
キャンプ企画・実施および本書作成：ナップアウトドアスポーツ株式会社

NPO法人ナップこども自然学校

作成日：2023/02/07

【 お願い 】
本書にはお申込み手続きの大事な手順等が記載されています

必ず最後までよくお読みいただき、お間違いのないようにお手続き下さい

＜お申込みに関する主な注意点＞

■参加対象者と参加費
・参加定員がコース（スキーレベル）によって異なります
・3/26-28スキーキャンプは学年により参加費が異なります

■自分の事は自分でやる
・今シーズンのキャンプ参加には「自分のことは自分で出来る」ことが必要です
・参加児童は、着替えの準備や片付け、入浴時の身支度やトイレ、洗面、歯磨きなど各自で行っ
て下さい
・おねしょをする児童は参加出来ません
（引率者の睡眠確保のため夜中に起こすなどの特殊対応はできません）

■参加関連資料のダウンロード
・資料の発送はありません
・参加に必要な資料は各ご家庭でダウンロードしてご利用下さい

■参加費の入金
・催行決定後の指定期間内にご入金をお願いします

■新型コロナ対策

・参加10日前からの健康調査表を当日提出
・または都道府県で実施している「新型コロナ無料検査事業」等における検査証明書（陰性結果）
を提出（ＰＣＲ等検査＝有効期間：採取日＋３日 抗原定性検査＝有効期間：採取日＋１日）

※神奈川県民は無料検査を実施している事業者の検索は「神奈川県 コロナ 検査無料化事業」で検索

・現地における感染症対策は別紙の「新型コロナガイドライン（宿泊版）」に基づいた対策を行い
ます
・参加する児童も現地での感染拡大防止にご協力お願いします
・現地で疑わしい症状を発症した場合は検査を待たずにお迎えに来て頂きます
※「感染していない人の集まり」を前提としていますが、現地での感染防止を100％補償するこ
とは出来ませんのでご了承の上でご参加下さい

■キャンプ写真
・「キャンプ写真の撮影」は優先しません（可能な限りの撮影となります）
・ブログ用の写真は数枚撮影のうえで掲載しますが、様子をお知らせするためのみとなります
・従来の様な閲覧用の写真撮影は運営に余裕のある場合のみ行い、現地運営管理を最優先とする
趣旨から撮影(および枚数)のお約束はできません



－実施要項－

※領収書をご希望の方は集合時にお申し出下さい
後日メールで送信します

資料
ダウンロード

Web
申し込み

催行確認と参加費
のご入金

【資料のダウンロード】
・参加用健康調査チェック表
・保険証添付用資料

【集合案内のダウンロード】
・キャンプ集合案内
（集合場所など詳細案内）

キャンプ前日および当日入金確認メール受信
（集合案内確認）

【前日にブログ確認】
・緊急の変更や追加事項の確認

【当日配付資料】
・キャンプのしおり

【当日提出資料】
・参加用健康チェック表

【連絡事項WEB申請】
・スキーレベルの申告
・レンタルサイズの申告
・同室希望の申請

【ナップろぐの確認】
・催行判断の確認
・指定期間内での入金



お申込み手続きの流れをご確認下さい

手順1．宿泊キャンプ詳細案内ページからお申込み下さい
サイトQRコード

・お申込み完了後、数秒から十数分以内に「お申込み受付完了メール」が自動送信されます。
・「お申込み受付完了メール」が届かない場合は必ず info@nap-outdoors.co.jp までご連絡ください。

※お申込み手続き後のキャンセルには、「入金の有無にかかわらず」取消事務手数料が必要です

手順2．レンタルサイズと同室希望のWEB申請
回答期日：お申込み受付完了メール受信後、【3日以内】に回答してください
※最終利用期限：キャンプ実施日8日前まで（設定日に回答を締め切らせて頂きます）

■スキーレベルアンケートの回答(対象：キャンプお申込み者全員必須)

■各レンタルサイズの回答(対象：レンタルお申込者は必須)

■同室希望の申請(希望者のみ）※お友達やごきょうだいと同部屋での就寝希望の場合

・受付完了メールに記載の専用サイトからWEBフォーム（Googleフォーム）を利用して申請して下さい

手順3．参加に必要な資料をダウンロード
■参加に必要な資料一覧

□ 参加用健康調査表（当校指定健康チェック表） ※当日提出必須
□ 保険証添付用資料（適宜）

資料のダウンロードURLはお申込み後に送信される「受付完了メール」に記載があります。

・新型コロナウィルス感染症対策ガイドラインを必ずお読み頂き感染拡大防止にご協力ください。
・上記の参加用健康調査表、または医療機関発行の新型コロナ検査証明書（陰性結果）を提出されない場合はご参加頂けませんので忘
れずにご準備下さい。

手順4．催行判断の確認

■各キャンプ毎に設定されている催行判断日の20:00以降にナップこども自然学校のブログで催行判断をご確認下さい。
ナップろぐ http://npo-napkids.org/naplog/

ナップろぐQR
【ご注意】
催行決定後のお取り消しについては「入金の有無にかかわらず」事務手数料及び期日に応じたキャンセル料をご請求いたします。
キャンプ参加を希望されない場合は催行決定前にキャンセルのご連絡をお願いいたします。



手順5．参加費のお支払い (お支払い方法：お振込のみ）

以下の期日（催行決定後）に参加費を指定口座にお支払い下さい
今回は催行決定後の指定期日内でのご入金が必要となります。
催行決定日が変更になった場合（ブログにてお知らせがあった場合）はお支払期日も変更します。

【ご注意】下記指定のお振込期間内に参加費の入金が確認出来ない場合
・参加意志がないと判断し、お取り消し希望として事務処理いたします
・未入金キャンセルであっても催行決定後はキャンセル費用のご請求対象となります
・期間内での入金をお忘れの場合で、継続して参加希望の場合は必ず事務局までご相談をお願いします
※ご相談（可否の確認）をせずに入金を頂いてもお申込みは承れません

【キャンプ毎のお振込期間】※指定期日前のお振込はお控え下さい。

■3月26日(日)～3月28日(火)コース
・催行決定予定日：3月12日(日)
・右記期間内に受付完了メールに記載の参加費総額をご入金下さい 入金期間：3月13日(月)～3月19日(日)
※ご入金頂いた方への「入金確認メール」は3月20日(月)～順次送信致します

【上記内容の流れ図】

【お振込先】

金融機関名：ゆうちょ銀行 金融機関名：三菱UFJ銀行
記号番号：１０９６０－３０１４２４２１

支店名：鷺沼支店
※都市銀行などからの場合は 店番：613
支店名：〇九八（セロキュウハチ） 種別：普通
店番：098 口座番号：００４６６３６
種別：普通
口座番号：３０１４２４２ 口座名：ナップアウトドアスポーツ カ）

口座名：ナップアウトドアスポーツ カ）

注）お振込先はNPO法人ナップこども自然学校ではありません。
誤ってお振り込みになった場合はNPO法人より返金の上、再度お振り込み頂く必要があります。
いずれの手続きにも別途手数料が必要になりますので、お間違いにご注意下さい！

【重要】
お振込名義人は受付完了メールに記載の「お申込み保護者様名」または「1人目の参加者名」でお願いします。
※お振込名義が上記と異なる場合は必ずその旨をメールでご連絡下さい 送信先：info@nap-outdoors.co.jp

