
NPO法人 湘南自然学校 

令和ガキ大将養成キャンプ 

https://www.instagram.com/shonan_nature_school_official/
https://www.shonan-ns.com/


◆安全管理・健康管理について◆ 
お子様をお預かりする上で安全管理（リスクマネジメント）が最優先であると考え、リスクマネージャーを設置し、安

全管理講習会に参加するなど常に改善を図っております。また、スタッフ研修においても危機管理には特に時間をかけ

ているほか、同行ディレクターはメディック・ファーストエイド（MFA JAPAN）の小児救急法の訓練を受けておりま

す。しかし、自然の中では危険はいたるところに潜んでいます。ぜひご家庭でお子様に注意を促していただければと思

います。なお、海や川のプログラムでは、フローティングベストを着用するなど、安全には十分配慮しております。

キャンプ中に怪我が生じた場合は現地にてファーストエイドを行い、医師による加療が必要な場合には速やかに医療機

関にて受診いたします。 

(有)アウトドアシステムでは、損害保険ジャパン株式会社の全旅協旅行災害補償制度に加入しており、万が一怪我が生

じた場合には、この制度の適応範囲内にて対応いたします。 

※健康管理上お子様の健康状態および特記事項（既往症など）、常備薬の服用方法など、集合時に担当リーダーにお伝

えください。なお、食物アレルギーがある方は、お申し込み時にご連絡ください。 

◆グループ編制について◆ 
幼児のお子様は4～6名にて班を編制いたします

（規定数に満たない場合は小学校低学年と同じ班に

なる場合があります）。小学生以上のお子様は原

則、男女別年齢別で6～9名にて班編制いたします

（場合によって男女混合になることがあります）。

宿泊は班ごとに部屋を割り当てます（小学3年生以

上は男女別）。ご兄弟や友達同士などで同じ班を希

望される方はお申し込み時に２名様までお伝えくだ

さい。ただし、ご希望に添えない場合がございます

（原則、小学生と幼児のお子様では班を分けさせて

いただきます）。 

 プログラム 【対象・定員】 開催場所 参加費用 

集合場所 
（集合/解散） 

１６日 

（日） 

［日帰りコース］ たけのこ掘り       【満４歳児～小学６年生 ３０名】 

 

タケノコは収穫時期が短く、今がそのチャンス！たけのこ掘りに出かけましょう。春の味覚

を代表する「たけのこ」の収穫体験です。 

井上農園 

（所沢市） 

￥７，８００ 

池袋 
 

08:30/17:15 

（予定） 

１６日 

（日） 

［湘南釣りクラブ］ 三浦半島編(1)   【小学１年生～中学３年生 ２０名】 

 

釣りは仕掛け作りやエサ付けなど慣れるまでにたくさん覚えることがあります。魚が釣れた

瞬間、その苦労は達成感と嬉しさに変わり、この快感は一度味わうとやめられません。丁寧

に時間をかけて準備していきましょう。もちろん経験者のみなさんもお待ちしていますよ。 

＊釣り具レンタル代；投げ竿・リール¥3,500- 

横須賀エリア 

（ ） 
 

＊当日の海象によって

決定します 

￥７，８００ 
 

＊レンタル代別途 

品川 
 

08:00/17:30 

（予定） 

22日（土） 

23日（日） 

［こどもファーム］ 農業体験「土づくり」 【満４歳児～中学３年生 ２５名】 

 

４月の作業は「土作りとタケノコ堀り」です。収穫に向けたはじめの一歩は、里芋の種いも

を植えたり、土作りをして畑の準備などがメインのお仕事です。畑仕事の他にも、掘りおこ

したタケノコを使った料理を作ったり、竹細工を作って遊んだりとお楽しみもたくさんあり

ます。 

＊収穫体験付きのため別途体験料（¥1,500）がかかります 

大月エコの里 

（山梨県大月市） 

 
ログハウスまたは 

テント泊 

￥２３，５００ 

+￥１，５００ 

（収穫体験料） 
 

＊中学生は

¥2,000を加算 
 

〈１泊３食〉 

新宿 
 

08:30/17:20 

（予定） 

２３日 

（日） 

［日帰りコース］ 完熟イチゴ狩り      【満４歳児～小学６年生 ４０名】 

 

