
                                                                                                                                                                            

                                                                         

Wachusett Mountain Ski Resort 
集合・解散場所： Brooklineホリディインホテル前（1200Beacon Street,Brookline） 

＊グリーン Cライン「St Paul」駅下車 徒歩 1 分 
＊お車でお越しの場合、日曜日は空メーターが周辺に多数あり。 

集合・解散時間： 6:45AM集合 7:00AM 出発 6:00PM 頃帰着 
＊スキー場到着後は、終日自由行動 

ツアー参加費： 大人（13才以上）      
子供（6才～12才）      

子供（３才～５才）      

＄140 / 日本人会会員＄130 
＄130 / 日本人会会員＄120 
＄100 / 日本人会会員＄90 

含まれるもの： ・往復バス ・ 日本語添乗員      

・リフト乗り放題券＆レンタル（＄99相当）     

お電話もしくは FAX、メールにてお気軽にお申込み下さい。    
ボストンインターナショナルトラベル 担当： 倉持あい   
TEL/617-713-0070 FAX/617-713-0075 
Email/tour@travel-bit.com 裏面のお申込書のご記入をお願いします。 

★３名様以上のお申込みでお１人様＄5ずつ引き！     
★弊社ツアーのリピーターの方は＄5引き！     

バス利用のみ：  大人（13才以上）＄60  
 子供（6才～12才以上）＄50 
 子供（3才～5 才）＄30*座席有り 



■リフト乗り放題券のみ（スキー又は スノーボード）：大人(13才以上)＄44　子供(6-12才)＄34　子供(5才以下)＄15

■レンタルのみ（スキー又は スノーボード）：大人(6才以上)＄26　子供(5才以下)＄20

■ グループレッスン１～９段階（スノーボードは８段階まで）　※６才以上の方が対象となります。
年齢 レッスン料金

６才以上 $65 ※所要１時間
６才以上 $15 ※所要１時間半
６才以上 $80 ※所要１時間
要確認 1人$55 ※所要１時間

□初心者レッスンのみ、Lower lift(初心者向け)チケット・レンタル・ヘルメット込みです。※レンタルのみレッスン後も利用可能です。

□ レベル１～６は、いずれも１０：３０ＡＭ開始もしくは１：３０ＰＭ開始です。お選び下さい。

□ レベル７以上はプライベートレッスン扱いです。希望開始時間をお知らせ下さい。１０：００ＡＭ～２：００ＰＭの間に限ります。

□ ヘルメットレンタル希望者のみ（６才以上）＄６　※６才未満のお子様はグループ料金設定がない為＄１２となります。

□ 現地参加人数により希望時間帯にご参加頂けない可能性もございます。（最少催行人数３名様以上の為。）

■Ｐｏｌａｒ　Ｋｉｄｓ　Ｐｒｏｇｒａｍ（対象４才～１２才まで）
□  半日（１：００ＰＭ～３：３０ＰＭ）＄６０　□ プログラム用レンタル用品＄２０

年齢・スキルに合わせてスキーもしくはスノーボードを、子供達だけで思いっきり楽しめるプログラムです♪

●　料金、内容、レッスンの時間や詳細は予告なく変更になる場合がございます。
●その他、２時間プライベートレッスン等もございます。レッスンについてのご要望、ご質問がありましたらお気軽にお尋ね下さい。

申込日

お申込者名: ご住所:

電話（ご自宅）: 電話（勤務先）: 携帯（当日緊急用）:

最終日程表のご希望送付先　　[      ]FAX 　番号:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [      ]電子メール 　アドレス:                

お支払い方法　 [     ]小切手　[     ]現金（ご来社のみ）　[     ]カード　　　種類:　　　　　　　　　　番号:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有効期限:　 　　　　／

参加者名（ローマ字） 年齢 日本人会会員？ バスのみ申込み？ スキー/スノボを ツアー費用 オプション小計 合計

才 はい　・　いいえ はい　・　いいえ する　・　しない $ $ $

レンタル [　　 ]必要　 [　　 ]マイスキーを持参[　　 ]不要　　【種類】　スキー  or   スノボー   /     ヘルメット[　　 ]必要[　　 ]不要