手順6．入金確認メールに記載のリンクからキャンプの集合案内をダウンロード
・入金期間中に参加費をご入金頂いた方には入金期間終了日翌日以降、キャンプ実施日2日前までに「入金確認メール」を送信します
・当メールに記載の専用サイトから「キャンプ集合案内(確定文書）」をダウンロードして最終的な集合場所と時間をご確認下さい。

手順7．キャンプ前日に変更や追加事項の有無をブログで確認
・キャンプ前日に当校のブログ「ナップろぐ」で変更の有無などをアナウンスします。

・各実施日前日の20:00以降に右記QRコードまたは下記URLで必ずご確認下さい。
https://www.npo-napkids.org/naplog ナップろぐQRコード

前日ブログでは下記などがアナウンスされる可能性があります。
・「集合時間の変更」、「持ち物の追加」など

注）変更については各ご家庭に個別の連絡はいたしません。必ず変更の有無をご確認下さい。

催行決定 指定期間にご入金 指定期間後に
「入金確認メール」を受信



手順8．集合案内に従って当日集合
■保護者の皆様は集合（解散）場所までお子さんの送迎をお願い致します。

・各キャンプの集合・解散時間は上述の「キャンプ集合案内」に記載されます。（集解散場所案内図も掲載）
・集合場所で「キャンプのしおり」を配布します

＜集合時に提出が必要な資料＞
・参加用健康チェック表（10日間健康調査票）または各都道府県実施の「新型コロナ検査無料化事業」における検査証明書の提出

＜当日配付の資料＞
・キャンプのしおり

キャンプ催行判断とキャンセル規定

■新型コロナウィルス感染症の影響によるキャンプ中止時の対応について
【新型コロナウィルスの影響による以下の諸条件による事業中止】

■国・地方自治体などから当校の活動または類似する活動に対して中止勧告などが発出された場合

上記に該当して事業が中止された場合は、既にかかった実費がある場合は当該費用を除き、参加費を返金します。
返金の際にかかる「銀行間振込手数料」（484円～）はご負担ください。

当宿泊キャンプは企画・実施を含む旅行業務を旅行業法に基づいてナップアウトドアスポーツ株式会社が行っています。
キャンプの実施（催行）判断の時期はキャンプ毎に設定されています。
ナップアウトドアスポーツにおいて催行判断し、催行判断後にナップろぐにて発表いたします。
指定期間中にご入金頂いた皆様へは「入金確認メール」にて集合案内をご案内（確定文書を発行）いたします。

キャンプの実施に向けて最大限努力致しますが、申込人数が催行人員に満たない場合など、やむなく催行中止となった場合も各キャンプ
毎に設定された催行判断発表日時に、ナップろぐでアナウンス致しますのでご確認下さい。

但し、上述の中止勧告やそれらに類似する差し迫った事態、または悪天候などの事由が発生した場合は設定日時を過ぎても中止となる場
合があります。

催行決定後のキャンセルには入金の有無にかかわらず、各種取消手数料の対象となります。

【キャンプ（旅行）企画・実施】
ナップアウトドアスポーツ（株）神奈川県知事登録旅行業 第2-1062号
全国旅行業協会（ANTA）正会員 国内旅行業務取扱管理者：寺田憲生
〒216-0023 神奈川県川崎市宮前区けやき平1-27-401 TEL.044-888-8508

※キャンセルの場合はお早めにご連絡をお願いいたします。

・お申込み後のキャンセルには入金の有無に関わらず取消事務手数料が発生します。
・催行決定後はキャンセルお申し出の日時により次ページ以降に規定された期日に係るキャンセル料が発生します。
・お申込みコースの日程を変更する場合には、所定の各種キャンセル料や変更手数料が発生致します。

■参加者の都合によるキャンセル
・お申込み後のキャンセルにつきましては、次ページのキャンセル事務手数料が必要となります。
・規定期日以降のキャンセルにつきましてはキャンセル料が発生します。
・新型コロナウィルスやその他の感染症に罹患、または怪我等が取消事由であっても各種キャンセル料が発生します（免責無）



【キャンセルのご連絡方法】

キャンセル受付：ナップアウトドアスポーツ
下記メールアドレスまで必要な情報をお知らせ頂くか

右記キャンセル用メール作成QRコードを読み込んで下さい

※QRコード読み込み後、画面のガイダンスをクリックしてください
（右記QRコードを読み込むと広告が表示されてしまいますのでご了承の上ご利用下さい）

【通常の連絡先】 キャンセル専用メール：cxl@nap-outdoors.co.jp

【キャンプ当日の連絡先】 集合案内(確定文書)に記載の担当者電話番号

■ご連絡頂く際に必要な記載事項

・参加者氏名 ・住所 ・登録電話番号
・参加キャンプ名 ・日程

・返金口座情報（返金がある場合）
（金融機関名・支店名・種別・口座番号・口座名義）

【キャンセル取扱いのタイミングについて】

・受付基準時間内で承りましたキャンセル連絡は受付当日扱いとなり、基準時間時間後にご連絡頂きましたご連絡分は全て翌営業日
のお取り扱いとなります。

・下記の規定によるキャンセル料率でキャンセル料金を計算致します都合上、ご連絡を承る日時によってキャンセル費用発生の有無、
およびキャンセル費用が異なりますので、お取り消しをご希望の場合はお早めのご連絡をお願い申し上げます。

■キャンセル受付受付処理の基準時間：平日10:00～18:00
取扱い基準時間補足：月曜～木曜18:00以降のご連絡＝翌日の取扱い

金曜18:00以降および土曜、日曜のご連絡＝翌月曜の取扱い となります

【キャンセル規定について】
・参加のキャンセルにつきましては、旅行の規定によりキャンセルのタイミングによって参加費に所定の料率を乗じたキャンセル料
が発生します。またお取り消し手続きにともなう事務手数料及びお振込手数料も参加者様のご負担とさせて頂いております。

【キャンセル事務手数料】 お一人／1コースにつき 1,100円(税込) ※消費税率10％計算

21日以前 20～8日前 7～2日前 前日 当日 当日出発後および無連絡
【キャンセル料率】

無料 20% 30% 40% 50% 100%

【返金手数料（振込手数料など）】2021.10.1時点
・宿泊キャンプの返金には、下記振込手数料が別途必要になります。（銀行振込のみ対応）

3万円未満1件につき 484円（税込）

3万円以上1件につき 660円（税込）

【コース変更／日程変更手数料】
コース変更の場合：コース変更（異なるコース名／目的地）をご希望の場合はすでにお申込み頂いているコースをキャンセルし、ご希望の

コースに新たにお申込み頂く必要がございます。
コース変更に伴うキャンセルの場合でも上記のキャンセル料金および事務手数料が発生致します。

日程変更の場合：キャンプ実施日21日前までに限り、同一コース名（同一目的地）で日程のみ変更ご希望の場合は、
日程変更手数料（1,100円/1名）のみで変更を承ります。※ただし変更先に空席があることが条件となります。



コースの内容詳細をご確認ください

日程とコース名 3月26日(日)～3月28日(火) 2泊3日
こどもスキーキャンプ・かたしな高原スキー場（尾瀬岩鞍スキー場）
【初心者コース・初級者以上コース】
学年：小学1年生～中学3年生 ※学年は現学年（2023.3月時点の学年）

参加対象者 ※集団生活における荷物の準備やトイレ・入浴などが全て自分で行えること
※ナップ参加経験者は高校生も参加可能

申し込めるスキーレベル
【初心者コース】未経験者・初心者（ナップ級＝たまご級～ひよこ級）
【初級者以上コース】初級者～上級者（ナップ級＝あひる級～NAP1級）
※参加者の該当するスキーレベルについては次ページのスキーレベル表にてご確認ください

