
GO to the Another story

令和4年度辺士名高校修学旅行

2023年2月14日～2月17日



今回の
旅プラン

横浜中華街

食べ歩き!

初日宿泊、2日目宿泊

蓼科パークホテル

ディズニーリゾート

やっぱ、ディズニーっ
しょ!

スキー実習

インストラクター付き

スカイツリー

お天気に恵まれますよう
に!!!

スキー後の温泉

蓼科パークホテルは温泉
付きです。

浅草

浅草のおみくじは凶が多
い!?

沖縄では体験できないウインタースポーツと、17歳の時期に
見る、感じる東京！
団体行動もございますが、フリープランな時間もありのバラ
ンスの良い4日間となっております。

貸切バスでの移動

バスでの⾧い移動もガイ
ド付き、音楽も聴けます



担当者：

37 名・その他 0 名

4 名・合計 41 名

¥45,720 ¥45,720 ¥10,070 ¥1,720

種別 基本運賃 生徒 引率 生徒 引率

航空運賃 那覇空港 羽田空港 団体航空券 ¥14,910 ¥14,910 ¥1,320 ¥1,320

航空運賃 羽田空港 那覇空港 団体航空券 ¥14,910 ¥14,910 ¥400 ¥400

貸切バス ¥4,500 ¥4,500 ¥2,850 ¥0

信州・都内バス ¥9,600 ¥9,600 ¥3,000 ¥0

バスガイド ¥1,800 ¥1,800 ¥2,500 ¥0

¥25,300 ¥30,800 ¥0 ¥0

宿泊地 条件 生徒 引率 ¥0 ¥0

長野県 1泊2食 ¥8,250 ¥8,250 ¥0 ¥0

長野県 1泊2食 ¥8,250 ¥8,250 生徒 引率

千葉県 1泊朝食 ¥8,800 ¥14,300

¥800 ¥800 ¥3,314 ¥3,314

地名 メニュー 生徒 引率 ¥1,100 ¥1,100

長野県 セットメニュー ¥800 ¥800 ¥-4 ¥0

¥0 ¥0 生徒 引率

¥0 ¥0

¥0 ¥0

¥2,200 ¥0 ご案内

地名 生徒 引率

長野県 ¥1,100 ¥0

東京都内 ¥1,100 ¥0

白樺湖2in1スキー場リフト券

東京スカイツリー ④上記、企画料金は、旅行業法でによりその収受が認められております。

⑤上記代金には、課税対象額に対する消費税相当額が含まれます。

Ⓒ食事代 Ⓖ旅行保険＋航空機欠航＋コロナ関連保険

¥84,090

②上記の代金は、企画旅行契約に基づく当社の販売価格です。

スキー場レストラン Ⅰ調整▲

Ｊ旅行代金合計

Ⓕ+Ⓖ＋Ｈ－Ⅰ
¥88,500 ¥83,454

Ⓓ拝観入場料

施設名 ①催行人員(生徒)３５名～39名で算出しております。人数が変わる場合料金変動がございます。

4日間　 添乗員同行費用

¥79,040
Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ+Ⓓ+Ⓔ

有料道路

施設名 Ｈ企画料金

蓼科パークホテル

蓼科パークホテル

東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
Ⓕ旅行費用合計

Ⓑ宿泊費

宿泊施設名

本部高校⇒那覇空港往復　大型バス1台 スキーインストラクター4名（予定）

4日間大型バス1台 スキー用具フルセットレンタル（1日）

引率 令和5年1月19日

Ⓐ交通費 Ⓔ諸経費

区間 項目

駐車料金

様
金城有斗

ご旅行内訳書

団体名 沖縄県立本部高等学校・辺士名高等学校
〒905-0011　沖縄県名護市宮里453-6
TEL0980-53-7500　FAX0980-53-7508

旅行先 旅行期間 生徒 内訳書提出日

関東・信州 令和5年2月14日 令和5年2月17日



時間 時間 時間 時間

5:30 6:30 6:30 6:30

6:30 7:20 7:15 7:20

7:00 9:00

8:30 8:30 8:30 10:00

10:15 9:00

12:30

12:25

13:00 13:15

13:30 14:00

15:00 15:55

18:30 15:30

16:00 18:50

19:00 21:00 19:20

20:00 18:30 21:30

21:00 21:00 22:30

朝食 朝食 朝食 朝食
昼食 昼食 昼食 昼食
夕食 夕食 夕食 夕食

メール

スキー場にて昼食 浅草にて各自

