多くの人気声優たちを輩出してきた声優オーディションツアーが今年も 8 月 21（月）～22 日（火）に開催決定！
演技未経験の方も大歓迎。あなたという原石を審査員たちは待っています！

＜ツアーのポイント＞

① 業界のプロフェッショナルが審査！！
今年も 81 プロデュース、プロダクション・エース、文化放送、日本コロムビア、フライングドッグ、ＫＡＤＯＫＡＷＡ等プロフェッショ
ナルたちが審査員として集結。声優プロダクション、ラジオ局、音楽レーベル、アニメーション制作、出版社の「原石を探すプロ」
が、それぞれの立場から、あなたの持つ可能性をじっくりと見極めます。

② 査員の方々より直接リアルなアドバイスがもらえる！！
このオーディションでなんと言っても人気なのが、審査員と直接話せる「Q&A コーナー」。
例年、予選審査後と本選審査後に設けています。審査員全員から未来へのアドバイスを直接いただけるチャンスです。

≪昨年の賞≫
★81 プロデュース賞：81ACTOR’S STUDIO 特待生 ★日本コロムビア賞：デモレコーディング権
★文化放送賞：デジタルラジオ番組 パーソナリティ権 ★プロダクション・エース賞：演技研究所特待生
★フライングドッグ賞：デモレコーディング権
※該当者なしの場合もございます。
※受賞対象者の方は各賞の内容を履行する意思のある方に限ります。
※また各省受賞された方は WebNewtype 等の取材にご協力いただきます（写真撮影予定）

他

◎旅行条件
１．旅行期間 : ２０１7 年
２．旅行代金(大人お一人様 )

8 月 21 日（月）～

8 月 22 日（火）

1泊2日

利用部屋タイプ

ツイン 2 名 1 室利用お一人様

シングル 1 名 1 室利用お一人様

ご旅行代金

３８，３００円

３９，８００円

宿泊ホテル:東京ベイ有明ワシントンホテル 東京都江東区有明 3-7-11 TEL:03-5564-0111
ツイン利用ご希望で同室希望が無い場合は男女別相部屋とさせていただきます。
初日のみのご参加および日帰りでのご参加はお受けできませんので予めご了承ください。
※旅行条件・旅行代金の基準：この旅行条件は 2017 年 6 月 23 日現在の運賃・料金を基準としています。
３．添 乗 員 : 全行程同行いたします。
４．最少催行人員 : ６０名 (お申込みの合計人数が催行人員に満たない場合、催行中止になることがあります。)
５．募 集 人 員 : １００名 (お申し込みは先着順とさせていただきます。)
６．募 集 締 切 : ７月 2８日（金） ※弊社必着
７．お申込方法：別紙「申込書」を印刷、必要事項をご記入、写真添付のうえ下記住所へご郵送ください。
尚、ご郵送いただきました「申込書」はご返却できませんので予めご了承ください。
８．お申込先：〒１６３－０４２６ 東京都新宿区西新宿２－１－１ 新宿三井ビルディング２６階
㈱JTB コーポレートセールス 新宿第三事業部 営業第一課「ボイスニュータイプ・サマーオーディション係」宛

◎日程表
月日

8/21
(月)

8/22
(火)

時 間
13:45
14:00
14:30
~
19:00
19:30

9:00～
13:00

スケジュール

食

事

東京ベイ有明ワシントンホテル集合
審査員紹介
オーディション予選開始 ※オーディション方法や内容については当日の発表となります。
オーディション予選終了（予定）
夕食 (各自バイキング形式)
夕食後、Ｑ＆Ａタイム
各審査員があなたの疑問・質問に答えます。
業界エキスパートの方々の話を直接聞ける貴重なチャンスです。
＜東京ベイ有明ワシントンホテル泊＞
朝食 (各自バイキング形式)
※8:30 までにチェックアウトをお済ませ下さい
オーディション本選
終了（解散）
：お疲れ様でした

昼: －
夕: ○

朝: ○
昼: －

※ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ方法・課題などの内容は全て当日の発表となります。お問い合わせいただきましても一切お答えできませんのでご了承ください。

ご注意

※必ずお読み下さい

■ツアーのキャンセル・同室希望者の方の名前変更は FAX にて弊社へお知らせください。
※キャンセルされた方の申込用紙は弊社にて破棄させていただきます。写真は返却できません。
■ご入金の際は、必ず参加者の方のお名前でお振込み下さい。
■複数人数分を一緒に振込みされた場合、振込み人の名前に皆様分の名前をご入力下さい。
《お申込方法について》
① 1 人 1 枚参加申込書をご記入下さい。※同室希望がある方は必ずご本人同士、参加の旨をご確認の上
お名前をご記入下さい。
（男女での同室希望はお受けできません）
※基本、洋室相部屋定員利用でのご案内となります。(性別、年齢等を配慮の上、弊社にて部屋割りを
決めさせていただきます)
② 参加申込書を郵送にてお送り下さい。受付は郵送のみになります。
参加申込書ご郵送後、５日以内にお申込金（ご旅行代金全額）を下記指定口座にお振込みください。
振込先口座番号：みずほ銀行 五号支店 普通１２７５６８２ 口座名：㈱JTB コーポレートセールス
※振込手数料は、各自ご負担下さい。
※銀行発行の振込証がお客様の控えとなりますので紛失しないよう大切に保管下さい。
③弊社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時点で正式にお申込み完了および、契約成立となります。
※弊社の予約承諾後、
５日以内にご入金が確認できない場合は予約が無かったものとさせていただく場合が
ございます。
④ご出発の 1 週間前頃（8/14 頃）に詳細のご案内書類をお送りさせていただきます。
ご旅行条件（要約）
お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