レッスン数 スキーレッスン数：4コマ（3/26午後・3/27午前・午後・3/28午前）

参加定員と最少催行人員 定員：35名（初心者コース：10名予定・初級者コース：25名予定） 最少催行人員：2コース合計22名

参加費 初心者コース・初級者以上コース共に
※学年で異なります 小学生＝57,000円（62,700円/税込み）1名

中学生以上＝61,200円（67,320円/税込み）1名

・上記料金に宿泊費、交通費、期間中リフト代金およびスキー指導費含む
※3/26午後および3/28午前のスキー指導者はナップのインストラクターが担当
3/27午前・午後のスキー指導者はSAJスキー学校が担当予定

レンタルなどオプション ①スキーセットレンタル（板、ブーツ、ストック） ②ウェア上下レンタル（小物付属なし）
レンタル費用：各5,830円(税込)/キャンプ期間（3日間））

宿泊先 〒378-0412 群馬県利根郡片品村越本552「民宿かねたや」 TEL.0278-58-2332

予定スキー場 かたしな高原スキー場（積雪が無い場合は全てホワイトワールド尾瀬岩鞍スキー場・他に変更）

宿泊形態と食事 宿泊（お布団で就寝）6食＝夜ｘ2・朝ｘ2・昼ｘ2 ※初日昼食はお弁当を持参してください

集合場所 登戸駅周辺（出発日7:10集合予定／解散日18:30解散予定）※確定時刻は集合案内でご確認ください

交通 貸切バス利用予定

予定プログラム ・スキーレッスン（3/26午後および3/28午前のスキー指導者はナップのインストラクターが担当、3/27午前・午後
のスキー指導者はSAJスキー学校が担当予定）
・ナップオリジナルスキー検定（希望者のみ）
・空いた時間や疲れたら雪遊びもできます

予定行程 1日目：集合/出発→貸切バス移動→現地着→持参弁当で昼食（兼オリエンテーション）→施設バスでスキ
ー場に移動→レンタルあわせ→スキーレッスン→施設バスで宿に移動→夕食(宿）→入浴→就寝
※初日午後の初心者レッスンは校長寺田が指導担当します

2日目：起床・朝食→施設バスでスキー場に移動→スキーレッスン→昼食（スキー場）→スキーレッスン→
施設バスで宿に移動→夕食→→入浴→就寝

3日目：起床・朝食→施設バスでスキー場に移動→希望者＝オリジナルスキー検定・それ以外＝リーダーと
自由滑走→昼食（スキー場）→施設バスで宿に移動→帰着準備→貸切バス移動→解散場所頂着/解散

お申込み〆切 3月16日(木) または 定員に達し次第



・適切なレッスンを受けて頂くためにも、各自のレベルにあったスキーレッスンが必要です。
・各コースごとに設定された「対象」をご確認頂き、無理のないスキー指導を受けて下さい。
・お子さんのスキーレベルがよくわからない場合は、一度お電話でご相談下さい。
※以下一覧表から現在のスキーレベルがどのクラスに該当するか判断してお申込み下さい

一般スキーレベル ナップ検定所持者向け スキーレベル詳細

－－－ 全くのはじめて、またはそれに近い状態
未経験者
初心者 たまご級 トライスキーがないと滑走できない、または転倒してしまう

リフトに単独で乗車・降車ができない

ひよこ級 初心者コースでトライスキー(滑走補助具）が無くても直滑降で滑って止まれる

あひる級 初心者コースでトライスキー無しでターンできるが連続してキレイには曲がれない
初級者

白鳥級 初級斜面をプルークボーゲンで転ばずにキレイに曲がれる

NAP5級 完全なパラレルではないが基礎技術（シュテムターン）を習得してスピーディーに滑れる
中級者

NAP4級 初級斜面でパラレルターンを習得

上級者 NAP3級以上 中級斜面以上でパラレルターン大回り・小回りを習得

※トライスキー：スキー滑走補助具
※プルークボーゲン：板をハの字にしたターン
※パラレルターン：常に板をそろえたターン



－運営要項－



下記表の「必要数」については標準的な数で記載しています。必要と思われる場合は各ご家庭にて増数してお持ち下さい。

持ち物 必要数 補足詳細

・Ｔシャツ類 宿泊数分 ・Ｔシャツは長袖を基本にご用意の上、半袖を追加して準備するとなお良いでしょう。
・ズボン類 （長袖Ｔシャツの上に半袖Ｔシャツを重ね着すると体温調整しやすくなります）
・下着（パンツなど） ・靴下はくるぶし以上の長さの普通厚の靴下、またはスキー・ハイキング用靴下
・靴下（スキー用兼）

※必ず化繊混紡または化繊100%のTシャツをご用意下さい
※綿100%の衣類は乾きにくいため、冬季キャンプでは体調不良の原因になることがあります
※くるぶし下までの短い靴下は靴擦れの原因になるので避けて下さい
※低学年の場合は宿泊日毎に袋に分けてご用意下さい
※稀にトイレに間に合わない児童はズボンや下着を多めに準備下さい

・部屋着（上下） 1組以上 ・ジャージ生地やスウェット生地などの動きやすいもの

・防寒着、防寒用小物 1着以上 ・フリースやダウンジャケットなどの中間着
・ネックウォーマー（12月～2月キャンプは必須・3月キャンプは適宜）、その他防寒小物

・スキータイツ、フリースズボンなど 1～2 ・気温が低い日にスキーウェアの下に着用します
※スウェットやジャージでも代用できますが、保温性の低い衣類はお避けください

・フェイスタオル 宿泊数分 ・首に掛けられる長さ、大きさのもの ※ハンドタオルは必要に応じてご用意下さい

・入浴用バスタオル 1枚以上 ・お風呂用バッグがあると着替えなどを持ち運ぶのに便利です（トートバッグなど）
※シャンプー、ボディーソープは備え付けがあります

・寝間着 １組以上 ・長袖、長ズボンでご用意下さい。※汚す心配がある場合は必ず予備を入れて下さい

・スキーヘルメット ヘルメット ・スキー用ヘルメットお持ちの場合は転倒時の怪我予防のためにぜひご持参下さい
推奨 ・ヘルメットが無い場合はニット・フリースの帽子などが防寒および安全のために必要です

・スキーグローブ 1組以上 ・低学年は予備のスキーグローブも用意すると良いでしょう
・インナー手袋 ・インナー手袋＝100均等で販売している化繊の薄手手袋で充分です

・スキーゴーグル 1 ・必ずスキーゴーグルをご用意下さい
※児童のサングラスは危険なため不可 ※水泳ゴーグルやスノーケルのゴーグルとは違います

・スキーウェア上下 1組 ※レンタルを希望する場合は事前のお申込が必要です

・スキーセット(板、靴、ストック) 1セット ※レンタルを希望する場合は事前のお申込が必要です

・リフト券ケース 1※ ・かたしな高原スキー場利用コース参加者は必要です（現地購入希望者＝300円持参）
※レンタルウェアには付属しません ※現地購入希望の場合は各自で現地で購入して下さい

