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イベント運営体験インターンシッププログラム
営体験
ププ
【まつりインハワイとは】
イベント参加型ツアーの先駆けである『まつりインハワイ』は、日本とハワイの文化、芸能、芸術を通じた交流の架け橋と
して1980年にスタートし、今年で36回目を迎えます。
全国各地から約4.000人を超える団体が参加し、それぞれの風土と歴史に育まれた自慢の郷土・伝統芸能などを披露してい
ます。現在は州の公認を受けたハワイで最も大きな文化イベントのひとつになっており、世界的にも最大かつ最長の歴史を
誇るイベントです。 ■イベント詳細URL http://www.matsuri
in hawaii.com/
http://www matsuri-in-hawaii
com/ 詳しくは、「まつりインハワイ」で検索＊
詳しくは 「まつりインハワイ」で検索＊

【インターンシップの目的】

【インターンシッププログラム募集説明会開催！！】

今大会でのイベントサポートの業務を研修を通して
体験して頂きます。（下記行程をご覧ください）
①国際交流
②イベント体験
③情報交換
④外国語体験
国際交流イベントでのプログラムはとても貴重です。
その他現地大学生との交流や旅行業務のアシスト体験、
ホテル視察など、6日間の中で様々な体験をご用意し
ています。

このインターンシッププログラムの詳細をもっと知りたい方、
具体的な内容を聞いた上で検討したい方！
まずは一度説明会に足を運んでみませんか？
≪日程≫
4/3（金）17：30～18：30
4/9（木）17：30～18：30
4/15（水）17：30～18：30
4/21（火）17：30～18：30
場所：近畿日本ツーリスト㈱ 関西国際交流センター
大阪市浪速区湊町1-4-38 近鉄新難波ビル8階
※募集説明会に参加希望の方は、裏面記載のお申込方法に従って
申し込み手続きを行なってください。

（まつりインハワイイメージ）
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■研修期間／2015年6月11日(木)～16日（火）6日間
■旅行代金／お 人様 198,000円
■旅行代金／お一人様
198 000円
■利用予定航空会社／日程表に記された区間の航空運賃（エコノミークラス運賃）
日本航空、全日空、大韓航空、ユナイテッド航空、デルタ航空
■利用予定ホテル／パシフィックビーチホテル、アストンワイキキサンセットホテル（2名1室利用）
■食事：朝食0回 昼食0回 夕食0回（機内食は含みません）
■募集人数／10名（最少催行人数10名）
■申込締切／4月23日（木）
■添乗員／1名同行いたします
■旅行代金に含まれるもの
①航空運賃：日程表に記載された区間（エコノミークラス
/空港施設使用料・現地空港税・航空保険料）（この運
賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金を含みま
せん。付加運賃・料金とは原価の水準の異常な変動に
対するため、一定期間及び一定の条件下に限りあらゆる
旅行者に一律に課されるものです。） ②宿泊代金：2名
1室利用・バストイレ付利用 ③食事代金：上記に明記の
食事代金（機内食を除く） ④研修代金：別紙研修プログ
ラム料 ⑤送迎費用 ⑥団体行動中の税金
⑥団体行動中の税金・チップ
チップ
⑦荷物運搬代金：お一人につき一個のスーツケースな
ど（ただし大きさは航空会社の規定内。詳しくは係員にお
たずね下さい。）⑧添乗員同行経費

■旅行代金に含まれないものの一部
①旅券印紙代・証紙代有効期限５年のもの：￥11,000、有効期限10年のもの：￥16,000
②個人的性格の費用：飲物代、クリーニング代、電話代など ③手荷物超過料金 ④傷
害、疾病に関する医療費 ⑤任意の海外旅行傷害保険料 ⑥オプショナルツアー（希望
者のみ参加）料金 ⑦渡航手続料金 4320円 ⑧出入国記録書作成などの渡航手続代
行料金（(1)旅券申請書作成代行4320円(2)出入国記録書の作成代行（1カ国追加毎に
）1050円（３）ESTA取得代行4320円※該当料金は合算して申し受けます。各料金には消
費税(8%)が含まれます。 ⑨燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ（航空会社：日本航空/12000円）※下記参
照 ⑩現地空港税7660円 ⑪航空保険料600円 ⑫関空使用料3040円 2015年4月
1日現在
※燃油サーチャージについて：(1)付加運賃・料金は、航空会社・区間毎に必要になります
。したがって、旅程の変更に伴い付加運賃・料金の額が変更になった場合は、増額になっ
た時は不足分を徴収し、減額になった時はその分を返金いたします。(2) 航空会社の定め
る付加運賃・料金が変更された場合は、増額になった時は不足分を追加徴収し、減額に
なった時はその分を返金いたします。⑬1人部屋追加代金44,000円

