
池上正（いけがみただし）　1956年生まれ
大阪体育大学卒業(中・高体育教員免許取得)。サッカー部としてインカレ出場。
卒業後、大阪YMCA入職。23年間在籍し、幼児教育、サッカー教室、野外活動クラブ、キャンプ指導、成人スポーツ、レクリエーションゲー
ム指導、特別養護老人ホームでのレクリエーションゲーム指導など多岐にわたり指導。在職中にサッカー大阪代表として国体に2度出場。
2002年4月、Jリーグのジェフユナイテッド市原の育成普及部コーチとして加入初年度担当、小学生チームと中学1年生を指導。その後、当時
のGM祖母井氏が地域貢献のために「サッカーお届け隊」を始めたいという話があり、隊長になる。2003年から2009年までの7年間で約40万
人の小学生、先生、保護者の指導を行う。2010年4月より千葉大学、東邦大学、東京YMCA体育・保育専門学校、順天堂大学にて指導。2012
年2月より京都サンガFCのコーチとして、「サンガつながり隊」を発足。京都府下の小学校を巡回指導開始、5年間で約5万人の指導を行う。

現地チーム練習・試合見学(イメージ) 

現地チーム練習・試合見学(イメージ) ブンデスリーガ観戦(イメージ) 

※パンフレットに掲載している写真はすべてイメージです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程：２０１８年８月２１日（火）～８月２８日（火） 

旅行代金：３５０,０００円  （２名１室利用・エコノミークラス利用の場合/大人・こども同額） 

＊旅行代金には関西空港施設使用料／３ ,０４０円、現地空港税／１１ ,１２０円、燃油サーチャージ／２３ ,５８０円（２０１８年５月現在）  が含まれております。 

現地空港税は為替レートによる変動が、また燃油サーチャージは、新設、変更、廃止されることがありますが、それによる旅行代金の変更はいたしません。  



地名 交通機関

関西空港　発 LH741

8/21 フランクフルト 着
(火) フランクフルト 発 専用車

デュッセルドルフ 着

【宿泊地】 デュッセルドルフ 【食事】 朝/ × 昼/ 機内 夕/ ×

デュッセルドルフ近郊 専用車

8/22

(水)

【宿泊地】 デュッセルドルフ 【食事】 朝/ ○ 昼/ × 夕/ ×

ケルン近郊 専用車

8/23

(木)

【宿泊地】 デュッセルドルフ 【食事】 朝/ ○ 昼/ × 夕/ ×

ドルトムント近郊 専用車

8/24

(金)

【宿泊地】 デュッセルドルフ 【食事】 朝/ ○ 昼/ × 夕/ ×

デュッセルドルフ近郊 専用車

8/25

(土)

【宿泊地】 デュッセルドルフ 【食事】 朝/ ○ 昼/ × 夕/ ×

デュッセルドルフ近郊 専用車

8/26

(日)

【宿泊地】 デュッセルドルフ 【食事】 朝/ ○ 昼/ × 夕/ ×

デュッセルドルフ 発 専用車

8/27 フランクフルト 着

(月) フランクフルト 発 LH740

【宿泊地】 機内 【食事】 朝/ ○ 昼/ × 夕/ 機内

関西空港 着

8/28

(火)