※持参ウェアの場合でスキーウェアにリフト券入れがついていれば別途ケースは不要です

・洗顔・歯磨きセット、その他 １ ・歯磨き、洗顔に必要な物、日焼け止め、ポケットティッシュ、髪留めのゴム、クシ、リップク
リームなど

・ビニール袋（大＆中&小） 各1～3 ・汚れ物を入れたり、廃棄した各自のマスクを持ち帰るのに必要です（持ち帰り必須）

・常用薬 適宜 ・持参の場合は参加用健康チェック表に詳細をご記入の上、集合時にご説明下さい

・筆記用具 適宜 ・集合時に「キャンプのしおり」を配布します
・しおりに名前を書いたりキャンプ中に日記を書いたりできます

・保険証添付用資料 適宜 ・ご利用時は受付完了メールに記載の専用WEBサイトより用紙をダウンロードして下さい
※自己管理による紛失が不安な場合は持参せず、医療機関受診時に直接FAXして下さい

・ナップスキー検定受講証明書 必須 ・ナップのスキー検定受講経験者のみ ※最後に受けた証明書をお持ち下さい

・トランプやカードゲームなど 適宜 ・夜間プログラムがないのでみんなで遊ぶために持ってきても良いです
※但し紛失などは自己責任です ※電子ゲームは全面禁止です

・お菓子 適量 ・スキーレッスンの休憩時に食べる分のみ
※スナック菓子は持参しないでください ※バス車内および宿泊室内では飲食禁止です

【下記の持ち物はサブバッグなどに入れてお持ち下さい】※メインのバッグとは別にして下さい

・お弁当・水筒（ペットボトル不可） 右記参照 ・お弁当は初日昼食としてお持ち下さい（お弁当は必ず捨てられる容器でお持ち下さい）
・水筒には飲み物を入れてお持ち下さい（復路も飲料を入れて使用します）

【集合時に提出してもらう物】

・参加用健康チェック表 必須 ・受付完了メールに記載の専用WEBサイトより用紙をダウンロードしてご利用下さい
（または医療機関発行の検査証明書） ・集合時に担当リーダーに提出およびご説明下さい

【感染症予防対策】

・電子体温計（水銀計不可） 必須 ・朝と晩に体温を計測します（できるだけ検温時間の短いタイプ）

・不織布マスク 必須 ・1日3～4枚計算で、日数分を持参してください

・アルコールジェルや除菌シート 適宜 ・消毒用アルコールは各施設および団体でも準備しています

・マスクケース 適宜 ・食事の際に外して保管したい場合など適宜ご用意下さい



記載の持ち物は「キャンプを安全かつ快適に過ごす」ために必ずキャンプにご持参下さい。
持ち物についてお問合せが必要な場合は、余裕を持ってお早めにお願いいたします

全ての持ち物が一つのバッグに収まるようにして下さい。

【バッグの容量目安】 2泊のスキーキャンプでは約50～60L程度 2泊の夏の民宿泊キャンプでは40～50L程度
※学年（服サイズ）や種類・枚数、予定プログラムにより荷物の量は大きく変わります。

【バッグの種類】 リュック、ボストンバッグ
※ボストンバッグは肩がけできると便利です
※キャスターバッグは自分で階段など持って上がれる児童に限ります（スタッフ等は手伝えません）

【荷物を事前に送る場合】
※スキーシーズン中は降雪などにより宅配便の配送が遅れることがあります。余裕を持って発送して下さい。
下記の記載例を参考に記述の上、利用宿泊施設にキャンプ開始日の3日前までに到着するように発送して下さい。

記載例）「ナップこども自然学校キャンプ ○○月○○日～○○月○○日 参加者氏名」

※荷物をキャンプ後にも郵送する場合は必ず「往復宅配便」をご利用頂き、現地で伝票記入や送料の支払いが無いようにして下さい

民宿かねたや＝〒378-0413 群馬県利根郡片品村越本552 TEL.0278-58-2332

・当校スタッフはいかなる貴重品や現金の管理も一切承れません。
・紛失、破損などにつきましては全て自己責任となります。
・必要な現金以外の貴重品は可能な限りお持ちにならないようにご準備下さい。
・携帯電話につきましては解散時連絡用に持参してもかまいませんが、同じく当校スタッフは一切管理ができませんので各
自にて管理をお願いします。
・また現地からの電話、メールなどでの連絡、写真撮影のためには使用しないで下さい。

●本書掲載の持ち物表（全コース共通）をよく確認して、記載の準備物は全てご用意をお願いいたします。
●荷物は参加されるお子さんと一緒にご準備をお願いします。※持ち物の収納場所を把握しましょう
●なるべく全ての持ち物に記名をしましょう。※記名のない忘れ物は一定期間保管後に廃棄処分となります
●入れ忘れがないようにもう一度確認しましょう。
※必要な物を忘れた場合、特定プログラムに参加出来なくなります。

●参加者の荷物はすべて自己管理となっています。忘れ物、無くし物、入れ忘れがないように十分注意しましょう
●取り違いが発生した場合はナップこども自然学校まで「郵便」でお送りください（各社宅配便利用はお控えください）

【取り違い、遺失物の郵送について】当校事務局への発送＝当校宛てに郵便元払いで発送して下さい
当校事務局から発送＝参加者宛てに宅配便着払いで発送いたします

※忘れ物や取り違え品を返送する場合の送料は、全て各参加者様負担とさせて頂きますのであらかじめご了承下さい
※連絡のつかない忘れ物、無記名の忘れ物は1ヶ月間保管後に処分させていただきます

【送付先】NPO法人ナップこども自然学校〒216-0023 神奈川県川崎市宮前区けやき平1-27-401



【集合当日の服装】 季節・天候に合わせた普段着（活動着）でお越し下さい。
但し現地の気温や天候を事前にご確認の上で調整してください。

【靴について】 降雪、積雪の有無にかかわらずスノーブーツや長靴、防水の靴を履いて（または持参して）ご集合下さい

【キャンプ日中の基本的な服装】

・現地室内
長袖・長ズボンのジャージやスウェットなど気楽な服装で過ごします。
宿泊施設館内は基本的に暖房をしていますが、一部移動用通路や朝晩は非常に冷えることがあります。
フリースなどの羽織る物は必ずご用意下さい。（スキー用と兼用でかまいません）
入浴後にプログラムがある日は入浴後に下着のみ着替えて、部屋着を着用して活動します。

・スキーレッスン（雪遊び）

頭 部 雪遊び時＝ニット帽などとスキーゴーグル
スキーレッスン時＝スキーヘルメットまたはニット帽などとスキーゴーグル、寒い時や風の強い日はネックウォーマーも
マスク着用＝スキー中はスポーツマスクやウレタンマスクでも可、但し施設に入室する際は不織布マスクに変えること

両 手 冬シーズン＝必ずスキーグローブなどの手袋を着用。気温の低い日はインナーグローブ（薄手の手袋）も必要です
春シーズン＝気温の高い時間帯はインナーグローブだけでも滑走できる時もあります

上半身 冬シーズン＝長袖と半袖Tシャツを重ね着した上にフリースやダウンを着て、最後にスキーウェアを着用します
春シーズン＝長袖または半袖Ｔシャツの上にスキーウェアを着ます。気温や天候によってはウェアを脱いでフリースジャケッ

トだけで滑る時間帯もあります

下半身 冬シーズン＝下着の上にスキータイツや厚めのインナータイツ（フリースズボンや厚めのヒートテックなど）を履いてからス
キーウェアを着用します

春シーズン＝下着の上に直接スキーウェアを着用することが多いです。まれに冷える日や降雪がある時はインナータイツを着
用する必要があります

靴 雪遊び時はスノーブーツを着用します

注意 デニム生地や綿100%の衣類は着用・持参しないでください。雪や発汗で濡れた際に乾きにくく非常に寒くなります
Tシャツ類およびインナータイツ類は、必ず化繊混紡または化繊100%の衣類（スキー用や登山用）でご用意下さい