イチゴの完熟期、とっても甘く熟したイチゴの食べ放題に出かけよう♪イチゴをお腹いっぱ

い食べた後は三浦海岸へ。ビーチコーミングをしたり浜辺で遊んだりして、春の心地良い空

気のなか海で過ごしましょう。 

津久井浜観光農園 

三浦海岸 

（横須賀市） 

￥７，６００ 

品川 
 

08:30/17:20 

（予定） 

29日（土） 

30日（日） 

［湘南釣りクラブ］ 館山宿泊編     【小学１年生～中学３年生 ２０名】 

 

暖かくなると釣りもシーズンインを迎えます！アジ、イワシ、サバなどの回遊も増えてき

て、初めて釣りに挑戦するお子様でも釣りやすくなってきます。また、経験者は釣った小魚

を泳がせてさらに大物GETを狙ってみましょう。 

＊釣り具レンタル代；投げ竿・リール\4,000 

 

館山海岸 

（千葉県館山市） 

 
旅館泊 

￥３５，５００ 
 

＊  

＊レンタル代別途 

＊中学生は

¥5,000を加算 
 

〈１泊３食〉 

新宿 
 

07:15/18:15 

（予定） 

３０日 

（日） 

［日帰りコース］  【満４歳児～小学６年生 ３５名】 

 