【食事】 朝/ 機内 昼/ × 夕/ ×

※現地での昼食・夕食は手配無しと記載がありますが、レストラン等にて皆様でお取りいただくこともございます。

※ブンデスリーガ開幕戦の日程も未定のため、一旦可能性のある日程にて組んでおります。

6

終日 練習見学したチームのリーグ戦観戦

7

朝 専用車にてフランクフルト空港へ

午前 空港到着

13:45

フランクフルト到着
夕刻 専用車にてデュッセルドルフへ
夜 ホテル到着

■日程表

2

終日 U-7～U-12 練習見学

※デュッセルドルフ市内チーム

月日（曜日） 現地時刻 日程

1

10:05 空路、直行便にてフランクフルトへ

15:00

3

終日 他地域のU-7～U-12 練習見学

ケルン観光

ヴィクトリアケルン見学

4

終日 他地域のU-7～U-12 練習見学

※ドルトムント近郊チーム

着後、解散

5

終日 ブンデスリーガ開幕戦

練習見学したチームのリーグ戦観戦

※現地でのスケジュールは未確定のため、変更となる場合があります。

空路、直行便にて関西空港へ

早朝=04:00～06:00 朝=06:00～08:00 午前=08:00～12:00 昼=12:00～13:00 午後=13:00～17:00 夕刻=17:00～19:00 夜=19:00～23:00 深夜=23:00～04:00

※この日程表は最新資料に基づき作成しておりますが発着時間及び交通機関は変更になることがありますのでご了承下さい。

◆発着時刻の目安　下記は交通機関の発着時刻を基準としたもので、移動のためのホテルの出発時刻とは異なります。

※お客様の安全のため、シートベルトが備わっているバスについては走行中常にご着用くださいますようお願いします。

8

7:45

５．免責事項…お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、 ◆旅券・査証について---（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡
が旅行企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当 　　当社は賠償の責任を負いません。 　航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせ下さい）
社と募集型企画旅行契約を締結していただくことになります。 　・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の   この旅行には有効期間が2018年11月28日以上あり、

　　変更若しくは旅行中止 　見開き１ページ以上の余白がある旅券が必要です。
　・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅 　現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効か否かの確認は、

　　　お申込み金70,000円（旅行代金の20%）を添えてお申込み下さい。 　　行日程の変更若しくは旅行の中止   お客様の責任で行ってください。
　　　お申込み金は、旅行代金、取消料、または違約金の一部または 　・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中   またこの旅行には、査証は不要です。、
　　　全部として繰り入れます。 　　毒、盗難   なお、日本国籍以外の方は、これと異なる場合がありますので

　・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   事前にご相談ください。
　　　受理した時に成立いたします。 　　若しくは目的地・滞在時間の短縮

６．特別補償…お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は手
　　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 　　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
　　あります。この場合、旅行開始日から起算してさかのぼっ 　　にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、補償金及び見 ◆個人情報の取扱について---当社は申込書に記載された個人情報
　　て23日目にあたる日より前に連絡させていただき、お預かりして 　　舞金をお支払いします。 　について、お客様との連絡、運送・宿泊機関などの提供するサー
　　いる旅行代金全額をお返しします。 　ビスの手配に必要な範囲で利用させて頂きます。また、旅行先で

《海外旅行保険加入のおすすめ》 　のお買い物などの便宜の為に、お客様の個人データを土産物店に
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で 　提供する事があります。土産物店への個人データの提供停止を希

　　事代、入場料、消費税等諸税が含まれます。 保険をおかけになることをおすすめいたします。 　望される場合は、旅行出発までにお申し出下さい。この他、当社
　　旅行日程に記載のない交通費等の諸費用、空港施設使用料、燃油 　では、当社の提供する商品やサービス、キャンペーン、統計資料
　　サーチャージ・航空保険料及び個人的性質諸費用は含まれません。 ７．旅程保証…当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、 　の作成などにお客様の個人情報を利用させていただく事がありま

　　当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部第29条別表）に掲げる 　す。これら提供案内等の停止を希望される場合は、お申出下さい。
　　行契約を解除することができます。なお、取消日とは、お客様が 　　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
　　当社の営業日、営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた日 　　金をお支払いします。 ◆海外危険情報について---渡航先（国または地域）によっては「外
　　とします。 ８．お客様の責任…お客様は、当社から提供される情報を活用し、お 　務省危険情報」等の渡航に関する情報が出されている場合があり

