
ここでしかみることができない電車にのるよ。

乗車記念の切符はプレゼント！（富士急行）

夕食は自分でこねた「ほうとう」を食べよう！
（「ほうとう」料理体験）

トイレ付貸切バスだから、大きな声を出しても大丈夫！①

オルゴールの仕組みを知ろう！
（ねじまき式オルゴールと木箱絵付け体験）

②

宿泊先「丸富荘」は貸切！
体育館もあるから騒いでも走っても大丈夫！

③

⑥

⑦

⑧

2018年12月15日（土）出発

新宿発

大人・子ども同料金

添乗員の他、発達障害専門家同行
募集人員：45名（お申し込み多数の場合は抽選）
最少催行人員：4名
最少受付人員：おとな1名・こども1名

発達障がいのある子と
その家族のための

本旅行企画はお子様の年齢が4歳以上15歳以下のご家族を
対象とした親子参加限定のモニターツアーです。
メディア等による取材および撮影、掲載にご協力いただける方を
対象といたします。なお、モニターの皆様への報酬はございません。

④

⑤

‐安心でワクワクな8つのポイント‐

繭は何からできているのかな？

繭を使って動物を作ってみよう！
（繭を使った工作体験）

家族で思い出づくり。

オリジナル絵葉書を作ろう！
（押し花を使った絵葉書作り）

スタッフもたくさん行くから安心！
（添乗員以外に発達障害専門家も同行。合計７名の予定）

 本旅行は発達障害専門家の「発達障がいのある子とその家族に旅行で思いで作りをしてもらいたい」という願いに賛同し、目
的型旅行商品を開発しているJTBガイアレックと、ユニバーサルツーリズムを推進しているJTB総合研究所とともに「DDプロ
ジェクト」というプロジェクトチームを結成し、ツアー実現に向け下見と検討を重ねてきました。

 行程において見学や体験時間を長く確保し、ゆとりある行動を重視するといった配慮をするなど「一般社団法人発達障害ネッ
トワーク」にも監修いただき、モニターツアーとしてＪＴＢガイアレックが旅行企画をいたしました。

 本ツアーには、発達障がいのあるお子様向けの旅行企画と添乗経験があるJTBガイアレックの社員の他、発達障害専門家やプ
ロジェクトメンバーが同行します。

ツアー下見
スタッフ作成！

体験は参加できなくても大丈夫！
途中であきちゃっても大丈夫！

※ 体験に参加できなくても各施設には休憩場所がありますので、
そちらをご利用いただけます。

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

※DDプロジェクト：Developmental disordersの略。当モニターツアー実施のために立ち上げたプロジェクトの略称。



 本旅行は発達障がいのあるお子様とご家族に旅行する楽しさを実感いただくとともに、旅行を企画・実施する側に対して、どのよ
うなツアーなら参加しやすいか、どのような配慮が必要か、など参加者としての声を聞かせていただく事を目的としたモニターツ
アーです。アンケートならびにメディア等による取材および撮影、掲載にご協力いただける方を対象とさせていただきます。旅行
申込みの際は、撮影・掲載同意書にもご署名いただきます。お申し込みの前に旅行条件書を必ずお読みください。

 旅行代金に含まれるもの
①＜交通費＞貸切バス代、河口湖駅→富士山駅電車運賃
②＜食事代＞２日目昼食分
③＜宿泊代＞旅館 丸富荘（１泊夕・朝食付）
④＜スタッフ費用＞添乗員、発達障害専門家、同行スタッフ
⑤＜入場料＞河口湖オルゴールの森
⑥＜体験費用＞ねじまき式オルゴールと木箱絵付け体験（お子様のみ）、繭工作体験（お子様のみ）、押し花絵葉書

 体験を目的とした旅行内容となっているため、お子様の年齢が4歳以上15歳以下のご家族に限定させていただきます。
 障害者手帳をお持ちの方は、ご提示をお願いいたしますが旅行代金の割引はございません。
 お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

