FCバルセロナスプリングキャンプ 2019 参加要項
川崎デイキャンプ
1 富士通スタジアム川崎
（神奈川県川崎市川崎区富士見 2-1-9）

2 日間

3/25 月 〜 3/26 火

通いプラン：
宿泊プラン：

￥48,600 （税込）
￥61,020 （税込）

横浜インテンシブキャンプ
2 横浜
FC 東戸塚フットボールパーク（神奈川県横浜市戸塚区品濃町1527）

1 日間

3/27 水

通いプラン：

￥32,400 （税込）

奈良デイキャンプ
3 HOS
生駒北スポーツセンター ( 奈良県生駒市高山町 166-2)

3 日間

3/29 金〜 3/31 日

通いプラン：
宿泊プラン：

￥82,080 （税込）
￥115,560 （税込）

奈良イブニングキャンプ
4 HOS
生駒北スポーツセンター ( 奈良県生駒市高山町 166-2)

3 日間

3/29 金〜 3/31 日

通いプラン：

￥39,960 （税込）

浜松デイキャンプ
5 オイスカ高等学校
（静岡県浜松市西区和地町 5835）

3 日間

4/2 火〜 4/4 木

通いプラン：
宿泊プラン：

￥82,080 （税込）
￥115,560 （税込）

川崎インテンシブキャンプ
6 富士通スタジアム川崎
（神奈川県川崎市川崎区富士見 2-1-9）

2 日間

4/6 土 〜 4/7 日

通いプラン：
宿泊プラン：

￥64,800 （税込）
￥77,220 （税込）

■お申込み手続きの流れ

STEP1.

STEP2.

ＦＣバルセロナキャンプ公式ホー
ムページで参加申し込み（エント
リー）の手続きを行います。

エントリー後に自動返信メールに
て「参加申込書兼保護者同意書」
提出フォームの URL をお知らせ
します。フォームにアクセスい
ただき、必要事項をご記入の上、
フォームを送信下さい。

キャンプ公式 HP で
参加申し込み（エントリー）

http://www.fcbcamp.cat/japan/

参加申込書兼保護者同
意書フォームのご提出

オンラインフォームで提出できな
い方はキャンプ事務局までご連絡
ください。

STEP3.

STEP4.

キャンプ参加費
のお支払い ※銀行振込の場合

お申込み完了→
詳細のご案内
「参加申込書兼保護者同意書」の
ご提出およびキャンプ参加費のお
入金の確認を持ちまして、正式に
お申し込みが完了となります。

「参加申込書兼保護者同意書」受
領のお知らせメールにて振込先の
銀行口座をご案内させていただき
ます。指定の期日までにキャンプ
参加費をお振込みください。

お申込み完了後、キャンプ開催１
週間前までに集合場所・持ち物な
どの詳細をご案内する「キャンプ
最終案内」をメールにて送付いた
します。

※ ク レジットカード決済の方は「参加申込

書兼保護者同意書」の提出を確認次第、
決済処理を行います。
※ 各種割引適用の方は、割引後の金額での
ご入金案内をメールにて送付いたしま
す。

ＦＣバルセロナキャンプ参加条件書
【参加対象】
男女問わず、新小学 1 年生以上新中学 1 年生まで
※ はじめてバルセロナキャンプに参加される方はスクールでのサッカー経験 2 年以上、もしくはクラブ
チームでのサッカー経験 1 年以上の方に限ります。
※ 使用するボールは 4 号球となります。
【保護者の皆様へ】
本イベントは未成年者のご参加となりますので、お申し込みされる際に保護者の方の同意が必要となり
ます。別途保護者同意書をご提出ください。
本イベントは雨天決行となります。但し、天変地異等で参加者の安全に危害がおよぶ恐れがある場合は、
プログラムを一部変更したり、中止とする場合がございます。その判断につきましては、FC バルセロ
ナコーチ及び、主催者の協議に基づき決定させていただきます。
キャンプ開催中にメディア等の取材が予告なく入ることがございます。雑誌、TV、公式サイト等に参加
者の写真・映像がお断りなく掲載される可能性がございますので、予めご了承下さい。

