
インターアルペン NZ サマースキーイング
ニュージーランド

真夏の日本を脱出、南半球へ！　
パウダースノーのニュージーランドでのサマースキーキャンプ
です。湖畔のリゾート地、クィーンズタウンに滞在し、
「コロネットピーク」「リマーカブルズ」「トレブルコーン」
「カドローナ」を巡ります。日々のコンディションやトレーニン
グテーマに合わせてスキー場を選び、基本から応用、オフピス
テと、バリエーションに富んだメニューで感動の毎日をお約束
します。
ご希望の方には、大自然の中でのパウダースノーが楽しめる
ヘリスキーにもご参加頂けます。　

日　程 　　　８月3日（土）～８月１１日（日）９日間
スキー場　　　コロネットピーク・リマーカブル
　　　　　　　トレブルコーン・カドローナ等
滞在先 　　　ニュージーランド／クィーンズタウン　６泊
 　　　　　　　　　　　／オークランド　　　１泊
同行スタッフ　松ノ木敏雄　
　　　　　　　（インターアルペンスキースクール校長）
　　　　　　　

■ 募集人員 ：　　　10名様
■ 最少催行人員 ：　６名様以上
■ 参加対象者 ：　　中級者(中斜面でパラレルターンができる)以上
■ 利用航空会社 ：　ニュージーランド航空
■ 予定ホテル ：　　 クィーンズタウン／コプソーンホテルまたは同等クラスのホテルを予定
　　　　 　　　 　  オークランド／スタンフォードホテルまたは同等クラスのホテルを予定
■ 旅行費用 ：　　　468,000円　
■ 費用内容 ：　　　
　　① エコノミークラス往復航空運賃
　　② 現地移動費（空港／宿舎間往復）
　　③ 宿泊費（１室２名様利用）　７泊
　　④ ７朝食
　　⑤ 雪上ガイドフィー
　　⑥ 機内預預け荷物運送費
　　　（23Kgまでの荷物１個とスキー１組）

■ 費用に含まれない主なもの ：  
　　① 旅券取得手数料
　　② 超過手荷物運送費
　　③ 左記に記載されていない食事代

　　⑤ 滞在中のリフト代金　　　　　
　　⑥ 個人的費用（電話代、飲物代等）
　　⑦ 海外旅行保険料
　　⑧ シングルユース追加料金
　　⑨ 航空諸費
　　　（成田空港利用税、観光税、現地空港利用税、燃油料　約10,000円）

　旅行のお問合わせ・お申込み先　　旅行企画・実施：株式会社スポーツユニティ　　　　観光庁長官登録旅行業第１４４５号
　　　　　　　　　　　　　　　　　〒162-0825  東京都新宿区神楽坂６４２　　　　　（社）日本旅行業協会正会員　
　　　　　　　　　　　　　　　　　Tel : 03-5206-3424 　Fax：03-5206-3425　　　 総合旅行業務取扱管理者　小野知英子



※最終的なに決定した航空会社、フライトスケジュール、ホテルなどはご出発前にお渡しする旅行資料にてご案内さし上げます。

◆申込方法と契約の成立時期
　所定の申込書に所定の事項をご記入の上、お申込金とともにご提出ください。電話、郵便、FAXの通信手段にてご予約の場合、予約を承諾した
　日の翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。旅行契約は、契約の締結を承諾し、申込書と申込金を受理した時に
　成立するものとします。尚、お申込時に２０歳未満の方は、親権者の同意が必要となります。
◆申込金のお支払い
　お申込み金 50,000 円を下記の口座にお振込下さい。
　お申込金は、「旅行代金」「取消料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
　三井住友銀行　三田通支店　普通預金口座　７０８５１５３　口座名／株式会社スポーツユニティ    
◆旅行代金のお支払い
　お申込時、または旅行契約成立時点以降、旅行開始日前の当社から指定する期日（原則２１日前）までにお支払い下さい。
◆旅行契約の解除               
　お客様は、いつでも次に定める取消料を当社に支払って、受注型企画旅行契約を解除することができます。
　契約の解除日取消料　旅行開始日の前日から起算して遡って 40日目以降～31日目にあたる日まで 旅行代金の  10％           
               　　　　　　旅行開始日の前日から起算して遡って 30日目以降～  3 日目にあたる日まで 旅行代金の  20％           
 　　　　　　　　　　  旅行開始日の前日から起算して遡って前々日にあたる日～当日 旅行代金の  50％           
                　　　　　  旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100％         