海岸で宝石のように輝くキレイな石を探して、集めた石からアクセサリー作りに挑戦です。

運が良ければメノウも。さらに、磯の生物探しなど磯遊びも楽しめます☆ 

照ヶ崎海岸 

（神奈川県大磯町） 

￥７，４００ 

品川 
 

08:30/17:20 

（予定） 

１年を通して定期的に体験・学習していくプログラム。体系立てて体験を続けることで、技術や知識を身に着ける

のはもちろん、より深く自然への愛着を持つことができ、子ども達の感受性を育てることを目標としています。 

こどもファーム 

「畑で野菜と子ども達を育てよう」を合言葉に野菜農園を始めます。食べるだけ

採るだけではなく、土を触りながら育てて食べる、食育×自然体験を狙いとして

活動します。過度に手を入れない「自然農法」に近いスタイルで子ども達が安全

に体験することを優先します。※年間８～９回開催予定 
 

★サブスクリプションメンバー募集中★ 

【メンバーシップ券】90,000円（22,500円×4回） *1回あたり1,000円割引 

メンバーシップ券（サブスクリプションメンバー）は、2024年3月末日までに実

施する「こどもファーム」に4回、優先的に予約（参加）できます。 

ただし、ご購入後、未使用の場合を除き払戻はできません。 

また、お取消の際は通常の参加費用（23,500円）を基準に所定の手数料を申し

受けます。 

湘南釣りクラブ 

月１～２回のペースで、主に日帰りの活動を年間10回程度予定しています。生き

ている魚に直に触れ、「命をいただく」ことの尊さを知ります。また、釣りを通

して友達や仲間が増え、大きな海を前に自然の偉大さ、忍耐力などを学ぶことが

できます。釣りが初めての方もリーダーがフォローします。自分で釣り上げた達

成感と魚の美味しさは大人になっても心に残ることでしょう。 
 

★お得な回数券を利用して定期的にご参加ください！★ 

【6回券】42,000円（7,000円×6回） *1回あたり800円割引 

【3回券】22,500円（7,500円×3回） *1回あたり300円割引 

回数券の有効期限は2024年3月末日です。 

ただし、回数券ご購入後、未使用の場合を除き払戻はできません。また、お取消

の際は通常の参加費用（7,800円）を基準に所定の手数料を申し受けます。 



＊写真は過去の参加者の様子ですので、イメージとしてご参照ください 

◆その他◆ 
各プログラムは、お子様の年齢に応じて無理のない内容となっ

ております。幼児のお子様と小学生のお子様では、同プログラ

ムでも難易度を変えて実施する場合もございます。なお、開催

地は当日の２～３ヶ月前まで予約が取れない施設もあり、変更

になる場合があります（その場合においてもプログラムは変更

いたしません）。また、湘南釣りクラブおよび日帰りコース

「サーフィン体験」は、当日の海象により開催場所を変更する

場合がございます。 

◆雨天時について◆ 
湘南自然学校Webサイト内の「現地レポート」にて、ご出発

当日の朝、プログラムの催行判断についてお知らせいたしま

す。雨の状況により予定していたプログラムが実施できない

場合は、館内見学などのプログラムに変更して開催いたしま

す。ただし、社会情勢を考慮した結果、３密を避けるために

室内プログラムへの変更はせず、開催を中止する場合がござ

います。プログラム変更に伴うお取り消しならびに開催中止

の場合、参加費用は全額ご返金いたします。 

◆引率について◆ 
野外教育および安全管理の研修を受けた

キャンプリーダー（リーダー）が集合から

解散まで同行し、活動中の安全管理を行い

ながら、「自分のことは自分で行う」とい

う非日常的な体験をお子様の年齢に合わせ

てサポートします。また、新しい友達と早

く打ち解けられるようケアしますので、お

子様ひとりでのご参加でもご安心くださ

い。必要があれば薬の服用など生活面もお

手伝いします。 

 プログラム 【対象・定員】 開催場所 参加費用 

集合場所 
（集合/解散） 

７日 

（日） 

［日帰りコース］ ガサガサ遊び       【満４歳児～小学６年生 ３５名】 

 

「ガサガサ遊び」とは岸辺や水草の周りに網を入れて魚を探す遊び。網をガサガサ揺すって

あげてみると・・・、メダカやスジエビ、ザリガニなど川の生き物に出会えるはず。 

都立野川公園 

（調布市） 

￥７，４００ 

新宿 
 

08:30/17:00 

（予定） 

７日 

（日） 

［日帰りコース］ 潮干狩り         【満４歳児～小学６年生 ４０名】 

 

春の行楽、潮干狩りに出かけます。海の公園には、アサリ、シオフキ、マテガイなどが自然

繁殖しています。道具は使わず素手で、自然にも貝にもやさしく、貝を探してみよう。 

横浜海の公園 

（横浜市） 

￥７，５００ 

品川 
 

08:30/17:20 

（予定） 

20日（土） 

21日（日） 

［こどもファーム］ 農業体験「種まき」  【満４歳児～中学３年生 ２５名】 

 

５月は「種まきと田植え」の畑仕事を行います。大豆の種まきや４月に植えた里芋の「土寄

せ」を作業します。さらに、手植えによる田植えにも挑戦します。 
 

大月エコの里 

（山梨県大月市） 

 
ログハウスまたは 

テント泊 

￥２３，５００ 
 

＊中学生は

¥2,000を加算 
 

〈１泊３食〉 

新宿 
 

08:30/17:20 

（予定） 

２１日 

（日） 

［日帰りコース］ 磯遊び          【満４歳児～小学６年生 ４０名】 

 

潮が引いた後にできるタイドプール（潮だまり）は、まるで小さな海のよう。カニ、エビ、

ウミウシ、アメフラシなど、どんな海の生き物がいるか観察してみましょう。 

江ノ島 

（藤沢市） 

￥７，５００ 

品川 
 

08:30/17:20 

（予定） 

２７日 

（土） 

［日帰りコース］ 小川で遊ぼう       【満４歳児～小学６年生 ３５名】 

 

落合川は平成の名水百選に選ばれているだけあって水がキレイなので、いろいろな生き物が

生息しています。網を持って「ガサガサ」しよう。天気が良いと、水遊びもできますよ♪ 

落合川 

（東久留米市） 

￥７，４００ 

池袋 
 

08:30/17:00 

（予定） 

２８日 

（日） 

［日帰りコース］       【小学１年生～中学３年生 ２６名】 

 

５月になると湘南自然学校ではサーフィン体験のシーズンに入ります。長袖長ズボンのウ

エットスーツを着て、浮力のあるロングボードで波乗りを体験してみよう。 

ウエットフルスーツ（長袖長ズボン）およびフローティングベストは当方で用意します。 

茅ヶ崎海岸 

ヘッドランド周辺 

（茅ヶ崎市） 

￥７，８００ 

品川 
 

08:30/17:20 

（予定） 

13日（土） 

14日（日） 

［週末1泊2日コース］ 乗馬体験         【年長～中学３年生 ２５名】 

 