１．お申し込み方法と契約の成立
（1）当社所定の参加申込書 兼 保護者同意書の提出と、参加料金を
お振込下さい。参加料金は、キャンプ参加代金、取消料、又は
違約料の一部又は全部として繰り入れます。
（2）
契約は、当社が契約の締結を承諾し参加申込書兼保護者同意
書と参加料金を受理した時に成立いたします。
（3）
キャンプ参加代金は所定期限内にお支払いいただきます。
２．キャンプ中止の場合
ご参加のお客様が当ホームページに明示した人数に満たない場合、
当社はキャンプの催行を中止する場合があります。この場合、キャ
ンプ開始日の前日からさかのぼって１３日目に当たる日より前に連
絡させていただき、お預かりしているキャンプ参加代金の全額をお
返しします。
３．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、当社は賠償の
責任を負いません。
• 天災地変、気象状況、暴動、不測の事態又はこれらのために生
ずるイベント日程の変更若しくは中止
• 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
中毒、盗難

【参加要項】
〇通いプランの料金に含まれるもの
トレーニング、スペイン語講座（横浜インテンシブ除く）
、バルセロナ特別授業
＜食事＞
昼食 1 回（川崎デイ・横浜インテンシブ）
、昼食 3 回（奈良デイ・浜松デイ）
＜トレーニングキット＞
トレーニングシャツ・パンツ・ソックス・ジムサック
〇宿泊プランの料金に含まれるもの
上記の通いプラン参加要項に以下のサービスが付加されます。
＜食事＞
朝食・夕食 1 泊分（川崎デイ）
、朝食・夕食 2 泊分（奈良デイ・浜松デイ）
、朝食・夕食 1 泊分・昼食（川
崎インテンシブ）
＜宿泊先＞
川崎：調整中、横浜：調整中、奈良：生駒山麓公園、浜松：オイスカ高校大和寮

４．個人情報及び肖像の取り扱い
FC バルセロナキャンプを主催する株式会社アメージングスポーツ
ラボジャパンは、
イベント申込みの際にご提供いただいた個人情報、
または肖像について以下の用途に利用させていただきます。

キャンプ参加代金に含まれないもの
• 募集要項に明示のない交通費等の諸費用及び個人的な性質の諸
費用は含まれません。
• 傷害、疾病の際の医療費

（1）
本事務局とお客様との連絡（緊急時の連絡を含む）
（2）
本イベントの宿泊部分を担当する株式会社ジャパン・スポー
ツ・プロモーション及び株式会社日本旅行及び株式会社アメー
ジングスポーツラボジャパンの宿泊先手配のため
（3）
本キャンプに参加された方への今後の活動案内
（4）
当キャンプに関わる企業のＨＰ、メディア（TV、雑誌等）
、広告、
活動案内等のスナップ写真掲載のため

６．キャンセル料
お客様は、次のキャンセル料をお支払いいただくことによりキャン
プ参加契約を解除することができます。尚、キャンセル日とは、お
客様が当社の営業日、営業時間内に解除する旨をお申し出いただい
た日とします。

５．キャンプ参加代金に含まれるもの・含まれないもの
キャンプ参加代金に含まれるもの
• 要項に明示された食事料金、座学並びにサッカー指導料
• トレーニングキット一式 ( ジャージ上・シャツ・パンツ・ソッ
クス・ジムサック )
• ホテル・旅館（２名以上部屋利用予定）に宿泊される場合は宿泊
費として規定されている料金 ＊宿泊ホテル手配は旅行会社が行
います。
※ 上記料金は、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻
しいたしません。予めご了承下さい。

キャンセル日区分
キャンプ開始日
の前日から
起算して
さかのぼって

FCバルセロナキャンプ事務局

株式会社アメージングスポーツラボジャパン 担当：堀口（ほりぐち）・梶本（かじもと）
〒 630-0101 奈良県生駒市高山町 166-2 HOS 生駒北スポーツセンター バルサアカデミー奈良校内

TEL：0743-84-6560 FAX：0743-78-3622
営業時間 平日㊊〜㊎ 11:00-16:00 土日祝休業

キャンセル料

21 日目にあたる日まで

無料

20 日目にあたる日以降
8 日目にあたる日まで

キャンプ代金の 20%

7 日目にあたる日以降
2 日目にあたる日まで

キャンプ代金の 30%

キャンプ開始日の前日

キャンプ代金の 40%

キャンプ開始日の当日

キャンプ代金の 50%

キャンプ開始後または無連絡不参加の場合

キャンプ代金の全額

