この度は、数ある会社の中から弊社をお選びいただきまして誠にありがとうございます。
早速ではございますが、お送りさせていただいた書類（ダウンロードしていただいた書類）をご確認いただき下記の手順でお手続きをお願い致します。
なお、お申込み手続き中にご不明な点やご不安なことなどがございましたらお気軽にお問合せ下さい。

【お振込先】
ワールドツアーシステム（株）より

電話

必要書類の郵送

(06-6135-1117)

又は

又は

お振込み後

三菱ＵＦＪ銀行
普通

城東支店（066）

０３２３５３４

ワールドツアーシステム
畠山

ピープルアクティブライフ事務局

・お振込みの控え（コピー可）
※ネットバンキングの場合は画面のコピー・
スクリーンショットをメールに添付でも可。

天満営業所

・健康調査書

勝

年度で更新のため、前年度に活動に参加された方も

ホームページより

ホームページからの

ダウンロード

お申込み

http://www.pal-smile.com

※３日以内にお振込みお願い致します。

みなさま、ご提出お願いいたします。

・募集型企画旅行申込・契約書（キャンプ同意書）

お振込み名義は

合計３点の書類を弊社へご郵送ください

お子様のお名前

参加キャンプ名

http://www.pal-smile.com

でお願いいたします。

[該当者の方は必ずご郵送ください]

・食物アレルギー事前確認票の提出
対応をご希望される場合は必ずご提出ください。
食物アレルギー事前確認票が必要な方は
事務局までお問い合わせください。

■書類送付先
〒530-0033
お申込み確定後はこちらからは

シーズンキャンプ前に

案内物はございません。

キャンプ説明会を行います。

キャンプ当日、保護者様と
ご同伴の上、受付時間内に
各集合場所へお集まりくださ
い。（受付は集合時間の
20分前より行います。）

特定非営利活動法人 ピープルアクティブライフ

（3月、６月、7月、12月）
引率スタッフの紹介や、
よくある質問などの説明をさせて
いただきます。キャンプの詳細や

必要書類送付後お手続き確認のため確認メールをお送りください。（下記アドレス）

対応についての質疑応答をさせて

弊社で入金と書類の確認後、申込完了メールが届きます。

いただきます。

当日、ご自宅で検温のうえ、
ご集合ください。

大阪府大阪市北区池田町3-1 ぷららてんま2階

キャンプ説明会
６月２２日(水)・7月14日(木)
10時より開始
※説明会は自由参加となります。
事前予約が必要となります。
説明会の内容は後日配信します。

pal@e-wts.co.jp
件名に

キャンプ名

本文に参加者様のお名前と集合場所と出発日を入力後、送信して下さい
■□ 注意事項 □■
※完了メール送信にはお時間を頂いております。
2週間経過しても届かない場合はお手数ですがご連絡ください。
※ドメイン指定をされている方は、完了メールが届きませんので
必ず、ドメイン登録（e-wts.co.jp)をお願いします。
※お使いのソフトによっては完了メールが届かない場合がございます。

■□ 注 意 事 項 □■ （必ずお読みください。）
しおり・お手続きの流れを必ずご一読いただき、 その他の書類も一度目を通していただきますようお願い申し上げます。
お申込みより３日以内にお振込みいただた上で、「調査書」「同意書」「お振込み控え」「アレルギー同意書(必要な方)」を添えて１週間以内に郵送ください。
2週間経ってお手続きが確認出来ない場合は、こちらでキャンセルさせていただく場合がございます。
（ネットバンキング等でお振込控えがない場合はスクリーンショットを送っていただくか、メモ書きで日時、金額、振込人名を記載したメモでも構いません。）
※最少催行人数に達しない場合は中止とさせていただく場合がございます。参加費の全額返金の対応とさせていただきます。
※参加費は銀行振込のみとなりますので銀行へ直接お振込みください。（ご入金金額に間違いが無いようにお願いします。）
※お振込み明細は送付資料となりますので捨てずに保管してください。
※参加費には、プログラム費、移動費、すべての費用が含まれます。
※保険の加入手続きは弊社で一括で加入致します。
※振込手数料は参加者様ご負担となります。
※参加費には消費税が含まれております。
※キャンセルは下記の通りです。