順番 時間 スケジュール 移動 お食事

① 9:45 新宿駅西口 工学院前集合（集まり次第出発） 貸切バス

朝：×
昼：×
夜：〇

② 11:00 サービスエリアにて各自昼食（60分）

③ 13:30
河口湖オルゴールの森にて、木箱の絵付け体験
（お子様のみ）
※オルゴールの音色は事前に選んでね♪

貸切バス

④ 15:45
旅館丸富荘（泊）チェックイン
※入浴は21:00までは家族ごとに貸切となります
※21:00以降は男女別風呂となります。

⑤ 16:30 「ほうとう」料理体験（全員）
※名人が教えてくれる！夕食の「ほうとう」をみんなで手作り！

⑥ 18:30 夕食
※夕食前や夕食後は体育館で遊べるよ♪

ご案内

スケジュール（行程）

1日目

12/15
（土）

 赤字は体験や見学を予定している行程です。
 添乗員は全行程（出発から到着まで）同行いたします。

 バス移動時は90～120分を目安に1回休憩をお取りします。
 バスは車内トイレ付バスを予定しております。

2日目

12/16
（日）

順番 時間 スケジュール 移動 お食事

① 10:00 旅館丸富荘 出発 貸切バス

朝：〇
昼：〇
夜：×

② 10:30 大石紬伝統工芸館にて、繭を使った工作体験（お子様のみ）
※繭を使って、かわいい動物を作ってみよう♪ 貸切バス

③ 11:45 河口湖ハーブ館にて、押し花を使った絵葉書作り（全員）
※家族みんなでオリジナル絵葉書を作ろう！ 徒歩

④ 13:00 昼食
※「四季の宿 富士山」にてバイキング形式の食事

⑤ 14:10 河口湖駅 貸切バス

⑥ 14:32 河口湖駅発 列車（富士急行線）に乗車 (全員) 電車

⑦ 14:40 富士山駅着

⑧ 15:00 富士山駅発
※途中サービスエリアで1回休憩 貸切バス

⑨ 18:00 新宿駅西口 工学院前到着/解散

旅館 丸富荘

河口湖まで徒歩30秒。
アットホームな雰囲気の
旅館です。

広い敷地（3150坪）内に
は、体育館もあり、思い
きり遊ぶことができます。

♪お宿のご案内♪ 貸切バスのご案内

貸切バスはトイレ付だから安心！
プリンシプル
自動車和室・トイレ付



お申込みの手順 

①お申込み 

旅行申込書と撮影・掲載同意書にご記入いただき、個人情報保護のため封書にて下記の旅行申込先へ郵
送お送りください（締切は１２月５日必着です。郵送された方は必ずご連絡ください） 
申込書到着後、担当者よりお電話させていただきます。その際に、参加者の皆様の情報につきましてお
伺いをさせていただきます。 
１２月５日の時点で応募者多数の場合は抽選とさせていただき、１２月６日に抽選結果をご連絡します。 
 
②ご旅行代金のお支払 

当選された方は、請求書をお送り致しますので、内容をご確認の上所定の期日までにお振込み下さい。
クレジットカ－ドでのお支払いは出来かねますのでご了承ください。 

③確定書面のお渡し 

確定書面（最終日程表、集合場所の案内等）は、ご出発の7日前までに代表者様へお送りいたします。 

④旅行の取り消しについて 

旅行契約の解除又は参加人員の変更に伴う一部人員に係る契約の解除するときは、以下の取消料をお支
払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、
お申し込み店の営業時間内にお受けします。 
（営業時間／平日9:30～17:30 ※土・日・祝日・年末年始は休業） 

契約解除の日 該当日 企画料金・取消料 

旅行開始日
の前日から
起算してさ
かのぼって 

①21日目にあたる日以前の解除 ~11月24日（土） 無料 

②20日目にあたる日以降の解除 
（③~⑥を除く） 

~12月 7日（金） 旅行代金の20％ 

③7日目にあたる日以降の解除 
（④~⑥を除く） 

~12月13日（木） 旅行代金の30％ 

④旅行開始日の前日の解除 
（⑤~⑥を除く） 

~12月14日（金） 旅行代金の40％ 

⑤当日の解除 ~12月15日（土） 旅行代金の50％ 

⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100％ 

〒171-0022 東京都豊島区南池袋 2-43-19 JTBビル4階 
JTBガイアレック サン＆サン事業部 SIT企画開発課 DDプロジェクトモニターツアー担当 

営業時間10：00～18：00 （日・祝は休業） 
TEL：03-5950-0871  FAX：03-5950-5489 担当：熊倉・井上 

旅行企画 
実 施 

旅行申込先 

 