【スキーキャンプでの一日の服装の流れ（例）】

起床
↓

【新しいＴシャツと部屋着または下のみスキーウェアに着替え】
↓
朝食
↓

【スキーウェア着用、小物準備】
↓

スキー場に移動
↓

スキーレッスン→昼食→スキーレッスン→宿に帰着
↓

【スキーウェアから部屋着に着替え】
↓

プログラムまたは自由時間＆夕食
↓

【スキーウェアに着替え→ナイタースキー】
または

【部屋着のまま→室内プログラム】
↓
入浴
↓

【新しい下着＆寝間着着用】
↓
就寝

■宿泊施設概要（就寝は全て布団です）

民宿かねたや＝〒378-0413 群馬県利根郡片品村越本552 TEL.0278-58-2332
・お風呂は男女とも共同浴場です
・水洗トイレ＝洋式※一部のみウォシュレットがあります



【現地で発熱などを発症した場合】
発熱、体調不良、喘息発作などの疾病や、捻挫、骨折等の病院において治療が必要な外傷が発生した場合は保
護者の方に現地までお迎えに来て頂きます。

現地医師からも児童の健康を第一に考慮し新型コロナ対策も含めて、現地での治療や看病は最低限のみで早急
に「かかりつけ医」または「自宅付近の医療機関」にて受診するように指導されています。

保護者様におかれましても緊急対応の心づもりとご準備をお願いします。

【現地にて有料の診察・治療・検査等を行った場合】
診察・検査費用は全て参加者負担となります。
解散時またはお迎え時にご精算頂きますので、予めご理解ください。

【同居家族様の体調不良発生時について】
キャンプ期間中にご同居のご家族様が発熱症状を発症（または新型コロナ陽性判明）した場合、速やかに状況
をご連絡の上、参加児童の現地対応について協議させて頂きます。

現地での感染症拡大防止にご協力をお願い致します。

※当然ながら軽微な怪我や体調不良は現地にて対応します

■保険について

ナップこども自然学校運営の宿泊キャンプは旅行会社（ナップアウトドアスポーツ）加盟の傷害保険に加入しておりますが、不意の事故
や怪我などでのより高い傷害補償をご希望の方は別途国内旅行任意傷害保険に加入することをお勧めします。

自然の中で行われる体験活動には、偶発的、突発的な事故、怪我、体調不良などが起こりえます
●急激な天候の変化（突風、降雨、降雪、落雷、落石など）
●不規則な地形の変化やこけなどでの転倒など
●レクリエーション中の体の接触や打ち身、擦り傷など
●その他による転倒・接触などによる身体的外傷（ねんざ・擦過傷・打ち身・骨折など）
●その他プログラム、自然の環境下で起こりえる偶発的、突発的な事故、怪我、疾病、体調不良など

【重要】
最も効果の高いリスクマネジメントは一人一人の心構えです！
保護者様からこども達に危険について十分注意するよう促しておいてください。

またキャンプ同行リーダーおよび現場責任者の指示に従い、こども達自身からも怪我や体調不良、その他困ったことがあればすぐに
当校スタッフに申し出るようにして下さい。

病院での手当が必要な症状を発症する可能性のある食物アレルギーがある場合はキャンプにご参加頂けません。
（代替食の提供、成分表のチェック、コンタミ対応などには一切お応え出来ません）

また当校スタッフによる何らかの処置で対応ができる程度の症状を発する、軽度の食物アレルギーをお持ちの方
は、以上の内容を十分ご理解とご注意いただき、かかりつけ医とご相談の上で必ず抗アレルギー剤や抗ヒスタミ
ン剤などの対処医薬品などを準備してご参加ください。



※記載人数は目安です（より少人数で編成する場合もあります）

・1室利用人数は1名につき2畳計算で利用します。（例：6畳間の部屋＝3名で宿泊）※きょうだい、希望する友達同士を除く

【児童引率および生活指導について】

性別：男女別です
編成：同学年またはなるべく近い年齢で編成しますが、参加人数によってはこの限りではありません
担当：１グループにつき最低1名以上のグループリーダーが担当します
人数：小学生以上1グループ／７～9名前後
※女子グループを男子リーダーが担当することはありません
※女子児童の生活指導において、女子児童が就寝する部屋に男子リーダーが単独で立ち入ることはありません

※同部屋をご希望する場合は必ず「申告フォーム」で申告して下さい。可能な範囲内で善処します。
※但し編成の都合上ご希望に添えない場合もありますのであらかじめご了承下さい。

【スキーグループ】
性別：男女混合
編成：同じスキーレベルのこども達でグループを組んで練習をします。

※同じレベルのグループが複数ある場合は近い年齢でクラス分けします
担当：初心者グループ＝1グループに対して1～2名で担当

初級者以上グループ＝1グループにつき1名で担当
人数：初心者グループ＝5名目安／1グループ

初級者以上グループ＝7～9名目安／1グループ

全てのキャンプでキャンプリーダーと呼ばれる指導員が共に活動します。
当校の指導ポリシーである「共学と共育」に基づき、まずは大人の目線で「指導」する事よりも、こども達の目線で「一緒に考えて」
活動し、共感を得られるアドバイスやサポートを大事にしています。

【同行スタッフ数】
キャンプディレクター：1名
サ ポー トス タ ッフ：１～2名 ※児童総数により変動

※キャンプディレクター（現地運営責任者）は山岳技術や救急法、運動生理学に精通したものが担当します

ナップこども自然学校のブログ「ナップろぐ」でキャンプの様子を確認できます

ナップろぐQRコード

■ブログの更新と写真撮影について

・こども達の安全と充実した現場活動を優先していることから、ブログ更新が滞る事もありますのでご了承下さい。
・ブログへの写真掲載はキャンプ全体の雰囲気をお伝えする程度の内容になる事をご了承下さい。
・一部スキー場や活動現場は電波状況が悪いため、全くブログの更新ができません。
・夜に一括して更新する場合もありますので予めご了承ください。

・また閲覧用の写真撮影は運営に余裕のある場合のみ撮影する方針です。
・場合によっては閲覧用写真が全く撮影できない可能性もあります。
・あくまで現場の安全管理を第一優先にいたしますでご理解いただきますようお願いいたします。

※閲覧用に写真が撮影できた際は、写真閲覧サイトを作成してパスワード付の閲覧サイトリンクを終了後にお知らせします。
※お申込み時に登録されたメールアドレスにお知らせいたします。

保護者の皆様にもこども達の様子が分かるように、ナップこども自然学校のブログ「ナップ
ろぐ」に現地の写真を掲載します。

現地活動報告以外にも復路交通情報や解散場所到着時間の目安なども掲載します。

左記QRコード
またはhttps://www.npo-napkids.org/naplog/でこども達の活躍をご覧ください！



キャンプ現場では以下の方法でこども達の健康管理、安全管理に努めています

【参加用健康チェック表での管理】
保護者様は集合当日に「参加用健康チェック表」の提出をお願いします。
各項目詳細事項をご記入の上、集合当日に担当グループリーダーに内容の説明をお願いいたします。
服薬についてリーダーによる声がけが必要な場合などは「薬品名、用法、用量」などのご説明をお願いします。
キャンプ現地で健康情報基礎データとして利用しています。

