト代・レンタル代、ボート代、飲物代、電
報・電話料、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税サービス料、傷害・
疾病に関する治療費・保険料、特別な配慮に要した費用 。

□契約内容の変更
・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送サービスの提供（遅延、目的
地空港の変更等）その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約の内容
を変更することがあります。 

・著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されるとき
は、旅行代金の額を増加し又は減少することがあります。 

・旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当た
る日より前にその旨を通知いたします。 

□お客様による契約の解除（別表1）
・お客様は、いつでも規定の取消料を支払って契約解除することができます。 
・次に掲げる場合においては、取消料を支払うことなく契約を解除することができます。

①当社によって契約内容に重要な変更があったとき。 
②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

　 の他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となった
　 とき。

③期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
④旅行代金が増額されたとき 
⑤当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が

　 不可能となったとき。 
・契約の解除の申出は、旅行開始日を除き、取扱営業所の営業日、営業時間内に取扱営業

所にお申し出ください。 

□当社による契約の解除
当社は、契約を解除する場合があります。 
①代金の不払い
②参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
③病気、その他の事由により、当該旅行に耐えられないとき。
④団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 
⑤契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑥最少催行人員に達しなかったとき。
⑦スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結

の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑧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送サービスの提供（遅延、目的地空港の変更等）その他の当社の
関与し得ない事由が生じた場合において、安全かつ円滑な実施が不可能又は不可能とな
るおそれが極めて大きいとき。

□最少催行人員
これに満たない場合、旅行を中止することがあります。
その場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目（日帰り旅行については3日
目）に当たる日より前に、旅行を中止する旨を通知します。  

□旅行代金の払い戻し
旅行開始前の解除・・・解除の翌日から起算して７日以内
旅行開始後の解除・・・契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内 

□添乗員
添乗員の同行はありません。集合場所より当社スタッフが引率します。
当社に連絡が必要となった場合の当社との連絡方法は確定書面でお知らせします。

□旅程管理
当社は、安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努めます。 

□当社の責任
当社は、故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じま
す。

□お客様の責任
お客様の故意又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。

□特別補償
当社は当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款別紙特別補償規程で定めるところ
により、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は
手荷物の上に被った一定の損害について、補償金を支払います。 

□お客様の個人情報の利用目的及び個人データの第三者提供について
当社は､旅行申込み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､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－ビスの受領のための手続に必要な範囲内､又は当社の旅行契約上の責任､事故
時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で利用いたします。 

□旅行代金の基準期日 
この取引条件の基準日は2019年6月1日です。

□この取引条件説明書面に定めのない事項
この「国内募集型企画旅行取引条件説明書面（抜粋）（全文）」、「参加要項」又はパンフレット
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。
詳しい取引条件を説明した書面をお渡しし、取引条件を説明しますので、事前に確認の上お
申込み下さい。