点呼、確認

ホテルにて朝食
東京都内にて各自

点呼、確認 辺士名高校着

ホテルにて朝食

羽田空港着　搭乗手続き東京都内自由行動

那覇空港着　荷物受け取り

長
野
県

 〒905-0011　沖縄県名護市宮里４５３－６

TEL0980-53-7500/FAX0980-53-7508

金城有斗　080-1720-9033

y-kinjo@nagotc.com

東京都内にて各自ﾎﾃﾙにて夕食 ホテルにて夕食

ホテルにて朝食
横浜中華街にて各自

那覇空港発⇒貸切バスにて

夕食

羽田空港発

ホテル着 スキー場発⇒貸切バスにて JAL921便

昼食：各自

夕食：各自

入浴（大浴場利用） 本部高校（経由）

ホテル集合

点呼、確認

ホテルにて夕食 入浴

浅草⇒羽田空港へ

ホテル着（荷物預けのみ）

東京ディズニーランド

or

JAL902便

9:30～11:30 スカイツリー⇒浅草間はバス移動

スキースクール午前部

羽田空港着

浅草（昼食各自１２：００～）

昼食：スキー場レストラン羽田空港発⇒貸切バスにて

那覇空港発 スカイツリー（展望入場は１０：３０）

ホテル発⇒都内へ

名護市役所前（予定）生徒ピックアップ

白樺湖２in１スキー場着

令和４年度　沖縄県立本部高等学校・辺士名高等学校　修学旅行

1日目【令和5年2月14日】火曜日 ２日目【令和5年2月15日】水曜日 ３日目【令和5年2月16日】木曜日 ４日目【令和5年2月17日】金曜日

行　　　程

辺士名高校発⇒貸切バスにて本部高へ 起床 起床起床

行　　　程 行　　　程 行　　　程

〒391-0394　長野県茅野市北山5522
TEL0266-67-2600

千
葉
県
舞
浜

東京ベイ舞浜ホテル
ファストリゾート

〒279-0031
千葉県浦安市舞浜1番地6号

TEL047-355-1111
TEL047-350-0121（予約直通）

本部高校発⇒貸切バスにて（名護経由） 朝食 朝食 朝食

蓼科パークホテル

横浜中華街にて各自昼食 スキースクール午後の部

スキーウェア受け取り ホテル着

横浜発⇒バスにて 13:00～15:00

途中休憩2回～3回予定

ホテル発⇒貸切バスにて

那覇空港着　搭乗手続き ホテル発⇒貸切バスにて 東京スカイツリー着



A「学校旅行キャンセル費用補償制度」 

 
① 補償の対象となる事由 
■入院（ご旅行開始日の 7日前～ご旅行終了翌日までに旅行者本人または 2親等内の親族が入
院した場合）⇐9月２６日よりコロナ自宅療養（みなし入院）は含みません。ご注意ください。 
■通院（ご旅行開始日の 2日前～ご旅行開始日の翌日までに旅行者本人または 2親等内の親族
が通院した場合）⇐通院の理由が新型コロナも含む 
■災害避難指示が発せられた場合 

 
②補償とならない場合 
■旅行開始後のキャンセルや無連絡不参加の場合 
■新型コロナウイルスに関連する全都道府県に対する日本国政府の緊急事態宣言の発令、もし

くは新型コロナウイルス感染による隔離が発せられたことが原因によるキャンセルは保険金

お支払対象にはなりません。 

 
③お支払いする保険金 
■旅行契約約款に基づき、学校が弊社へ支払う取消料の合計。 
■かかったキャンセル料の 100％を補償します。 

 
 

B「コロナ診断見舞金」 

① お見舞金給付の事由とお支払いする見舞金 
旅行中または終了後 5日以内に新型コロナ陽性と診断された場合、感染者本人に対して 2万円
が支払われます。但し、1旅行 100万円限度となります。※感染者が 51名以上となる場合に
は人数に応じて一人当たりの見舞金が減額されます。 

 
 
学校旅行キャンセル費用補償は個人のキャンセルも、学校全体のキャンセル（旅行の中止や延期） 
も対象です。 
キャンセル料１００％の補償というのは、修学旅行にしかない補償です。かなり優しい補償内容

となっております。 

 
（保険に関しての変更点） 

※第 1 回目の説明会でご案内しました保険内容から改定がございます。以下変更になっております。 

〈キャンセル費用補償〉 

入院：コロナ自宅療養も含む⇒コロナ自宅療養は含まない 

〈コロナ診断見舞金〉 

見舞金：旅行中または旅行終了後 14 日以内にコロナ陽性診断を受けると 3 万⇒旅行中または旅行終了後 5

日以内にコロナ陽性診断を受けると 2 万円 

 