【スタッフ用健康管理（チェック）表での管理】
集合当日にご提出頂く「参加用健康チェック表」と、現地での健康状態をスタッフ用健康チェック表（けが、疾病、食欲、睡眠、排便、
ホームシック、いじめ、けんか、などの詳細項目）を用いてこども達の心身の健康状態を把握出来るようにしています。

【投薬確認チェック表】
キャンプ中にお薬を飲んだり塗ったりする必要がある場合は、参加用健康チェック表にその旨記載して下さい。
現地で「投薬確認チェック表」を用いて、こども達に服薬・投薬が行われたかを専任スタッフが確認します。
夜間のミーティングでも情報共有しています。

【夜間スタッフミーティング】
健康・安全管理ミーティングを毎晩実施し、その日のこども達の状態を一人一人確認しています。
またこども達同士のコミュニケーションの具合や、ホームシックの有無など、個々の状態をミーティングで情報共有して担当リーダー
以外のスタッフも気を配れるようにしています。

【解散時の説明】
「保護者様宛連絡シート」に要連絡事項（怪我、体調不良、紛失物、コミュニケーショントラブル、ホームシックなど）の有無（ある
場合は詳細）を記載して担当グループリーダーからお渡ししています。
解散時に可能な限り口頭でもご説明しています。

当校のキャンプはこども達の安全のために日頃から万全を尽くしています

【安全管理トレーニングと管理マニュアル】
管理マニュアルに沿ったリスクマネジメントを行い、こども達が楽しく安心してキャンプ活動ができるように細心の注意を払いながら
プログラムを運営しています。

【キャンプ安全チェックシート】
プログラム中の注意事項などをチェックシートで確認しながら、こども達と一緒に安全意識を持てるようにしています。
具体的に行動、服装、天候、危険生物、環境要因などの注意点を説明し、こども達自身で危険から身を遠ざけることができるように努
めています。

【傷病者発生時の対応】
危機（事故、疾病）対応マニュアルをスタッフ全員が携行し、速やかな組織的対策が出来るようにしています。
もしキャンプ中に医療機関での治療が必要な傷病が発生した場合は、現地管理者より保護者緊急連絡先へ第一報をするとともに、速や
かに医療機関へ搬送するようにしています。
医療機関での治療が必要か判断が微妙な傷病に関しては、現地より保護者に連絡の上、対応を相談するようにしています。

【解散時の説明】
上述の「保護者様宛連絡シート」の他に、看病および医療機関での受診が必要な傷病が発生した場合は、別途「傷病者カルテ」に記載
し、それぞれの状態を保護者にお伝えできるようにしています。



宿 泊 キ ャ ン プ 条 件 書 （ 国 内 旅 行 条 件 書 ）

この書面は旅行業法第12条の4による、取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同第12条の5による契約書面の一部となります。
この宿泊キャンプは、ナップアウトドアスポーツ株式会社（以下「当社」と言います）が企画・募集し実施する宿泊キャンプ（企画旅行）です。このキャンプに参加される参加者様と当社との企画旅
行契約（宿泊キャンプお申込み契約）は各コースごとに記載されている条件及び下記の旅行条件と当社使用の標準旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

1．宿泊キャンプのお申し込み及び契約の成立時期
(1)所定の宿泊キャンプ申し込み書に必要事項を記入のうえ指定期日までに参加費を当社指定口座までご入金下さい。尚、参加費は「取消料」「違約料」の一部に充当いたします。
(2)基準日以降のお申し込みの場合は、申し込み時又は当社の指定する期日までにお支払いいただきます。
(3)お申し込みの際に参加者全員のお名前・年齢・住所・電話番号、および保護者氏名が必要です。
(4)電話・郵便・ファクシミリ・その他の通信手段による予約は、翌日から起算して７日以内にお申込手続きをお願いいたします。この場合当社が契約の締結を承諾しお申込金をいただいたときに
申し込み契約が成立したものといたします。（通信契約を除く）

(5)キャンプ説明書に、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(キャンプ参加案内)(以下「キャンプ参加案内」という)を旅
行開始日の前日までにお渡しします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのばって7日前に当る日以降に申し込み契約のお申込みがなされた場合は、旅行開始日当日にキャンプ参加案内を
お渡しする場合があります。なお、参加者様から手配状況の確認を希望されるお問い合わせがあった時は、キャンプ参加案内の交付前であつても、当社は迅速かつ適切にお答えいたします。

2．申込条件
(1)20才未満の方は親権者の同意書が必要です。旅行内容設定によって15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただくことがあります。
(2)参加者様のご都合による無連絡の別行動は原則としてできません。
(3)キャンプ申し込みに当たり、年令、資格、技能その他の条件が合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。対象者など設定条件はキャンプ説明書またはキャンプパンフレット等を
ご確認ください。

(4)参加者様がキャンプ中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になつたと当社および運営団体が判断する場合は、宿泊キャンプの円滑な実施をはかるため必要
な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用は参加者様のご負担になります。

(5)参加者様が他の参加者様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社及び運営団体が判断する場含は、ご参加をお断りする場合があります。
(6)その他当社及び運営団体の業務上の都合により、お申込みをお断りする場合があります。

3．通信契約による旅行条件
当社は、当社らが提携するクレジットカード会社（以下、「提携会社」）のカード会員（以下、「会員」）より、「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを条件に「電話、
ファクシミリ、E-mail、その他の通信手段による旅行のお申込み」を受けることがあります。（以下、「通信契約」）
通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
（尚､当該取り扱いができない場合や取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります）。
Ａ通信契約による旅行契約(キャンプ申込受付)は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社らがE-mail等の電子承諾
通知による方法で通知する場合は、その通知が参加者様に到着した時に成立するものとします。

Ｂ通信契約のお申込みに際し、「カード名・会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。
Ｃ｢カード利用日｣とは会員及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
Ｄ与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第11項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する
期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

Ｅ通信契約を締結した参加者様に払い戻すべき金額が生じたときは、当社らは提携会社のカード会員規約に従って払戻しいたします。

4．旅行代金の適用
(1)特に注釈のない場合、宿泊キャンプ開始日を基準として中学生以上をおとな参加費、小学生以下はこども参加費となります。
(2)宿泊キャンプ参加費はコースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認ください。

5．宿泊キャンプ参加費に含まれるもの
(1)宿泊キャンプ日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事料金、取扱料金、サービス料及び消費税等諸税、リーダースタッフ経費、団体行動に必要な諸費用を含みます。
(2)その他パンフレットにおいて、宿泊キャンプ参加費に含まれる旨の表示をしたもの。
(3)本項(1)(2)の諸費用は参加者様の都合によリー部利用されなくても払戻しはいたしません。

6．宿泊キャンプ参加費に含まれないもの
前第5項の他は宿泊キャンプ参加費に含まれません。その一部を例示します。
○超過手荷物料金（規定の重量、容量、個数を超える分について）
○クリーニング代、電報電話料金、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料。
○別途料金設定のあるご希望者のみ参加されるオプショナルプログラム、体験等の料金。
○運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)
○ご自宅から集合場所まで、及び解散場所からの交通費・宿泊費。

7．宿泊キャンプ日程・宿泊キャンプ参加費の変更
(1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送機関のスケジュール、交通事情、気象条件その他やむをえない事由により宿泊キャンプ日程を変更する場合があります。又、定められた日程が変更されそ
の結果、変更後の参加費が当初参加費を超えた場合はその差額をお支払いいただきます。なお、参加者様のお申し出により宿泊キャンプ内容を変更する場合は別途所要費用をいただきます。

