
クラウンキャンプ木曽 2022 実施要項 

このクラウンキャンプの実施要綱をお読みになってから、お申し込みください。 
お申込みをいただいた時点で、下記の要綱にご同意いただいたものとします。 

【プログラムについて】 

 プログラム  
 主催：クラウン劇団 OPEN SESAME、 
 共催：木曽広域連合木曽文化公園 
 後援：ウィスコンシン大学クラウンキャンプ 

 ホール公演、アウトリーチ・パフォーマンス 
 主催：木曽広域連合木曽文化公園 

 クラウンキャンプ木曽がオフィシャルに撮影する写真や動画の著作権は、クラウン

キャンプ木曽とクラウン劇団 OPEN SESAME に帰属します。 
 クラスの最終的なスケジュールは、10 月上旬までに決まります。お申し込みいただ

いた方にそれぞれお送りするとともに、サイト上にもアップする予定です。 
 キャンプの会期中に、事情によりクラス、講師、教室などが変更になる場合があり

ます。 
 クラウンキャンプ木曽はプログラム中のいかなる事故についても責任を負いません。 

【参加資格について】 

 こどもも参加することはできますが、特に「こども向け」のクラスはありません。 
 18 才以下の方は、保護者または保護者に相当する付添いの方の同伴が必要です。 
 同伴される付添いの方は、お申し込みフォームをお送りください。「付添いビジタ

ー」・「プログラム参加」のどちらでもお申し込みいただけます。 

【お申込みについて】 

 お申し込みは、サイトからのお申し込み、または FAX でのお申し込みができます。 
 お申し込みは、申し込み用紙をお送りいただき、事務局から確認のご連絡、参加費

のお振込みが完了した時点で、確定いたします。 
 申込用紙をお送りいただくだけでは完了しませんのでご注意ください。 
 受付締め切り前でも、定員になった時点で受付を終了することがあります。 

【料金区分について】 

 早割り料金適用期間 ---------------------- 募集開始～9 月 15 日 
 スタンダード料金適用期間 ------------- 9 月 16 日～10 月 10 日 
 滑り込み料金 ------------------------------- 10 月 11 日以降 

【お支払いについて】 

 事務局から、料金、お支払方法についてお送りしますのでご連絡を待ってご入金く

ださい。 
 一括全納は、事務局からのご連絡の 1 週間以内にご入金ください。ご入金確認をも

ってすべての手続きが完了いたします。 



クラウンキャンプ木曽 2022 実施要項 

 2 回分割払い 
 料金はスタンダード料金となります。 
 1 回目：事務局からのご連絡の 1 週間以内に料金の 50 パーセント 
 2 回目：10 月 12 日までに残金 

 2 回分割の方は、2 回目のお支払いが 10 月 12 日までに完了しなかった場合、料金

が「スタンダード」から「滑り込み」に変わりますのでご注意ください。 

【キャンセルについて】 

 理由にかかわらず下記のキャンセル料が発生します。 
 10 月 5 日まで 事務手数料の 10,000 円を差し引いた残額をご返金 
 10 月 14 日まで お申込みいただいたプログラム料金の 50％ 
 10 月 15 日以降 お申込みいただいたプログラム料金の 100％ 

【その他】 

 付添・ビジター同伴の方は、授業に出ることはできませんが、アクティビティに同行し

たり、パフォーマンス・ショーなどを見ることができます。 
 ご自宅から現地までの交通費は参加者のご負担となります。 
 その他ご不明な点は、お気軽にお問合わせください。 