観光庁長官登録旅行業第 712 号  

日本旅行業協会正会員 旅行業公正取引協議会会員 

東京都豊島区南池袋 2-43-19 〒171-0022 

TEL：03-5950-0871 FAX：03-5950-5489 

営業時間：10:00～18:00（日・祝休業） 

取扱管理者：森 真也  担当：熊倉・井上（SIT 企画開発課） 

【旅行オーガナイザー】橋口亜希子個人事務所（元日本発達障害ネットワーク事務局長）連絡先：ahmail@hashiguchi-akiko.com 

【プロジェクト協力】株式会社ＪＴＢ総合研究所、株式会社ＪＴＢ甲府支店 

【監修】一般社団法人日本発達障害ネットワークJDDnet 



住所

フリガナ

申込者氏名
（保護者）

フリガナ

お子様の氏名 男 ・ 女

続柄

今回案内された上記内容について、確認・同意しました。

 保護者氏名（自署）
ご記入日

　　　２０１８年 　　　月 　　　日

個人情報お問い合わせ
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-43-19　JTBビル4階

①株式会社ＪＴＢガイアレック　HP・広報誌
②株式会社ＪＴＢ　HP・広報誌
③株式会社ＪＴＢ総合研究所　HP・広報誌　
④一般社団法人日本発達障害ネットワーク（JDDnet）　HP・広報誌
⑤取材マスメディア　　HP・広報誌・TV・新聞等各種メディア
※SNSやTwitterは対象外
①株式会社ＪＴＢガイアレック
②株式会社ＪＴＢ

③株式会社ＪＴＢ総合研究所

④一般社団法人日本発達障害ネットワーク（JDDnet）

⑤取材マスメディア
①株式会社ＪＴＢガイアレック
②株式会社ＪＴＢ
③株式会社ＪＴＢ総合研究所
④一般社団法人日本発達障害ネットワーク（JDDnet）

1 掲載する媒体

2 媒体の発行事業者

3 媒体を配布する範囲

4 掲載する個人情報

5 第三者への提供
   ならびに委託の可能性

6 個人情報提供の任意性

7 個人情報管理者

8 問い合わせ窓口

※上記内容にご同意頂けたことを示す以下のチェック欄lこ「☑ 」・ご署名・ご捺印をお願いします。

⑤取材マスメディア媒体

モニターツアー時に撮影させて頂いたお写真・インタビュー記事

上記4の情報（個人情報・プライバシー情報など）は、上記に記示される条件で第三者への公開を
させていただきますことをご了承下さい。また掲載されなかった個人情報・プライバシー情報など
は適切に管理し、あらかじめ本人の同意を得ることなく第三者に提供ならびに委託することはあり
ません。

個人情報等の提供はあくまで任意のものです。情報をご提供いただけない場合、ご同意をいただ
けない場合、1.掲載する媒体への掲載はいたしません。

株式会社ＪＴＢガイアレック
担当：熊倉・井上

旅行申込

旅行申込書
撮影・掲載同意書

ＤＤプロジェクトモニターツアー 申込日

月　　　日思い出をいっぱい作ろう 河口湖1泊2日の旅

自宅☎

携帯☎

合計
参加人数

人

お子様の情報

平成　　 　年　   　　月　 　　  日生まれ（   　　　歳　   　　ヶ月）

住所電話番号緊急時連絡先（在宅家族）　氏名

この度の取材内容は、以下の取扱いによって掲載させていただきます。

自宅☎

携帯☎

保護者さまにご確認いただきたい個人情報等について、以下の内容をご確認ください。
ご確認いただいた上で、書面一番下の同意書へのご署名をお願いいたします。

ご記入いただいた個人情報はこのDDプロジェクトモニターツアー「思い出をいっぱい作ろう 河口湖1泊2日の旅」に 

使用するものであり、当社が責任をもって管理します。 

当社はこの個人情報を「DDプロジェクトモニターツアー」の運送・宿泊機関等のサービスの手配以外の 

第三者に提供することはありませんが、ツアーの内容を広報に使用させていただく場合があります。 
 

申込書到着後、担当者よりお電話させていただきます。 

その際に、参加者の皆様の情報につきましてお伺いをさせていただきます。 

〒171-0022 

東京都豊島区南池袋2-43-19 JTBビル4階 
 

株式会社ＪＴＢガイアレック  御中 

担当：熊倉・井上 

旅行条件及び個人情報の利用方法に同意の上、 

以下の旅行を申し込みます。 

チェック

（営業時間 10:00～18:00  日・祝は休業） 