≪

キャンセル料

≫

開始日前日からさかのぼって２１日目にあたるまで

無料

開始日前日からさかのぼって８日目～２０日目にあたる日以降

参加費の２０％

開始日前日からさかのぼって７日目にあたる日以降

参加費の３０％

開始日の前日
開始日の当日
開始後（出発後）、または無連絡欠席の場合

参加費の４０％
参加費の５０％
参加費の全額

※キャンセルとは、お申込み者がＷＴＳ天満営業所の営業時間内にお申し出いただいた日とします。
ＦＡＸ、メール、留守電話のメッセージではお受付が出来ませんのでご注意ください。

キャンプ名

出発日

参加費

自然に飛び出せ★海のサマーキャンプ

7月23日(土)～7月24日(日)

¥32,000

しまなみ海道サイクリングキャンプ

7月23日(土)～7月26日(火)

¥50,000

ふるさとキャンプ

7月28日(木)～7月29日(金)

¥32,000

サバイバルドラム缶風呂キャンプ★

7月28日(木)～7月29日(金)

¥32,000
¥130,000（伊丹空港集合）
132,000(難波集合)
¥135,000（伊丹空港集合）
137,000(難波集合)

北海道プレミアムキャンプ(小学生)

7月27日(水)～7月30日(土)

北海道プレミアムキャンプ（中学生）

7月27日(水)～7月30日(土)

化石ハンターきょうりゅうキャンプ

7月29日(月)～7月30日(火)

¥36,000

浜風キャンプ

8月1日(月)～8月4日(木)

¥40,000

無人島キャンプ（低学年編）

8月1日(月)～8月3日(水)

¥40,000

秘密基地キャンプA

8月2日(火)～8月4日(木)

¥32,000

キャンプ名
夏のワンダーキッズ3日間

出発日

参加費

7月26日(火)

３回セット ￥20,000

7月27日(水)
7月28日(木)

各回 単発参加 ￥7,000

夏の自然体験★川遊びA

8月7日(日)

¥7,000

夏の自然体験★秘密基地づくり

8月9日(火)

¥7,000

夏の自然体験★川遊びB

8月11日(木)

¥7,000

逃走中 ～大阪城編～

6月18日(祝金)

¥5,000

9月10日(土)

￥7,000(バス移動)

9月23日(祝金)

￥5,500(現地集合)

逃走中 ～大学跡地編～

①5月21日（土）

廃校ドキドキ逃走中キャンプA

8月5日(金)～8月6日(土)

¥30,000

越前松島わくわく水族館キャンプ

8月7日(日)～8月8日(月)

¥36,000

たけの海遊びキャンプ

8月9日(火)～8月10日(水)

¥32,000

④10月15日（土）
⑤12月10日（土）

いながわPAL村計画 2期生

②7月18日（祝月）

5回セット ￥55,000

③9月19日（祝月）

(1回11,000円)

わくわく星空キャンプ

8月10日(水)～8月12日(金)

¥39,000

わくわくテント泊キャンプ

8月10日(水)～8月11日(木)

¥30,000

・6月18日(土)

キャンプ2回セット ￥65,000

無人島サバイバルキャンプ（高学年）

8月13日(土)～8月15日(月)

¥40,000

・8月5日(金)～8月6日(土)

各単発(日帰り) 各￥9,000

ギラギラサマーキャンプ

8月14日(日)～8月15日(月)

¥30,000

廃校ドキドキ逃走中キャンプB

8月15日(月)～8月16日(火)

¥30,000

くしもと海遊びキャンプ

8月17日(水)～8月20日(土)