【コロナウイルス感染症拡大関連について】 

 状況による施設の閉鎖、関係者に感染者が出た場合などの対応については随時、web 上

で情報をアップいたします。 
 プログラムに重篤な影響が出る場合に限り、参加申込者に個別にご連絡いたします。 

クラウンキャンプ木曽 事務局 

140-0013 品川区南大井 6-7-7-302 
TEL 03-3762-1535 
FAX 03-6410-8996 

メール info@op-sesame.com 
https://www.clowncampkiso.net 



クラウンキャンプ木曽　参加申し込み書 *申し込み日 月 日

*は必須項目です。 2022年版

FAX　03-6410-8996

ふりがな 生年月日 　　　　年　　　月　　　日 才

氏名* ふりがな*

クラウンネーム
　　(あれば）

ふりがな

郵便番号*
〒

携　　帯*

住所*

TEL* FAX

メール　PC

メール　携帯

□　三河屋（3人～5人1部屋） □　宿泊なし ルームメイトのご希望があればお書きください。

宿泊* □　三河屋（シングル） □　付添・ビジター

□　ヒルトップ（ツイン）

□　ヒルトップ（シングル）

□空いていればどこでも

□　おとな □　早割 （～9/15）

　区　　分* □　18歳以下 □　スタンダード （9/16～10/10）

□　木曽郡内 □　すべりこみ  (10/11～）

18才以下の方* 保護者名 TEL

住所 続柄

□一括全納

□2回分納 ※分納の方は一律はスタンダード料金の適用となります。お支払いは、

・1回目：　お申込から一週間以内に ------- 料金の50パーセント

・2回目：　事務局指定の期日までに ------- 残金

・定員を超えた場合は先着順の受付となります。

・プログラム中のいかなる事故についてもクラウンキャンプは責任を負いません。

□ 実施概要に同意の上、クラウンキャンプ木曽を申し込みます。

保護者名 申込する方の名前 印

TEL　03-3762-1535　FAX　03-6410-8996
有限会社at SESAME    〒140-0013　品川区南大井6-7-7-302

お支払方法*

※お申し込みの時点ではスタンダード料金も、10月12日以降は滑り込み料金となります。

クラウンキャンプ木曽事務局 　　行

（付添・ビジター、18歳以下の方は同伴者と同室とな
ります。）



クラウンキャンプ木曽 *申し込み日 月 日

ポスト・プログラム　参加申し込み書 2022年版

FAX　03-6410-8996 *は必須項目です。

ふりがな 生年月日 　　　　年　　　月　　　日 才

氏名* ふりがな*

クラウンネーム
　　(あれば）

ふりがな

郵便番号*
〒

携　　帯*

住所*

TEL* FAX

メール　PC

メール　携帯

□　ツイン：2人-1室 ルームメイトのご希望があればお書きください。

宿泊* □　シングル：1人1室 （付添・ビジター、18歳以下の方は同伴者と同室となります。）

ヒルトップ □　宿泊なし

□　付添・ビジター同伴

□　おとな □　早割 （～9/15）

　区　　分* □　18歳以下 □　スタンダード （9/16～10/10）

□　木曽郡内 □　すべりこみ  (10/11～）

18才以下の方* 保護者名 TEL

住所 続柄

□一括全納

□2回分納 ※分納の方は一律はスタンダード料金の適用となります。お支払いは、

・1回目：　お申込から一週間以内に ------- 料金の50パーセント

・2回目：　事務局の指定期日までに ------- 残金

・定員を超えた場合は先着順の受付となります。

・プログラム中のいかなる事故についてもクラウンキャンプは責任を負いません。

□ 実施概要に同意の上、クラウンキャンプ木曽を申し込みます。

保護者名 申込する方の名前 印

TEL　03-3762-1535　FAX　03-6410-8996
有限会社at SESAME    〒140-0013　品川区南大井6-7-7-302

お支払方法*

※お申し込みの時点ではスタンダード料金でも、10月12日以降は滑り込み料金となります。

クラウンキャンプ木曽事務局 　　行

　通しで参加をご希望の方は、こちらにチェックを入れてください。　□通し参加希望



クラウン・キャラバン南木曽　参加申し込み書 *申し込み日 月 日

クラウンキャンプ木曽2022年版

FAX　03-6410-8996

*は必須項目です。

ふりがな 生年月日 　　　　年　　　月　　　日 才

氏名* ふりがな*

クラウンネーム
　　(あれば）

ふりがな

郵便番号*
〒

携　　帯*

住所*

TEL* FAX

メール　PC

メール　携帯

□　三河屋（3人～5人1部屋） □　宿泊なし ルームメイトのご希望があればお書きください。

宿泊* □　三河屋（シングル） □　宿泊は自分で手配

□　ヒルトップ（ツイン） □　付添・ビジター

□　ヒルトップ（シングル）

□空いていればどこでも

□　おとな

　区　　分* □　18歳以下

□　木曽郡内

18才以下の方* 保護者名 TEL

住所 続柄

・定員を超えた場合は先着順の受付となります。

・プログラム中のいかなる事故についてもクラウンキャンプは責任を負いません。

□ 実施概要に同意の上、クラウンキャンプ木曽を申し込みます。

保護者名（18才未満のみ） 申込する方の名前 印

TEL　03-3762-1535　FAX　03-6410-8996

クラウンキャンプ木曽事務局 　　行

（付添・ビジター、18歳以下の方は同伴者と同室とな
ります。）

備考

有限会社at SESAME    〒140-0013　品川区南大井6-7-7-302

メッセージなどありましたらお書きください。
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