（別表１）

旅行契約の解除期日 取消料

▼参加対象店舗一覧
店舗名

TRIAXIS甲南山手

TRIAXIS夙川

TRIAXIS宝塚

TRIAXIS明石

播磨町健康いきいきセンター

TRIAXIS大阪ベイ

TRIAXISミリカ

TRIAXIS東住吉

ラポール秦荘けんこうプール

におの浜ふれあいスポーツセンター

+Active Biwako Center

住所

兵庫県神戸市東灘区森南町1-5-1 セルバ甲南山手6F

兵庫県西宮市神楽町9-5

兵庫県宝塚市逆瀬川1-1-1 イトーピア参鐘館B1

兵庫県明石市西新町2-1-10 グレースアーケード2F

兵庫県加古郡播磨町南大中1-8-60

大阪府大阪市港区弁天1-2-2 ベイタワーイースト 8階

大阪府吹田市千里丘北1-15

大阪府大阪市東住吉区今川5-2-17

滋賀県愛知郡愛荘町蚊野2978-1

滋賀県大津市におの浜4丁目2-40

滋賀県高島市勝野1523-1

▼運送機関の運賃・料金
集合・解散場所

山陽播磨町駅

JR明石駅

JR宝塚駅・JR芦屋駅・JR甲南山手駅
JRさくら夙川駅・JR東部市場前駅

JR弁天町駅

JR能登川駅

JR千里丘駅

JR膳所駅

往復運賃・料金

3,080円

2,640円

1,980円

1,690円

1,520円

1,340円

860円

旅行開始日の前日以降

旅行開始日の当日

旅行開始後又は無連絡不参加の場合

旅行代金の40％以内

旅行代金の50％以内

旅行代金100％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
7日目に当たる日まで

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
2日目に当たる日まで

無料

旅行代金の30％以内

＜旅行企画・実施＞ 
兵庫県知事登録旅行業第2-769号

（一社）全国旅行業協会正会員
linktravel (株式会社linkworks) 
兵庫県神戸市中央区京町79番地　日本ビルヂング704
電話: 078-327-6033　FAX: 078-327-6034
電子メール: linktravel.info@linkworks.co.jp  
営業日・営業時間：月曜日～日曜日 9：00～19:00    
休業：年末年始
※当社の営業時間外にファクシミリ、電子メールでいただいたお申出は、翌営業日

にお申出いただいたものとして取り扱います。 
国内旅行業務取扱管理者：青木麻里菜 

※旅行業務取扱管理者はお客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任
者です。 

この旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の
取扱管理者にお尋ね下さい。

+Active Basic & Special
Winter & Spring Camp 2020

～雪の世界で未来につながる体験をしよう～

2月

15日～16日
土曜日 日曜日

1月

11日～12日
土曜日 日曜日

2月

1日 ～ 2日
土曜日 日曜日

2月

22日～23日
土曜日 日曜日

2月

29日
土曜日

2月

22日～23日
土曜日 日曜日

※交通費・レンタル品は旅行代金に含まれません。ウェアレンタル： 4,000円（税込）　※キャンプ中の食事（朝食・昼食・夕食）は旅行代金に含まれます。
※交通費の詳細は、裏面の「運送機関の運賃・料金」をご確認ください

スキーキャンプ
～風をきって滑る楽しさを体験しよう！～

※交通費・レンタル品は旅行代金に含まれません。 ※別途リフト代4,200円（税込）が必要です。
※交通費の詳細は、裏面の「運送機関の運賃・料金」をご確認ください
※ウェア： 4,000円（税込） / スキーセット： 7,000円（税込） / スキー・ウェアセット： 9,000円（税込）
※キャンプ中の食事（朝食・昼食・夕食）は旅行代金に含まれます。 

at 箱館山スキー場

1月

25日～26日
土曜日 日曜日

2月

15日～16日
土曜日 日曜日

for
KIDS

for
KIDS

ゆきあそびキャンプat 箱館山スキー場

関西圏からアクセスの良い箱館山スキー場を舞台に雪あそびを満喫！
子どもたちが直接雪に触れ、感じるままに遊ぶプログラムです。
たくさんの遊びを通して、冬の自然のおもしろさを体感できます！
２日目には、お友だちやリーダーと雪の上で、雪をいっぱいつかった運動会も楽しみます。
みんなで全身雪まみれになって遊びましょう！！

スキー講習は、レベル別の指導なので、初めてスキーにチャレンジする子も、
スキーが上手になりたい子も、みんなが楽しめるスキーキャンプです。
滑走量を増やし、多様な斜面に挑戦しながら、体験的にスキーコントロールが出来るようになります。
夜は、もちろんスキーキャンプならではのお楽しみプログラム♪
たくさんのお友だちやリーダーと最高に楽しい２日間を過ごそう！

関西圏からアクセスの良い箱館山スキー場を舞台に雪あそびを満喫！
子どもたちが直接雪に触れ、感じるままに遊ぶプログラムです。
たくさんの遊びを通して、冬の自然のおもしろさを体感できます！
２日目には、お友だちやリーダーと雪の上で、雪をいっぱいつかった運動会も楽しみます。
みんなで全身雪まみれになって遊びましょう！！

スキー講習は、レベル別の指導なので、初めてスキーにチャレンジする子も、
スキーが上手になりたい子も、みんなが楽しめるスキーキャンプです。
滑走量を増やし、多様な斜面に挑戦しながら、体験的にスキーコントロールが出来るようになります。
夜は、もちろんスキーキャンプならではのお楽しみプログラム♪
たくさんのお友だちやリーダーと最高に楽しい２日間を過ごそう！

集合・移動 ゲレンデへ出発 現地出発 移動・解散ゆきあそび昼食

スケジュール

スケジュール

スケジュール

11/18（月）
11:00から
予約受付開始!