騎乗は、自分の意思を馬に伝える体験です。集中力を保って、「進め」「止まれ」「右」

「左」と馬をコントロールすることにチャレンジします。他にも、給餌や馬舎掃除など牧場

の生活を体験しよう。 

（静岡県御殿場市） 

 
テント泊 

￥３０，５００ 
 

＊中学生は

¥2,500を加算 
 

〈１泊３食〉 

新宿 
 

07:45/17:00 

（予定） 

１４日 

（日） 

［湘南釣りクラブ］ 三浦半島編(2)   【小学１年生～中学３年生 ２０名】 

 

多様な魚種が狙える横須賀エリア。釣りが初めてのお子様でも魚釣りデビューにもってこい

の場所です。カサゴ、メバル、イワシ、タコなど釣りたい魚種に合わせて作戦を立ててみよ

う。30cm級の大サバも回遊し始める時期なので、釣り経験があるお子様は大物狙いで！ 

＊釣り具レンタル代；投げ竿・リール¥3,500- 

横須賀エリア 

（ ） 
 

＊当日の海象によって

決定します 

￥７，８００ 
 

＊レンタル代別途 

品川 
 

08:00/17:30 

（予定） 

２８日 

（日） 

［湘南釣りクラブ］ 千葉編(1)     【小学１年生～中学３年生 ２０名】 

 

釣りクラブで初のエリアとなる千葉市の釣り場。海に約500mほど突き出た突堤では、アジ、

サバ、コノシロ、シーバスなど多様な魚種が回遊します。最初に釣り上げるのは誰だ？ 

＊釣り具レンタル代；投げ竿・リール¥3,500- 

千葉市エリア 

（ ） 
 

＊当日の海象によって

決定します 

￥７，８００ 
 

＊レンタル代別途 

東京 
 

08:00/17:30 

（予定） 



ご予約はWebサイトまたはお電話にてお申し込みください。 

受付開始日；３月１６日（木）09:30より 
 

※トラブル防止のため、ご予約は参加者の保護者様からのみ受け付けいたします。 

※お申込方法による優先順位はございませんが、予約開始日はお電話が非常に混雑しますので

Webサイトからのお申し込みをご検討ください。 

［プログラム企画・運営］ 
 

特定非営利活動法人 湘南自然学校 
〒253-0027 神奈川県茅ヶ崎市ひばりが丘3-32 

TEL. ０４６７－３８－６３００ 

URL  

〔営業時間〕平日 09:30～17:30 ／ 土・日曜日・祝日 休業 
 

［後援］(一社)日本アウトドアネットワーク 

【 募 集 要 項 】 

◆集合・解散時間◆ 
集合；午前8:00～10:00（予定） 

* ; 

午後6:00～7:00（予定） 

解散；午後5:00～7:00（予定） 
※出発の最終ご案内にてご確認ください。 

◆最少催行人員◆ 
各コース；８名 

 

◆参加費用に含まれるもの◆ 
集合場所からの交通費*・プログラム費・宿泊費

（宿泊コースのみ）・食費（1泊コース；1日目

夕食～2日目昼食（朝1回・昼1回・夕1回）、金曜夜発

2泊コース；2日目朝食～3日目昼食（朝2回・昼2

回・夕1回））・リフト代 

※日帰りコースでの昼食はプログラムによって

含まれる場合があります。 

＊開催場所の最寄り駅でのご集合・解散も承っ

ております。その際（往復ともに電車に不乗車

の場合）、参加費用から交通費を割引いたしま

す。詳しくはお問い合わせください。 

【お問い合わせ・お申し込み】 
 

有限会社アウトドアシステム  

神奈川県知事登録旅行業第２-1043号 (一社)全国旅行業協会正会員 

総合旅行業務取扱管理者 斎藤 泰幸 

〒253-0027 神奈川県茅ヶ崎市ひばりが丘3-32 

TEL. ０４６７－５８－１５６６ 
〔営業時間〕平日 09:30～17:30 ／ 土・日曜日・祝日 休業 

旅行企画 
 

実  施 

◆キャンセル規程◆ 
お申し込み後、お客様のご都合により旅行を取

り消される場合は、出発日の前日から起算して

さかのぼって下記の料率でお取消料を申し受け

ます。 

20～8日前 7～2日前 前日 当日 出発後 

20％ 30％ 40％ 50％ 100％ 

宿泊プログラム 

10～8日前 7～2日前 前日 当日 出発後 

20％ 30％ 40％ 50％ 100％ 

日帰りプログラム 

◆交通◆ 
全コース、現地最寄り駅までは公共の交通機関

（電車、路線バス）を利用します。 

 

