


時　間 備　　考

０７：５０ 空路、フィリピン航空にてマニラへ

０９：５５ 着後、専用バスにてご宿泊ホテルへ

１３：０５ 夕食は市内レストランにて

１５：００

１６：００ ベルジャヤ　マニラ　ホテル 泊

１９：００ ＴＥＬ：010-63-2-750-7564

※　ホテルは２人１室利用／バス付きです

０５：３０ ・貸し切りバスにて移動

０６：００

０６：３０

１２：００ オイスカ　アブラ研修センター泊

１７：００ ＴＥＬ：010-63-916-334-6576

１９：３０ ※　センターは６人１室利用／シャワー（水）のみです

０６：３０

０７：００ ※現地諸事情によりスケジュールに変更が

０９：００ 研修センターを出発 　生じる場合もございます。

０９：３０

１０：００

１２：３０ 研修センター帰所、昼食

１３：００

１４：３０ CFP校にて植林活動開始 オイスカ　アブラ研修センター泊

１６：３０ ＴＥＬ：010-63-916-334-6576

１７：１５ 夕食 ※　センターは６人１室利用／シャワー（水）のみです

０６：３０

０７：００ ※現地諸事情によりスケジュールに変更が

０７：４５ 　生じる場合もございます。

１０：００ 植林活動開始

１２：００ ※ホームステイ先は現地にてご案内※

１３：００ 　緊急連絡はオイスカアブラ研修センターまで

１５：００ 　ご連絡下さい。

１８：００ ホームステイ

０６：００

０６：３０ ※現地諸事情によりスケジュールに変更が

０７：３０ 　生じる場合もございます。

０９：３０

１３：００

１４：００ オイスカ　アブラ研修センター泊

１９：００ ＴＥＬ：010-63-916-334-6576

２０：００ ※　センターは６人１室利用／シャワー（水）のみです

０６：３０

０７：００ ※現地諸事情によりスケジュールに変更が

０８：３０ サンステパンビーチに向けて、研修センターを出発 　生じる場合もございます。

１０：００

１２：００ ・水着、ゴーグルをご用意下さい。

１４：３０ オイスカ　アブラ研修センター泊

１６：５０ ＴＥＬ：010-63-916-334-6576

１９：００ 夕食（お別れパーティー） ※　センターは６人１室利用／シャワー（水）のみです

０５：３０ ・貸し切りバスにて移動

０６：００

０８：１５

１３：１５ ベルジャヤ　マニラ　ホテル 泊

１９：００ ＴＥＬ：010-63-2-750-7564

※　ホテルは２人１室利用／バス付きです

０７：３０ 朝食後、専用バスにて市内観光へ

０８：００ ※市内観光コースは当日変更の場合あり

０９：００ 昼食後、ニノイ・アキノ国際空港へ

空路、フィリピン航空にて関西空港へ

　