受付締切：1/4（土）

①JR甲南山手駅 ②JR宝塚駅
③JRさくら夙川駅

1泊2日

集合解散
（出発・帰着）

受付締切：1/25（土）

①JR千里丘駅 ②JR能登川駅
③JR膳所駅

1泊2日

集合解散
（出発・帰着）

受付締切：2/15（土）

①JR宝塚駅 ②JRさくら夙川駅
③JR千里丘駅

1泊2日

集合解散
（出発・帰着）

①JR甲南山手駅 ②JR弁天町駅
③JR東部市場前駅

受付締切：2/8（土）

1泊2日

集合解散
（出発・帰着）

1日目

2日目

集合・移動 ゲレンデへ出発 お風呂　夕食 就寝ゆきあそび お楽しみプログラム昼食

起床　朝食 ゲレンデへ出発 昼食 移動・解散ゆきの大運動会 振り返りタイム

1日目

2日目

集合・移動 ゲレンデへ出発 お風呂　夕食 就寝スキー講習① お楽しみプログラム昼食

起床　朝食 ゲレンデへ出発 昼食 移動・解散スキー講習② 振り返りタイム

①JR弁天町駅 ②山陽播磨町駅
③JR明石駅

1泊2日

受付締切：1/18（土）

集合解散
（出発・帰着）

①JR弁天町駅 ②山陽播磨町駅
③JR明石駅

1泊2日

受付締切：1/18（土）

集合解散
（出発・帰着）

受付締切：2/22（土）

①JR明石駅 ②山陽播磨町駅
③JR能登川駅 ④JR膳所駅

日帰り

集合解散
（出発・帰着）

受付締切： 2/8（土）

①JR甲南山手駅 ②JR弁天町駅
③JR東部市場前駅

1泊2日

集合解散
（出発・帰着）

受付締切： 2/15（土）

①JR宝塚駅 ②JRさくら夙川駅
③JR千里丘駅

1泊2日

集合解散
（出発・帰着）

旅行代金： 17,800円（税込）　定員： 各日程50名　最少催行： 各日程30名
対象： 小学生～中学生　宿泊地： +Active Biwako Center

旅行代金： 17,800円（税込）　定員： 各日程25名　最少催行： 各日程15名 対象： 年中～小学2年生　宿泊地： +Active Biwako Center

※交通費・レンタル品は旅行代金に含まれません。ウェアレンタル： 2,000円（税込）
※キャンプ中の食事（昼食）は旅行代金に含まれます。
※交通費の詳細は、裏面の「運送機関の運賃・料金」をご確認ください。

旅行代金： 7,900円（税込）
定員： 25名　最少催行： 15名　対象： 年中～小学2年生
※交通費・レンタル品は旅行代金に含まれません。ウェアレンタル： 2,000円（税込）
※キャンプ中の食事（昼食）は旅行代金に含まれます。
※交通費の詳細は、裏面の「運送機関の運賃・料金」をご確認ください。

旅行代金： 7,900円（税込）
定員： 25名　最少催行： 15名　対象： 年中～小学2年生



旅行代金： 14,000円（税込）　定員： 50名　最少催行： 30名　対象： TRIAXIS +Active Basic会員のみ（年中～小学生）
宿泊地： +Active Biwako Center

※交通費・レンタル品は旅行代金に含まれません。 ウェアレンタル：2,000円（税込）　※キャンプ中の食事（朝食・昼食・夕食）は旅行代金に含まれます。
※交通費の詳細は、裏面の「運送機関の運賃・料金」をご確認ください。

旅行代金： 14,000円（税込）　定員： 130名　最少催行： 30名　対象： 年中～中学生　宿泊地： +Active Biwako Center

※交通費は旅行代金に含まれません。　※キャンプ中の食事（朝食・昼食・夕食）は旅行代金に含まれます。　※交通費の詳細は、裏面の「運送機関の運賃・料金」をご確認ください。