電話でお申し込み 

 

ご希望の日程・コースをお電話にてご予約くださ

い。ご予約後、お申込用紙・参加同意書ならびに旅

行条件書を郵送いたします。お申込用紙・参加同

意書に必要事項をご記入の上、郵送または

FAXにてご返送ください。 

 

ご希望の日程・コースをお選びくだ

さい（カートに入れる）。お申込画

面にて必要事項をご入力後、参

加同意書をお読みください。 
※会員登録（無料）が必要 

旅行代金のご決済またはお振込が完了した

時点で旅行契約（お申し込み）が成立とな

ります。 

お申込用紙のご返送および旅行代金のご決

済またはお振込が完了した時点で旅行契約

（お申し込み）が成立となります。 

ご出発の７日前までに、出発の最終ご案内

（集合時間・場所、持ち物案内など）をメー

ル送信（宿泊を伴うコースは郵送）にてお送

りいたします。 

ご出発の７日前までに、出発の最終ご案内

（集合時間・場所、持ち物案内、ガイドブッ

クなど）を郵送にてお送りいたします。 

 
 

【銀行振込】お支払期日までに、お申込金（旅行代金10,000円未満の場合5,000円以上、

10,000円以上50,000円未満の場合10,000円、50,000円以上の場合20,000円以上）または

旅行代金全額（レンタル代を含む）をお振り込みください。お申込金のみお振り込みの方は出

発日の21日前までに残金のお振込をお願いいたします。 

お振込先；横浜銀行／三菱UFJ銀行／みずほ銀行／ゆうちょ銀行（郵便局） 

【クレジットカード決済】メール送信にて「決済のご案内」をお送りします（お支払期

日は受信メールにてご確認ください）。受信メールから決済画面に移動し、必要事項を入力し

てお手続きください。 

お取り扱いブランド；VISA／MasterCard 

【コンビニ決済】メール送信にて「決済のご案内」をお送りします（お支払期日は受信

メールにてご確認ください）。受信メールから決済画面に移動し、必要事項を入力して受付番

号を取得してください。取得した受付番号を使ってコンビニ内にある端末機から支払票を印刷

し、レジにてお支払いください。 

お取り扱い店舗；ローソン／ファミリーマート／セイコーマート／ミニストップ 

～ご予約・お申し込み方法～ 

１．募集型企画旅行契約 

湘南自然学校・令和ガキ大将養成キャンプは有限会社アウトドアシステム（以下「当社」といいます）が企画募集し実施す

る国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。 

本旅行条件の詳細は本書面によるほか、最終旅行日程表、及び旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。尚、

①旅行代金の額、②旅行の目的地、③出発日および日程に関する事項、④お客様が提供を受けることができるサービス

の内容（運送、宿泊、食事の内容）、⑤最少催行人員、⑥申し込み方法、⑦旅行代金のお支払いと旅行契約の成立時

期、⑧取消料、以上の８項目については本チラシを参照ください。 
 

２．契約内容の変更と旅行代金の変更 

(1)当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運航計画によ

らない運行サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。また、そ

の変更に伴い旅行代金を変更することがあります。 

(2)著しい経済状況の変化等により通常想定される範囲を大幅に超えて増額、または減額された場合はその範囲内にお

いて旅行代金を増額または減額する場合があります。 
 

３．旅行中止の場合 

ご参加のお客様が当チラシに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。

この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前にあたる日（日帰り旅行は４日前）より前に連絡させてい

ただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しいたします。 
 

４．添乗員同行の有無 

添乗員は同行いたしませんが、全日程プログラム指導者が同行いたします。 

５．旅行代金に含まれるもの 

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、プログラム参加費および消費税等諸税を含んでいます。尚、上記の経