¥50,000

PAL大冒険キャンプ2022

8月18日(木)～8月23日(火)

¥50,000

廃校ドキドキ逃走中キャンプC

8月18日(木)～8月19日(金)

¥30,000

秘密基地キャンプB

8月18日(木)～8月20日(土)

¥32,000

スプラッシュバトル★キャンプ

8月21日(日)～8月23日(火)

¥32,000

シーカヤックにチャレンジ！マリンキャンプ

8月22日(月)～8月23日(火)

¥32,000

はじめてのおとまり☆るんるんきゃんぷ♪

8月22日(月)～8月23日(火)

¥30,000

PALサイエンスマスター

・10月29日(土)～10月30日(日) 各単発(キャンプ) 各￥35,000
・1月21日(土)

お手続きが大変混み合う恐れがあり、皆様にご迷惑をお掛けすることもございます。できる限り細やかな対応をスムーズにしていきたいと考えております故、早期お手続きにてご協力頂ければ幸いです。
書類到着後、3日以内でのお手続きのご協力をよろしくお願いいたします。
尚、お申し込み後、1週間を過ぎましても返信並びに連絡がない場合はキャンセル扱いとさせていただく場合もございます。ご了承の程よろしくお願いいたします。
★宿泊キャンプは、「ダウンロード割引」 「クラブ会員割引」があります★
・ご自宅で手続き書類をダウンロード、印刷をされる方は500円引きとなります。(宿泊キャンプのみ)
・お申込み時に当団体の年間日帰り活動【わんぱくクラブ】【アドベンチャースクール】【SEEDs】【いながわPAL村(※2回以上参加)】【サイエンスマスター(※2回以上参加)】に
お申込みいただいている方はクラブ会員割引として500円引きとなります。(宿泊キャンプのみ)
※ 過去に日帰り活動に参加されていた方やキャンプなどに参加されたリピーター様は対象外となりますのでご注意ください。
キャンプ申し込みと日帰り活動への入会を同時にされる場合は割引の対象となります。

キャンプ期間中のお子様の活動中の様子をブログでご確認いただけます。当日の朝7時に実施に関する記事をアップします。
パソコン、スマートフォン、携帯電話からも見ることができます。お子様の元気な姿をご覧ください。
なお、キャンプ期間中はバスでの移動となるので交通渋滞による遅れが生じる可能性がございますので
予めご了承ください。バスの交通状況もこちらのブログでご連絡させていただきます。
キャンプブログアドレス： http://ameblo.jp/pal-smile/

キャンプ中、お子様の体調不良や不慮の事故などにより病院での診断が必要と判断した場合、近隣の診療所又は病院に搬送する場合がございます。
その際に健康保険証が必要となりますのでご用意をいただくか、病院又は宿泊施設へＦＡＸしていただくことがございます。
診察にかかった費用は解散時にご請求致しますのでお支払いをお願い致します。
なお、診察時に健康保険証が無い場合は実費負担となり、後日診察費用の返還手続きをしていただく必要がございます。

キャンプ期間中に何か緊急を要することがございましたら緊急連絡先までご連絡ください。
緊急連絡先は活動中のお子様の様子の問い合わせなど、緊急を要しないお問合せはお控えください。
ご心配なこともあるかとは思いますがキャンプの円滑な運営の為、お子様の生活の様子などは活動ブログをご覧ください。
急を要さない場合はご面倒ではございますが事務局までお問合せください。
事務局連絡先：０６-６１３５-１１１７ （１０：００～１８：００）
引率スタッフ直通連絡先：※各キャンプのしおりをご確認お願いします
〒530-0033
(社)全国旅行業協会正会員 大阪府知事登録(２)2047号 取扱管理者 畠山勝

大阪市北区池田町3-1ぷららてんま2階
TEL

０６－６１３５－１１１７

FAX

０６－６１３５－１１１９

営業時間 １０：００ ～ １８：００
（木曜は定休日 土 日 祝は野外活動のためお休みです）