１２：２０

１４：２５ 関西国際空港到着後、解散

１９：２０ お気を付けてお帰り下さい。関西国際空港着

ＨＩＴ　ＣＯ．，ＬＴＤ．

８日目
８／４

（土曜日）

起床

朝食

ホテル発　マニラ市内観光

下車観光「リサール公園、サンチャゴ要塞、米国記念墓地など」

車窓観光「マカティ　ビジネス街、マニラ市役所、高山右近像、

　　サン・アガスチン教会など」

車中にて昼食、ニノイ・アキノ国際空港へ

ニノイ・アキノ国際空港着

マニラ発（フィリピン航空４０８便）

７日目
８／３

（金曜日）

起床

朝食

マニラに向けて、研修センターを出発

昼食

市内レストランにて夕食

夕食後ホテルへ

６日目
８／２

（木曜日）

起床

朝食

ビーチ到着後、海水浴

昼食

研修センターに向けて、サンステパンビーチを出発

研修センター帰所

５日目
８／１

（水曜日）

起床

朝食

サラパサップ小学校集合

植林活動開始（マングローブ）

昼食

サラパサップ小学校出発、世界遺産のビガン市内観光へ

アブラ研修センター帰所

夕食

４日目
７／３１

（火曜日）

起床

朝食

植林地に向けて、研修センターを出発

昼食

アブラ研修センターに向けて、植林地を出発

ホームステイ先に向けて、研修センターを出発

ホームステイ先へ

３日目
７／３０

（月曜日）

起床

朝食

アブラ州知事表敬訪問

バンゲット・パブリック・マーケット訪問

CFP校(『子供の森』計画)に向けて、研修センターを出発

アブラ研修センターに向けて、CFP校を出発

夕食後ホテルへ

２日目
７／２９

（日曜日）

起床

朝食

研修センターに向けて、ベルジャヤホテルを出発

サンフェルナンドにて昼食

オイスカ　アブラ研修センター着

夕食（歓迎会）

フィリピン植林フォーラム１８ｔｈ　
日 程 表

行き先（行動予定）

１日目
７／２８

（土曜日）

関西空港集合

関西空港発（フィリピン航空４０７便）

ニノイ・アキノ国際空港（マニラ）着

ホテルに向けて、空港を出発

ベルジャヤ　マニラ　ホテル着

市内レストランにて夕食



■お支払い対象旅行代金

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

旅行開始日に満２歳以上１２歳未満の方はこども旅行代金が適用されます。一部のコースにおいては参加年齢の制限、又はこど
も旅行代金の設定がない場合もございます。（→フィリピン植林フォーラムに適応します。）

■旅行代金に含まれないもの（一部例示）

■旅行契約の解除・払い戻し

■個人情報の取り扱いについて

（１）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頂く
ほか、お客様がお申込み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の受領の為の手
続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。
※この他、当社では①会社及び会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頂く事
があります。

（２）当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレス等のお客様へのご連絡に
あたり必要となる最小限の範囲のものについて当社国内支店との間で、共同して利用させて頂きます。
当社国内支店はそれぞれの支店の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入頂いた商品の発送の為に、（※利用目的を具体的に
記載）これを利用させて頂く事があります。

なお、当社国内支店の名称及び各支店における個人情報取扱管理者の氏名については当社ホームページをご参照下さい。
（http://www.e-hit.co.jp)

（３）当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜の為、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供する事がありま
す。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付
することによって提供致します。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、「お申込み時」又は
「最終日程表」をお受取り前までに当社までお申し出下さい。

旅行代金の１０％（最高５万円）

ピーク時とは、４月２７日～５月６日、７月２０日～８月３１日、
１２月２０日～１月７日までをいいます

旅行代金が３０万円以上　　　　　　　　　　・・・・・５万円
旅行代金が１５万円以上３０万円未満　　・・・・・３万円
旅行代金が１０万円以上１５万円未満　　・・・・・２万円
旅行代金が１０万円未満　　　・・・・・旅行代金の２０％

旅行代金の３０％

旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって４０日
目にあたる日以降３１日目にあたる日まで

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
３０日目にあたる日以降３日目にあたる日まで

旅行開始日の前々日及び前日

■その他

■旅行条件・ご旅行代金の基準

このご旅行条件は、２０１２年４月１日を基準としております。又、ご旅行代金は２０１２年４月１日現在有効なものとして公
示されている航空運賃・適用規則又は、２０１２年４月１日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃、適用規則を基準として
おります。

旅行開始日当日

旅行開始後又は無連絡不参加

旅行代金の５０％

旅行代金の１００％

■旅程保証
当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合、ご旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金をお支払い致します。
詳しくは別途交付する旅行条件書でご確認下さい。

超過手荷物料金、クリーニング代、電話料、ホテルのボーイ・メイドに対するチップ、その他追加飲食など個人的性質の諸費用
及びそれに伴う税・サービス料金。傷害、疾病に関する医療費など。渡航手続諸費用。日本国内の空港施設使用料、海外の空港
税・出国税など（一部のコースを除く）。日本国内における自宅から発着空港までの交通費、宿泊費など。お一人部屋追加代
金、オプショナル料金（一部のコースを除く）

お客様は次に定める取消料をお支払い頂く事により、いつでもご旅行契約を解除する事が出来ます。

　　　　　　旅行契約の解除期日

「お支払い旅行代金」とは募集広告価格欄に記載された金額と後記「追加代金」の合計額（以下、本旅行条件書内では以下「旅
行代金」といいます）です。また、この「旅行代金」が「申込金」「取消料」「変更補償金」のお支払いの際の基準となりま
す。

■旅行代金に含まれるもの

旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃、送迎バス等の料金、観光の料金（バス等の料金、ガイド料金、団
体行動中のチップ、入場料等）、宿泊料金及び税、サービス料金（２人１室利用の宿泊を基準と致しますが、一部の宿泊施設で
は例外もございます）、食事料金及び税・サービス料金（機内食は除外します）、受託手荷物運搬料金（航空機で運搬の場合、
お１人様２０ｋｇ以内が原則）、添乗員同行コースの添乗員同行費用など。