アダルトレッスン [　　 ]必要   [　　 ]不要（６才以上） 【種類】Ｂｅｇｉｎｎｅｒ　Ｐａｃｋａｇｅ /  Level ２・３・４・５・６  /   Level ７・８・９

レッスン希望時間10:30am～/1:30pm～　　　　キッズプログラム [　　 ]必要  プログラム用 レンタル [　　 ]必要  [　　 ]不要

参加者名（ローマ字） 年齢 日本人会会員？ バスのみ申込み？ スキー/スノボを ツアー費用 オプション小計 合計

才 はい　・　いいえ はい　・　いいえ する　・　しない $ $ $

レンタル [　　 ]必要　 [　　 ]マイスキーを持参[　　 ]不要　　【種類】　スキー  or   スノボー   /     ヘルメット[　　 ]必要[　　 ]不要

アダルトレッスン [　　 ]必要   [　　 ]不要（６才以上） 【種類】Ｂｅｇｉｎｎｅｒ　Ｐａｃｋａｇｅ /  Level ２・３・４・５・６  /   Level ７・８・９

レッスン希望時間10:30am～/1:30pm～　　　　キッズプログラム [　　 ]必要  プログラム用 レンタル [　　 ]必要  [　　 ]不要

参加者名（ローマ字） 年齢 日本人会会員？ バスのみ申込み？ スキー/スノボを ツアー費用 オプション小計 合計

才 はい　・　いいえ はい　・　いいえ する　・　しない $ $ $

レンタル [　　 ]必要　 [　　 ]マイスキーを持参[　　 ]不要　　【種類】　スキー  or   スノボー   /     ヘルメット[　　 ]必要[　　 ]不要

アダルトレッスン [　　 ]必要   [　　 ]不要（６才以上） 【種類】Ｂｅｇｉｎｎｅｒ　Ｐａｃｋａｇｅ /  Level ２・３・４・５・６  /   Level ７・８・９

レッスン希望時間10:30am～/1:30pm～　　　　キッズプログラム [　　 ]必要  プログラム用 レンタル [　　 ]必要  [　　 ]不要

参加者名（ローマ字） 年齢 日本人会会員？ バスのみ申込み？ スキー/スノボを ツアー費用 オプション小計 合計

才 はい　・　いいえ はい　・　いいえ する　・　しない $ $ $

レンタル [　　 ]必要　 [　　 ]マイスキーを持参[　　 ]不要　　【種類】　スキー  or   スノボー   /     ヘルメット[　　 ]必要[　　 ]不要

アダルトレッスン [　　 ]必要   [　　 ]不要（６才以上） 【種類】Ｂｅｇｉｎｎｅｒ　Ｐａｃｋａｇｅ /  Level ２・３・４・５・６  /   Level ７・８・９

レッスン希望時間10:30am～/1:30pm～　　　　キッズプログラム [　　 ]必要  プログラム用 レンタル [　　 ]必要  [　　 ]不要

■全員分をご記入ください。書ききれない場合は別紙に同内容をご記入下さい。 お申し込み先：ボストンインターナショナルトラベル
■記入方法や料金がご不明な場合はご遠慮無くお問い合わせ下さい。 ＴＥＬ／617－713-0070　ＦＡＸ／617-713-0075

Ｅｍａｉｌ／tour@travel-bit.com　担当:倉持あい
平日９：００ＡＭ～５：３０ＰＭ/土日祝　休業

オプション

現地オプション

オプション

オプション

オプション

初心者（レベル１）
レベル２～６

家族レッスン

名称

2014年スキーツアーお申し込み用紙

レベル７以上

　2014年2月16日出発　　　※個人情報は外部利用しません 。

申込時お支払分

申込時お支払分

申込時お支払分

申込時お支払分