～仲間をつくり、仲間とつくる～

旅行代金： 14,000円（税込）　定員： 130名　最少催行： 30名　対象： 年中～中学生　宿泊地： +Active Biwako Center

※交通費は旅行代金に含まれません。　※キャンプ中の食事（朝食・昼食・夕食）は旅行代金に含まれます。
※交通費の詳細は、裏面の「運送機関の運賃・料金」をご確認ください。

旅行代金： 大人（中学生以上）：15,000円（税込） 子ども：9,000円（税込）　定員： 10家族　最少催行： 2家族　宿泊地： +Active Biwako Center
対象： TRIAXIS・播磨町健康いきいきセンター・ラポール秦荘けんこうプール・におの浜ふれあいスポーツセンターの会員様とそのご家族

※応募多数の場合、抽選となります。　※旅行代金は1人分の料金です。2歳以下は無料。　※キャンプ中の食事（朝食・昼食・夕食）は旅行代金に含まれます。

～たくさんの冒険、大きな成長～
for

KIDS

＜申込の流れ＞ STEP2 申込手続き STEP3 受付完了
旅行代金の入金確認後、
領収書を郵送いたします。
これで参加申込が完了となります。

STEP1 まずは予約
お電話またはメールフォームから希望のキャンプにご予約ください。
申込先： 株式会社linkworks

＜受付時間＞ 9:00～19:00 ※メールでは随時受付
TEL: 078-327-6033

予約フォーム

for
KIDS

at +Active Biwako Center

～毎年恒例！会員様限定特別企画～
for

Family
for

KIDS

～冬の自然のおもしろさを探そう～

at +Active Biwako Center & マキノ高原 at +Active Biwako Center

at +Active Biwako Center

冬の自然の中で、小学生のお友達はスノーシューを履いて探検に出かけます。
雪の上にあるシカやウサギなどの動物の足跡を追いかけてみよう！
ひょっとすると樹氷も見られるかも！？
キャンプ２日目は、アウトドアクッキングに挑戦！
今回は、魔法の鍋「ダッチオーブン」を使って暖かくておいしいご飯を作ります。
冬も大自然の中で思いっきり遊びましょう。

春は、植物や生き物がいっせいに動き出す季節。 
山と湖に囲まれた自然豊かな春のびわ湖を舞台に、たくさんの春と仲間に出会えるキャンプです。 
そして、今回のキャンプのテーマは『つくる』
３日間のキャンプでは、アウトドアクッキングでおいしいご飯をつくり、 
竹を使ってそれを食べる食器をつくり、キャンプを通してたくさんの友だちをつくる。 
たくさんの『つくる』が詰まったもりだくさんのキャンプです。
春休みは、まるごとキャンプで最高の思い出をつくろう！！

春は、植物や生き物がいっせいに動き出す季節。 
山と湖に囲まれた自然豊かな春のびわ湖を舞台に、たくさんの春と仲間に出会えるキャンプです。 
そして、今回のキャンプのテーマは『つくる』
３日間のキャンプでは、アウトドアクッキングでおいしいご飯をつくり、 
竹を使ってそれを食べる食器をつくり、キャンプを通してたくさんの友だちをつくる。 
たくさんの『つくる』が詰まったもりだくさんのキャンプです。
春休みは、まるごとキャンプで最高の思い出をつくろう！！

広大なびわ湖を舞台に2泊3日の大冒険に出かけよう！今回のテーマは『火の達人になろう！』です。
お友だちと協力し、自分たちの力で火をおこし、アウトドアクッキングにチャレンジ！
夜は、大きな火を囲み、みんなでキャンプファイヤー！
３日間、火を使ってたくさんのことにチャレンジします。
もちろん、びわ湖でカヌーなどのウォーターアクティビティも楽しみます！
ゴールデンウィークは、アドベンチャーキャンプで、火の達人を目指そう！！

広大なびわ湖を舞台に2泊3日の大冒険に出かけよう！今回のテーマは『火の達人になろう！』です。
お友だちと協力し、自分たちの力で火をおこし、アウトドアクッキングにチャレンジ！
夜は、大きな火を囲み、みんなでキャンプファイヤー！
３日間、火を使ってたくさんのことにチャレンジします。
もちろん、びわ湖でカヌーなどのウォーターアクティビティも楽しみます！
ゴールデンウィークは、アドベンチャーキャンプで、火の達人を目指そう！！