費はお客様の都合により一部利用されなくても払い戻しは致しません。 
 

６．特別補償 

お客様が旅行参加中に、生命、身体または手荷物に被られた一定の損害については当社の故意、過失の有無にかかわらず旅行業

約款特別補償規定に定めるところにより、保証金、見舞金を支払います。 
 

７．旅程保証 

当社はパンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部第29条別表２表）に掲げる重要な変更が

生じた場合は同条に定めるところにより変更補償金をお支払いします。 
 

８．個人情報の取り扱い 

当社は旅行申し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、①旅行者の連絡のため、②旅行に関して運送・宿泊

機関等のサービス手配、提供のため、③保険手続きのため、④当社の商品やサービス、キャンペーンのご案内のため、⑤旅行参加後

のご意見や感想、アンケートのお願いのため、に利用させていただきます。尚、旅行中撮影した写真（音声および映像なども含む）は

当社Webサイト及びチラシに使用する場合があります。写真の掲載を希望されない方は事前にお申し出ください。 
 

９．旅行業務取扱管理者 

お客様の旅行を取り扱う営業所での取引責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明に不備の点がありましたら、ご遠慮

なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。 
 

１０．ご旅行条件・ご旅行代金の基準 

本チラシに記載の旅行条件は2023年3月1日を基準としています。 

この書面は旅行業法第12条の４の定めるところの取引条件の説明書面および契約書面の一部となります。 

詳しい旅行条件を説明した書面は事前にご確認の上お申し込みください。 湘南自然学校旅行条件書（要約） 



「野菜と子ども達を育てる農園」をコンセプトに湘南自然学校の野菜農園を始めます。食べるだけでは

なく、採るだけでもなく、はじめから終わりまで一貫した農業を体験できる場所を狙いとし、土をさわ

りながら自分達で面倒を見て育てたものを美味しくいただく、食育と自然体験を楽しみながら活動して

いきます。また、野菜の収穫量よりも子ども達の体験密度を優先して活動します。今回、子ども達が思

い切り体験できるように湘南自然学校専用の農場を用意しました。無農薬栽培で、過度に人手をいれな

い「自然農法」に近いスタイルですので、毎回必ず収穫物を持って帰るというお約束はできませんが、

子ども達が五感を使い自然をしっかりと体感できる活動を目指します。 

①「タケノコ堀りと土作り」★   ４月２２日～２３日 

②「田植えと種まき」   ５月２０日～２１日 

③「野菜のお世話と収穫体験」   ６月１７日～１８日 

④「夏野菜収穫BBQ」   ７月上旬 

⑤「種まきと収穫とテント泊」  ９月上旬 

⑥「芋ほりと稲刈り」 ★ １０月上旬 

⑦「秋の味覚キャンプ（芋煮会）」  １１月上旬 

⑧「冬の準備」   １２月上旬 

⑨「ジャガイモの植え付け」   2024年３月 

【年間スケジュール（予定）】 

こどもファームメンバーシップ 
 

定期的にご参加しやすくなるようにメン

バーシップ券を用意しています 

●4回参加券；￥90,000- 

（１回当たり¥1,000の割引でご参加いただけます） 
 

特典①・優先予約（各回15名まで）  

ご出発日より20日前までなら、いつでも

優先予約枠にてご予約が可能です。 
 

特典②・農園の様子を配信  

農園の様子を月ごとに動画配信し、ご参加

いただけなくても農園の様子をご覧いただ

けます。 

参加費用；￥２３，５００- 

１泊２日 ログハウス/テント泊 

※お土産付きコース（★¥25,000）以外は、

野菜の生育状況などによりお持ち帰りできる

野菜がない場合もございます。 

※体験や作業の内容につきましては、天候や野

菜の生育状況によりパンフレットから変更に

なる場合がございます。 
 

開催場所；大月エコの里（山梨県大月市） 

※集合解散場所；新宿 

※ご注意事項※ メンバーシップ券は、ご購入後、未使用の場合を除き払戻はで

きません。また、お取消の際は通常の参加費用（23,500円）を基準に所定の手

数料を申し受けます。 