取消料（おひとり）

３０万円以上 ５万円以上旅行代金まで

■旅行契約お申し込み

旅行代金の額

当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申込み下さい。電話、ファクシミリ、Ｅメール及びその
他の通信手段でお申込みの場合、当社が予約の承諾の旨を通知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
支払いをして頂きます。ご旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立致します。ご旅行代金は、旅行
開始日の前日から起算してさかのぼって２１日目にあたる日より前に（お申込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）お
支払い頂きます。

１５万円未満

申込金の額（お一人様）
２万円以上旅行代金まで

１５万円以上３０万円未満 ３万円以上旅行代金まで

募集型企画旅行契約条件書（要旨）
下記旅行条件をご確認の上お申し込み下さい

■募集型企画旅行契約

「募集型企画旅行契約」（以下「旅行契約」といいます。）とは株式会社ヒットカンパニーリミッテット（以下「当社」といい
ます。）が企画手配するもので、参加されるお客様は当社と旅行契約を締結する事になります。



性別

男　　　　女

番　　号

発行年月日

生年月日

ふりがな

Ｅ-ＭＡＩＬ

携帯番号

ふりがな

会社名
学校名

ふりがな
（〒　　　　－　　　　　　）

所属課名 役職名

Ｅ-ＭＡＩＬ

氏名 Ｔ　Ｅ　Ｌ

（〒　　　　－　　　　　　） 本人との関係

※２０歳未満の方の参加お申込みの場合は、保護者の同意が必要になりますので、下記同意書に
　 ご記入して頂き（要・印鑑）、お申込み下さい。
　 同意の無い場合は、参加をお断りする場合がございます。

フィリピン植林フォーラムに参加することを同意致します。 平成　２４ 年　　　　月　　　　日

参加者氏名

保護者氏名 印

旅行に関するお申込み・お問い合わせは

[ 旅行企画・実施]　 観光庁長官登録旅行業第１７２１号　（社）日本旅行業協会正会員

株式会社 ヒットカンパニーリミッテット
神戸市中央区栄町通２丁目４ー１４　日栄ビル３階
[神戸本社営業所]　TEL：０７８－３９２－２１５１　FAX：０７８－３３１－１２９９
[担  当] 山﨑　聰　[E-MAIL] s-yamasaki@e-hit.co.jp

Ｆ　　Ａ　　Ｘ

（　　　　　）　　　　　―

（　　　　　）　　　　―

渡航中の
国内連絡先

（　　　　　）　　　　―

勤
務
地
又
は
学
校
名

西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日　　（　　　　　歳）

―　　　　　　　　　―

（　　　　　）　　　　―

Ｔ　　Ｅ　　Ｌ

所在地

植林フォーラム申込書

ふりがな

氏　　名

旅券に明記して
いるローマ字

旅
券

記入日：　２０１２年　　　　月　　　日

年　　　　　　　月　　　　　　日

同意書

現住所
（〒　　　　－　　　　　　）

住所

（　　　　　）　　　　―

Ｆ　　Ａ　　Ｘ

Ｔ　　Ｅ　　Ｌ



ともに

植林についてのお問い合わせ 　　　　　　 　

共催　：（公財）オイスカ　関西研修センター

住所　： 大阪府豊能郡豊野町吉川１２０ 　　

ＴＥＬ：（０７２７）－３８－３６９９ 　　

[E-MAIL]oisca-kansai@rio.odn.ne.jp   
  

写真　「イメージ」

[植林フォーラム企画]　 資料請求・問い合わせ先

地球の緑を
子供たちと

旅行に関するお申込み・問い合わせは

[旅行企画・実施] 観光庁長官登録旅行業第１７２１号

                 社団法人 日本旅行業協会正会員

[担  当] 山崎 聰　・　山口　文雄 ・ 諏訪 宏美

㈱ヒットカンパニーリミッテット

神戸市中央区栄町通２丁目４ー１４ 日栄ビル３階

[神戸本社営業所]　０７８－３９２－２１５１
[E-MAIL] s-yamasaki@e-hit.co.jp

子供たちと一緒に手と手をとりあって、苗木を植える。

それは最初、小さな点かもしれません。

ですが、植えた苗木は、私たちが帰ったあとも、

子供たちによって育てられ、

両親や、地域の人々によって守られ、

豊かな森へとなっていきます。

点から線、そして輪となって。
あなたの心が、そのいしずえとなります。
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