1年の最後の思い出と最初の思い出を同時に作れるキャンプです。
大晦日にはお餅つきや年越し焚き火を行い、去る年を見送ります。
元日にはイベントが目白押し！「近江の厳島」といわれる白鬚神社初詣や
お正月遊び、干支かざり作り等を行います。
また箱館山スキー場へは直通バスを運行しているので、
体力を温存したままスキーやゆきあそびに興じて頂けます。

1日目

2日目

集合・移動 お風呂　夕食 就寝冬の山探検・ゆきあそび フレンドシップタイム昼食

起床　朝食 昼食 移動・解散アウトドアクッキング 振り返りタイム

2月

8日～9日
土曜日 日曜日

受付締切：2/1（土）

①JR甲南山手駅 ②JR宝塚駅 ③JR弁天町駅
④JR明石駅 ⑤JR千里丘駅 ⑥JRさくら夙川駅

1泊2日

集合解散
（出発・帰着）

5月

3日～5日
日曜日 火曜日

受付締切：4/26（日）

2泊3日

集合解散
（出発・帰着）

受付締切：11/29（金）

+Active Biwako Center（現地集合）

2泊3日

集合解散

3月

26日～28日
木曜日 土曜日

受付締切：3/19（木）

2泊3日

集合解散
（出発・帰着）

1日目

2日目

集合・移動 お風呂　夕食 就寝春さがしハイキング フレンドシップタイム昼食

起床　朝食 お風呂　夕食 就寝昼食食器作りに挑戦 たき火に挑戦 お楽しみプログラム

3日目 起床　朝食 昼食 移動・解散アウトドアクッキング 振り返りタイム

スケジュール
スケジュール

スケジュール

1日目

2日目

集合・移動 お風呂　夕食 就寝アイスブレイク　野外料理 フレンドシップタイム昼食

起床　朝食 お風呂　夕食 就寝昼食クラフト 野外料理 ウォーターアクティビティ お楽しみプログラム

3日目 起床　朝食 昼食 移動・解散ポイントハイク 振り返りタイム

スケジュール

1日目

2日目

現地集合 夕食 年越し焚火 初詣お餅つき

起床　朝食 お風呂　夕食 就寝昼食白髭神社初詣クルーズ 白髭神社初詣クルーズ
スキー・雪遊び 正月遊び

お正月クラフト
ナイトシアター

3日目 起床　朝食 現地解散自由行動

12月 1月

31日～2日
火曜日 木曜日

+Active Basic Winterキャンプ 火の達人になろう！アドベンチャーキャンプ

年越し＆初すべりファミリーキャンプ

+Active Basic Winterキャンプ 火の達人になろう！アドベンチャーキャンプ

年越し＆初すべりファミリーキャンプ

①JR芦屋駅 ②JR宝塚駅 ③JR弁天町駅 ④JR明石駅 ⑤JR千里丘駅
⑥JR東部市場前駅 ⑦山陽播磨町駅 ⑧JR能登川駅 ⑨JR膳所駅

詳しい旅行条件（参加要項・取引条件説明所面）を郵送いたします。
内容を全てご確認いただいた上で、申込用紙を記入、旅行代金を
お支払いいただき、必要書類を同封されている返信用封筒に入れて
返送してください。

11/18（月）11:00から

予約受付開始！

春の自然を満喫！まるごとキャンプ春の自然を満喫！まるごとキャンプ

①JR芦屋駅 ②JR宝塚駅 ③JR弁天町駅 ④JR明石駅 ⑤JR千里丘駅
⑥JR東部市場前駅 ⑦山陽播磨町駅 ⑧JR能登川駅 ⑨JR膳所駅
①JR芦屋駅 ②JR宝塚駅 ③JR弁天町駅 ④JR明石駅 ⑤JR千里丘駅
⑥JR東部市場前駅 ⑦山陽播磨町駅 ⑧JR能登川駅 ⑨JR膳所駅