◆申込締切日　6月 20日（木）
　※参加日程の調整やビジネスクラス利用希望の方はご相談ください。

■キャンプの企画・運営　　インターアルペンスキースクール
■キャンプのお問合せ　　　松ノ木敏雄　携帯電話　090-1062-9829

お申し込み方法

　

日 程 表

8月 03日（土） 成田空港集合
成田発

16:30
18:30 NZ090

日付 都市名 時刻 交通機関 備考 食事

オークランド着
オークランド発
クイーンズタウン着

空港発
ホテル着

入国審査、税関審査後
乗継便ニュージーランド航空619便にて
クイーンズタウンへ
手配車にてホテルへ
ホテルチェックイン　　　クイーンズタウン　泊

朝食 :機内
昼食：×
夕食：×

１
１

２

成田空港第1ターミナル南＜I＞カウンター前
ニュージーランド航空090便にてオークランドへ

夕食 :機内

8月04日（日） 08:05
10:55
12:50
14:00
15:00

NZ619

手配車

8月10日（土） 朝食： ○
昼食：×

クイーンズタウン滞３ 8月05日（月） ホテルにて朝食
スキー場にてスキーイング
　　　　　　　　　　　　クイーンズタウン　泊

朝食： ○
昼食：×
夕食：×

４

8月09日（金）

8月08日（木）

8月07日（水）

8月06日（火） ホテルにて朝食
スキー場にてスキーイング
　　　　　　　　　　　　クイーンズタウン　泊

ホテルにて朝食
スキー場にてスキーイング
　　　　　　　　　　　　クイーンズタウン　泊
ホテルにて朝食
スキー場にてスキーイング
　　　　　　　　　　　　クイーンズタウン　泊

ホテルにて朝食
スキー場にてスキーイング
　　　　　　　　　　　　クイーンズタウン　泊

クイーンズタウン滞

クイーンズタウン滞

クイーンズタウン滞

クイーンズタウン滞

朝食： ○
昼食：×
夕食：×

夕食：×

朝食： ○
昼食：×
夕食：×

朝食： ○
昼食：×
夕食：×

朝食： ○
昼食：×
夕食：×

５

６

７

ホテル発
空港着

クイーンズタウン発
オークランド着

08:30
09:30
11:25
13:15

手配車

NZ638

ホテルチェックアウト
手配車にてクイーンズタウン空港へ

ニュージーランド航空638便にてオークランドへ
　　　　　　　　　　　　　　　オークランド泊

８

９ 8月11日（日） オークランド発
成田着

11:05
19:00

NZ095 ニュージーランド航空095便にて成田へ
通関後解散

朝食 : ○
昼食:機内

＜時差：日本時間＋３時間＝ニュージーランド時間＞

日



有効期限（西暦）

２０　　年　　月　　日

Tel(　　　)　　　－

現住所

渡航中の
連絡先住所

続柄　（　　　　　　　）

海 外 旅 行 保 険 禁煙　・　喫煙

お一人部屋希望

国内線希望発着地

※個人情報の取扱いについて
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為に利用させて頂くほか、お客様がお申込頂いた旅行において
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受領の為の手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。この他、当社が保有するお客様の個人
データのうち、氏名・住所・電話番号・FAX番号、メールアドレスなど、お客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲ものについて、利用させていただきま
す。

氏名

インターアルペン NZ サマースキーキャンプ　申込書

パスポートNo. 性別 男　・　女

生年月日（西暦）

　年　　月　　日

連絡者氏名

　・希望する　　　　　　　　・　希望しない 同室希望者名

・名古屋・大阪・札幌・福岡・　その他（　　　　　　　　　　　　）
国内線に関しましてはご希望便が予約できないケースもございますの
であらかじめご了承下さい。

携帯電話

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

Tel(　　　)　　　－

・希望する
・ご自身で加入する（保険会社名：　　　　　　　　　　　　　　　）

煙草

Tel(　　　)　　　－

〒

〒

フリガナ パスポート記載の氏名（ローマ字）