(2)運輸機関について適用を受ける運賃・料金が、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増額又は減額される場合においては、宿泊キャンプ参加費を変更する場合が
あります。

8．参加者様の交替
参加者様は万一の場合、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合当社所定の用紙に所定事項を記入のうえ手数料（お1人様につき10,000円）とともに当社に
提出していただきます。
宿泊キャンプ契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以降、契約上の地位を譲り受けた方は、参加者様の当該宿泊キャンプ契約に関する一切の権利及び義務を継承
するものとします。なお当社は、利用運送機関、宿泊機関等が参加者の交代に応じない等の理由により交替をお断りする場合があります。

9．参加者様による申し込み契約の解除・払戻し
(1)参加者様はいつでも、第11項に定める取消手数料を当社に支払つてキャンプ申し込み契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申出は、営業時間内のみお受けいたします。

(2)参加者様は、次に掲げる場合においては、宿泊キャンプ開始前に取消料を支払うことなくキャンプ申し込み契約を解除することができます。
Ａ当社によって契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第17項(1)に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
Ｂ第7項(1)及び同項(2)に基づいて宿泊キャンプ参加費が増額されたとき。
Ｃ天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、宿泊キャンプの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる
おそれが極めて大きいとき。

Ｄ当社が、参加者様に対し第1項(5)で定めた期日までに、キャンプ参加案内をお渡ししなかったとき。
Ｅ当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した宿泊キャンプ日程に従った宿泊キャンプの実施が不可能になったとき。

(3)当社は、本項(1)によりキャンプ申し込み契約が解除されたときは、既に収受している宿泊キャンプ参加費(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料を申込金
がまかなえないときは、その差額を申受けます。また本項(2)により申し込み契約が解除されたときは、既に収受している宿泊キャンプ参加費(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して
7日以内に払い戻しいたします。

10．旅行契約（キャンプ参加申し込み）の解除
当社は次に掲げる場合において、キャンプ開始前に申し込み契約を解除することがあります。
(1)当社が指定する期日までにキャンプ参加費が支払われないときは、当社は当該期日の翌日において参加者様が申し込み契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)参加者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、その他参加条件を満たしていないことが判明したとき。
(3)参加者が病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、当該キャンプにたえられないと認められるとき。
(4)参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動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)天災地変、戦乱、運送機関等における旅行サービス提供の中止、国内外の官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の
安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき

11．取消料・違約料
(1)申し込み成立後、参加者様のご都合でキャンプ参加を取消される場合には宿泊キャンプ参加費に対してお1人様につき次に定める取消料をいただきます。

宿泊キャンプ開始日の前日から起算

21日目以前 20日～8日前 7日～2日前 前日 当日 無連絡不参加及び出発後
無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

(2)当社が指定する期日までに宿泊キャンプ参加費が支払われないときは、当社は当該期日の翌日において参加者様が申し込み契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をお支払いいただき
ます。

(3)取消日とは、当社の営業日における営業時間内に取消・変更する旨のお申し出をいただいた日とします。



(4)お申込みいただきました参加者様が、募集型企画旅行契約の第16条2項に該当するときは旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
(5)参加者様のご都合によるご出発日やご旅行期間の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、全体に対するお取消とみなし、取消料の対象となります。

12．宿泊キャンプ開始後の解除・払戻し
(1)参加者様の解除・払戻し
Ａ参加者様のご都合により途中で離団された場合は、参加者様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
Ｂ参加者様の責に帰さない事由により最終旅行日程に従つた旅行サービスの提供を受けられない場合は、参加者様は当該不可能になつた旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することがで
きます。

Ｃ本項(1)Ｂの場合において、当社は、宿泊キャンプ参加費のうち旅行サービスの当該受領することができなくなつた部分に係る金額を参加者様に払い戻します。ただし、本項(1)Ｂの場合が当
社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を
差し引いたものを参加者様に払い戻します。

(2)当社の解除・払戻し
Ａ当社はつぎに掲げる場合においてはキャンプ申し込み契約を解除することがあります。
①参加者様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、宿泊キャンプの継続にたえられないと当社が認めるとき。
②参加者様が宿泊キャンプを安全かつ円滑に実施するための添乗員、リーダースタッフ等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の参加者様に対する暴行又は脅迫
等により団体行動の規律を乱し、当該宿泊キャンプの安全かつ円滑な実施を妨げるとき

③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、その他当社の関与じ得ない事由が生じた場合であって、宿泊キャンプの継続が不可能となったとき。
Ｂ本項(2)Ａにより申し込み契約の解除が行われたときであつても、参加者様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されているものとします。当社は、宿泊キャンプ参加
費のうち、参加者様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の金額から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による
費用を差し引いて、契約書面に記載した宿泊キャンプ終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。

Ｃ本項(2)Ａ ①、③により、当社が申し込み契約を解除したときは、参加者様の求めに応じて参加者様のご負担で出発地に戻るために必要な延泊・食事・交通等の手配をいたします。
Ｄ当社が本項(2)のＡの規定に基づいて申し込み契約を解除したときは、当社と参加者様との間の契約関係は、将来に向かつてのみ消滅します。すなわち参加者様が既に提供を受けた旅行サー
ビスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

13．リーダースタッフおよび添乗員等
(1)当社が運営するキャンプ事業には記載の有無に関係なく全コースの全行程においてスタッフやリーダーが同行いたします。キャンプ運営を円滑かつ安全に実施するための業務をいたします。
(2)『添乗員同行』表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行なうサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。
宿泊キャンプ中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従つて頂きます。添乗員とは、旅程管理主任者の資格を持つているものを指します。

(3)本項(1)(2)の業務を行なうものは、都合により途中交替することがあります。
(4)添乗員・スタッフの業務は原則として8時から20時までとします。尚、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですのでご理解をお願いします。

14．宿泊キャンプ催行の中止
最少催行人員に満たないときは宿泊キャンプの実施を取りやめることがあります。この場合は宿泊キャンプ開始の前日から起算して10日前までにご連絡をします。当社がお預かりしている宿泊
キャンプ費用は全額お返しし、この申し込み契約を解除いたします。

15．当社の責任
(1)当社はキャンプ申し込み契約の履行にあたって、当社が故意又は過失により参加者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。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に
当社に対し通知があった場合に限ります。

(2)参加者様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、本項(1)の責任を負うものではありません。
Ａ天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる宿泊キャンプ日程の変更もしくは宿泊キャンプの中止
Ｂ運送・宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらのために生ずる宿泊キャンプ日程の変更もしくは宿泊キャンプの中止、および損害
Ｃ官公署の命令又は伝染病による隔離
Ｄ自由行動中の事故
Ｅ食中毒等、食品による事故
Ｆ盗難
Ｇ運送機関の遅延、不通又はこれらによつて生ずる宿泊キャンプ日程の変更、経路の変更、もしくは目的地滞在時間の短縮

(3)お荷物の損害については損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、おひとり15万円を限度として賠償いたします。

16．参加者様の責任
(1)参加者様の故意又は過失により、当社が損害を受けた場合は、参加者様に損害の賠償をしていただきます。
(2)参加者様は、キャンプ申し込み契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、参加者様の権利義務、およびその他のキャンプ申し込み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)参加者様は、宿泊キャンプ開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、宿泊キャンプ地
において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申出なければなりません。

(4)当社は、宿泊キャンプ中の参加者様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措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、当該措置に要した費用は参加者様の負担とし、参加者様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。

(5)リフト券、搭乗券、乗船券、乗車券などの紛失の場合、当該券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金は参加者様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額としま
す。