　取　消　料（おひとり） 　　客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解 　ます。その場合、お申込みの際に「海外危険情報に関する書面」
　　する様に努めなければなりません。また、お客様は、旅行開始後 　をお渡しします。また、外務省海外安全ホームページでもご確認
　　に、契約書面に記載された旅行サービスについて記載内容と異な 　下さい。（http://www.pubanzen.mofa.go.jp/）。
　　るものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の
　　手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければ
　　なりません。

14日目に当たる日以降 ９．このパンフレットに記載の旅行日程等旅行条件は2018年5月17日
3日目に当たる日まで 　　現在を基準としています。

旅行代金の50％ ◆渡航先の保健衛生について---渡航先の衛生状況に付いては厚生
旅行代金の全額 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、  　労働省検疫感染症ホームページでご確認下さい。

事前にご確認の上、お申し込み下さい。 　 （http://www.forth.go.jp/）

      22日目に当たる日までにお支払いいただきます。

ご旅行条件（要約）必ずお読みください。【このパンフレットは、旅行業法第１２条の４に定める取引条件の説明書面及び同法第１２条の５に定める契約書面の一部となります。】

この旅行は、㈱日本旅行関西企画旅行支店（以下「当社」といいます）

１．お申込み方法と契約の成立
　(1) 当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、

  (2) 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を

　(3) 旅行代金は旅行出発日の60日目に当たる日以降

旅行代金の20％

 旅行開始日の前々日・前日及び当日

 旅行開始後又は無連絡不参加の場合
※ピーク時とは12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

２．旅行中止の場合…ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最

３．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
　　パンフレットに記載された日程に明示された送迎費、宿泊費、食

４．取消料…お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅

取　消　日　区　分

旅行開始日の前日

から起算してさか

のぼって

40日目に当たる日以降

31日目に当たる日まで
無料

30日目に当たる日以降

15日目に当たる日まで
70,000円

旅行企画・実施：株式会社日本旅行 関西企画旅行支店
　観光庁長官登録旅行業第２号　一般社団法人日本旅行業協会正会員
　〒541-0051 大阪市中央区備後町3-4-1 山口玄ビル６階
　総合旅行業務取扱管理者：小嶋　宏幸 　担当：堀内、浅井

　 （営業時間 月～金 10:00～17:30　土日祝 休）
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店・営業所での取引に関する責任者です。この旅行の契約に際し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の取扱管理者にご質問ください。

お申し込み・お問い合わせは

メールでも受付中　kansaios_office@nta.co.jp

企画１８-０７７

TEL:06-6209-0707  FAX:06-6209-0606

ケルン観光(イメージ) 

【旅行期間】２０１８年８月２１日（火）～８月２８日（火）
【最少催行人員】　１０名
【添乗員】同行しませんが、池上正が関西空港から関西空港まで同行します。

【食事】朝食６回、昼食０回、夕食０回
※機内食は除きます。

【ご利用予定航空会社】エコノミークラス利用
ルフトハンザドイツ航空

【ご利用予定ホテル】（ツインルーム、バス・トイレ付）
ホテル・ヴァイデンホフ・デュッセルドルフ

【旅行代金】（2名1室利用・エコノミークラス利用/大人・こども同額）
３５０，０００円

【一人部屋追加代金】　３０，０００円

【申込締切】 ７月３日（火）

☆☆お申込み方法☆☆

・また、申込金の請求がございますので、ご入金お願いいたします。

  又はメール「kansaios_office@nta.co.jp」までお送りください。

・参加希望の方は、別紙お申込書記載の上、FAX「０６-６２０９-０６０６」

■ 募集要項

　＊関西空港施設使用料／３,０４０円、現地空港税／１１,１２０円　　
　　燃油サーチャージ／２３,５８０円（２０１８年５月現在）　が含まれております。

＊）お一人でご参加の場合は、一人部屋(原則としてシングルルーム)利用となり、一人部屋追加代金を申し受けます。

　　また、同伴者が取消となり、お一人参加となった場合も一人部屋追加代金が必要となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