■旅券・査証について (1)旅券（パスポート）：この旅行には入国時に帰国日まで有効期間が残っている旅券が必要です。 (2)査証（ビザ）： この旅行
にはアメリカ合衆国（ハワイ州）のESTA渡航認証が必要です。現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証の取得はお客様の責
任で行ってください。これら手続き等の代行については、販売店が渡航手続き料金をいただいてお受けいたします。 ■最少催行人員 明記の最少催行
人員に満たない場合は、旅行の催行を中止することがあります。この場合には旅行開始の前日から起算してさかのぼって23日目（ピーク時は33日目）に
当たる日より前に通知します。※ピーク時とは12/20～1/7、4/27～5/6、7/20～8/31
前 通知 ます
時
/
/
/
/
/
/
■取消料について
消料
旅
旅行開始日の前日から起算して40日
始
前
起算
～31日前：10％ 旅行開始日の前日から起算して30日～3日前：20％ 旅行開始日の前前日以降旅行開始日（旅行開始前）：50％ 旅行開始後ま
たは無連絡不参加：100％ ■海外危険情報について 渡航先（国又は地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報
が出されている場合があります。お申込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また「外務省海外安全ホームページ
:http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。 ■個人情報取扱について 当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下
「販売店」）は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、
必要な範囲内において当該機関等に提出いたします。当社、当社のグループ企業である㈱KNTツーリスト等および販売店が取り扱う商品、サービスに関
する情報をお客様に提供いたします。上記のほか、当社の個人情報の取扱に関する方針については当社の店頭またはホームページをご確認ください。
■免責事項 当社に故意または過失がない場合でお客様が次に例示するような事項により損害を被られたときは、損害の責任を負うものではありませ
ん。イ．天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 ロ．運送・宿泊機関の事故もしくは火災、又はこれらの
ために生ずる旅行の日程の変更もしくは旅行の中止 ハ．官公署の命令、又は伝染病による隔離二．自由行動中の事故
ハ 官公署の命令 又は伝染病による隔離二 自由行動中の事故 ホ．食中毒
ホ 食中毒 ヘ．盗難
ヘ 盗難 ト．運
ト 運
送機関の遅延、不通、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮 ■保健衛生について 渡航先の衛生状況について
は、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ；http://www.forth.go.jp/でご確認ください。※この旅行条件は2015年4月1日を基準としています

お申込方法

～～お申し込み・お問い合わせは下記まで問い合わせください～～
旅行企画・実施

下記の近畿日本ツーリスト 関西国際交流センター
メールアドレスに以下の内容を送信して申込ください。

申し込みメールアドレス
申し込み
ルア

kiec@or.knt.co.jp
①研修プログラム ②氏名 ③性別 ④年齢 ⑤学校名
⑥連絡先（携帯可）⑦希望される説明会の日程
※書式は問いません。携帯メールからの送信でも結構です。
受付後、手続き完了次第メールにてお知らせいたします。
※その他の国、地域への短期留学についてもご相談ください。
※注意：携帯電話から送信する場合、弊社アドレスからの返信が
受信拒否されないように設定をお願いいたします
受信拒否されないように設定をお願いいたします。

関西営本海：046015060009

近畿日本ツーリスト株式会社
関西国際交流センター
TEL：06-6634-0690
FAX：06-6634-0693
ホームページ/www knt co jp/dantai/0239/
ホームページ/www.knt.co.jp/dantai/0239/
担当：まつりハワイ インターンシップ係
〒556-0017 大阪市浪速区湊町1-4-38 近鉄新難波ﾋﾞﾙ8F
観光庁長官登録旅行業第1944号 JATA正会員
ボンド保証会員 旅行業公正取引協議会会員
営業時間：月～金 9：30～18：00（土日祝日休み）
休業日及び営業時間外の取消、変更のお申出には対応が出来ませんので翌営業日の受付となります

総合旅行業務取扱管理者：田川清広
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者におた
ずね下さい
ずね下さい。

詳しい旅行条件を説明した書面（パンフレット）をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申込ください。

ハワイがまつりに染まる３日間。

日本とハワイの架け橋になろう！
ドキドキを感じろ！ワクワクを感じろ！新しい自分を探し出せ！