17．旅程保証
宿泊キャンプ日程に下記に掲げる重要な変更が行われた場合、旅行業約款（募集型企画旅行契約）の規定により、その変更の内容に応じて宿泊キャンプ参加費の1％～5％に相当する額の変更補
償金を支払います。但し、一旅行契約に支払われる変更補償金の額は、宿泊キャンプ参加費の15％を限度とします。又、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
償金を支払いません。

変更保証金

一件あたりの率（％）
変更補償金の支払いが必要となる変更

旅行開始前 旅行開始後

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 1.0 2.0
含みます。）その他の旅行の目的地の変更

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 1.0 2.0
のへの変更（変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に
記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。）

４．契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0

５．契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地 1.0 2.0
たる空港の異なる便への変更

６．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

７．契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の 1.0 2.0
客室の条件の変更

８．前各号に掲げる変更のうち契約書面のキャンプ・タイトル中に記 2.5 5.0
載があった事項の変更

但し、下記の場合においては原則としてその責任は負いません。
1.天災地変
2.戦乱
3.暴動
4.官公署の命令
5.運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
6.当初の運行計画によらない運送サービス提供
7.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
当社は、参加者様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって補償を行う事があります。

18．特別補償
当社は当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約の特別補償規定で定めるところにより参加者様が募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来事故によってその生命、身体、又
は手荷物の上に被った損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いします。
但し、下記の各号に掲げる事由によって生じた傷害及び損害に対しては、補償金等を支払いません。
Ａ参加者様の故意に法令に反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。
Ｂ宿泊キャンプ日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスを一切受けない日に生じた傷害又は損害。



Ｃスカイダイビング・ハンググライダー等、超軽量動力機搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当
該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

Ｄ単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害。
Ｅ補償対象品の置き忘れ又は紛失。
Ｆ当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに
準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。

19．約款、規則の適用
前記以外の事項については当社の旅行業約款を適用し、航空機、列車、バス等運送機関、旅館、ホテルなどの宿泊施設、その他の旅行サービスを提供する機関及び施設等を利用する際にそれぞれ
の定める標準旅行業約款、規則が適用されます。

20．国内旅行保険への加入について
宿泊キャンプ中、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のが実情です。これらの治療
費、移送費、または死亡・後遺障害等を担保するため、参加者様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。

21．事故等のお申出について
宿泊キャンプ中に事故などが生じた場合は、直ちにキャンプ参加案内でお知らせする連絡先にご通知ください。(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。)
当社は、宿泊キャンプ中の参加者様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由よ
るものではないときは、当該措置に要した費用は参加者様負担とさせていただきます。

22．個人情報の取扱いについて
(1)当社及び当社キャンプの受託旅行業者は、宿泊キャンプお申込みの際に提出された申込者に記載された個人情報について、参加者様との間の連絡のために利用させていただくほか、参加者様
がお申込みいただいた宿泊キャンプにおいて運送・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、当社では以下の場合に参加者様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(ａ)当社のキャンプ案内
(ｂ)宿泊キャンプ参加後のご意見やご感想アンケートの提供のお願い
(ｃ)特典サービスの提供
(ｄ)統計資料の作成

(2)当社は、当社が保有する参加者様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどの参加者様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社および当
社事業の運営団体である特定非営利活動法人ナップこども自然学校と共同して利用させていただくことがあります。それぞれのキャンプ案内、イベント等のご案内にこれを利用させていただ
くことがあります。

23．欠航
台風や海上不良に起因する船舶の欠航が発生した場合、キャンプ実施に向けた新たな船舶の予約を行い、すでに納められた参加費より新たな乗船代金を支払います。欠航に伴うキャンプの運営期
間に変更が生じた場合、従来の費用との差額が発生した場合はその差額を返金または徴収いたします。
往路における欠航が生じた場合＝欠航翌日の船舶が運航する場合は新たに乗船券の手配を行い、出発日のみ後ろ倒しし帰着日は変更せずに運営いたします。出発日後ろ倒しにより納められた参加
費と、これからかかる新たな費用およびすでに使用された費用の合計との間に差額が発生した場合はその費用を精算し返金または徴収いたします。
復路における欠航が生じた場合＝復路便が欠航し帰着日を前倒しした場合は、納められた参加費からすでに使用された費用および新たに帰着のためにかかる経費を差し引き、差額が生じた場合は
その費用を精算し返金又は徴収いたします。復路便欠航にともない延泊の必要がある場合には新たにかかる宿泊費、食事代、通信費、および上級席への変更差額代金などは全て参加者様の負担と
なり後日徴収いたします。
出発前の欠航によりキャンプ予定期間中での実施が困難となった場合、キャンプを中止し参加費の返金を致します。その際の返金額は当社規定の返金手数料および事務手数料が必要となります。

24．積雪が充分でない時のスキーキャンプ実施について
(1)積雪不足によるキャンプの催行中止の決定は原則として出発日の2日前までに行いますが、スキー場が一部滑走可能な場合は原則としてキャンプは催行致します。スキー場の滑走可能条件は、
運行リフト1本以上、滑走可能コース1コース以上です。 但し、当社判断でゲレンデ状況による安全上の理由によりキャンプを中止させていただく場合がございます。

(2)目的ゲレンデまたはスキー場が滑走不可能な場合、他のスキー場へ送迎する条件付きでキャンプを実施する場合もあります。
(3)積雪不足によりキャンプが中止になった場合は、お預かりしている宿泊キャンプ参加費全額をご返金させていただくか、別のキャンプコースまたは、出発日をご案内致します。コースまたは、
日程を変更した場合は、変更後のコースの料金、条件が適用され、当初お申込みのコースに付帯するプログラムが受けられない場合でも返金の対象とはならず、お申込み時の条件と変わるこ
とがあります。

(4)宿泊キャンプ参加費のご返金の際、銀行振込や現金書留の郵送でのご返金を希望される場合の振込手数料・郵送料は参加者様負担となりますので、予めご了承願います。尚、カード決済にて
お支払いの場合は各クレジット会社の取り決めに準じます。

(5)特に記載のない限り、リフト券は日中券となりナイターは含まれておりません。また、キャンプ運営中の諸事情によりナイターへ変更してスキーレッスンを実施する場合もあります。
(6)積雪や天候状況等により急遽営業時間の短縮、リフトの一部運休または全休、ナイター営業を中止する場合がありますが、それに伴うリフト代金の返金はありません。リフト代金分は代替プ
ログラムの実施によって精算させて頂きます。

25．募集型企画旅行（宿泊キャンプ）の約款について
この旅行条件書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。
※申し込み契約の内容について不明な点がございましたら、旅行業務取扱管理者にお問い合わせください。

作成基準日：平成28年3月20日

キャンプ企画実施（旅行企画実施）
神奈川県知事登録旅行業第2-1062号
ナップアウトドアスポーツ株式会社

〒216-0023
神奈川県川崎市宮前区けやき平1-27-401

国内旅行業務取扱管理者：寺田憲生
全国旅行業組合（ANTA）正会員

TEL．044-888-8508

ご質問などがございましたらお気軽に下記までご連絡下さい

■キャンプ運営についてのお問合せ先

特定非営利活動法人 ナップこども自然学校事務局

お問合せ用Mail：info@npo-napkids.org
URL：https://www.npo-napkids.org

■お申込み・入金／返金などについてのお問合せ先

ナップアウトドアスポーツ株式会社

お問合せ用Mail：info@nap-outdoors.co.jp