旅行条件書（全文）はこちらをご確認いただくことも可能です。http://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/crewdom.asp
●募集型企画旅行契約

この旅行は（株）ＪＴＢコーポレートセールス（東京都千代田区霞が関 3-２-５ 観光庁長官登録旅行業第 1767 号。以下「当社」といいます。
）が企画・実施す
る旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。また、旅行条件は、下記
による他、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（1）所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。
（2）旅行契約は、お客様からのお申込書を受領し、当社が契約の締結を承諾し、お申込金（ご旅行代金全額）を受領したときに成立するものとします。
（3）申込金の額はご旅行代金全額です。（ツイン 2 名 2 室利用の場合 38,300 円、シングル 1 名 1 室利用の場合 39,800 円）
●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から遡って 13 日目にあたる日より前にお支払いください。
●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃、宿泊費、食事代、オーディション参加費用、及び消費税等諸税
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。
）
●個人情報の取扱について
当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、当該オーディショ
ンに関する諸手続き及び運営・進行、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のため
に手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
●特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加
中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。
・死亡補償金：１５００万円・入院見舞金：２～２０万円・通院見舞金：１～５万円・携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あ
たり１０万円を限度とします。）
●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。
契約解除の日
旅行開始日
の前日から
起算してさ
かのぼって

取消料（お１人様）

１．21 日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては 11 日目）

無料

２．20 日目（日帰り旅行にあっては 10 日目）にあたる日以降の解除（３～６を除く）

旅行代金の２０％

３．７日目にあたる日以降の解除（４～６を除く）

旅行代金の３０％

４．旅行開始日の前日の解除

旅行代金の４０％

５．当日の解除（６を除く）

旅行代金の５０％

６．旅行開始後の解除又は無連絡不参加

旅行代金の 100％

●旅行企画・実施について
本旅行およびオーディションの旅行企画・実施は㈱ＪＴＢコーポレートセールスが行っています。

旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業第 1767 号

㈱JTB ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾｰﾙｽ
東京都千代田区霞が関 3-２-５
〒１００-６０５１

お申込み・お問い合わせ先
㈱JTB ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾｰﾙｽ 新宿第三事業部
〒163-0426 東京都新宿区西新宿２-１-1 新宿三井ビルディング 26F
電話：03-5909-8087／FAX：03-5909-8097
『ボイスニュータイプ･サマーオーディション係』
総合旅行業務取扱管理者：横田 浩正
担当：営業第一課 小室、小川（実希）
営業時間 09:30～17:30（定休日：土・日・祝日）

総合旅行業務取扱管理者
とは、お客様の旅行を取扱
う営業所での取引の責任
者です。
この旅行の契約に関し、担
当者からの説明にご不明
な点がありましたら、ご遠
慮なく左記の旅行業務取
扱管理者にご質問下さい。

お一人一枚記入

ボイスニュータイプ・サマーオーディションツアー２０１７ 参加申込書
〒163-0426 東京都新宿区西新宿２-１-1 新宿三井ビルディング 26F
JTB ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾｰﾙｽ 新宿第三事業部「ﾎﾞｲｽﾆｭｰﾀｲﾌﾟｻﾏｰｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ係」 担当：小室・小川（実希） 行き
☆

私は申込書記載の個人データについて、旅行手配等のために必要な範囲での宿泊、運送機関への提供とオーディション審査等のため

お申込み締切日 7 月２８日（金）

に使用することを同意したうえで当該旅行とオーディションに申し込みます。

☆旅行条件書をお読み頂けましたか？

□はい

☆個人情報の取扱について同意しますか？

□はい

ﾌﾘｶﾞﾅ

ご住所

お名前

〒

〔性別：

連絡先
－

男 ・ 女〕

電 話：

(

)

携 帯：

(

)

年

月

生年月日
客室のご希望

同室
希望者名

ツイン

電

旅行中の
緊急連絡先

・ シングル

日（

歳）

話：

お名前：

続柄：

※ﾂｲﾝご希望の方は必ず同行の方と連絡を取り合って、了承のもとでご記入下さい。
（男女での同室希望はお受けできません。
※ﾂｲﾝの客室は限りがございます。ﾂｲﾝが満室の場合ｼﾝｸﾞﾙでのご参加をお願いすることがございます。

応募部門
声優部門のみ

(どちらかに○をつ
けて下さい)

養成所または
プロダクション
への所属／
登録の有無

無
所属/登録
所属/登録
趣味：

・
期間：
先名：

有
↓

声優部門と歌唱部門の両方

※過去も含む

年

月

日～

年

特技：

月

日

資格：

趣味/特技/資格
『声優を目指そうと思ったきっかけは何ですか？』
応募動機①
＊自由に記入下さい
＊選考の参考とします

『将来なりたい声優像を教えてください』
応募動機②
＊自由に記入下さい
＊選考の参考とします

未成年の方は、保護者の署名・捺印を必ずお願いします。
（保護者の方の承諾がない方はご参加いただけません）
上記条件に同意し、参加することを保護者として承認いたします。

保護者署名

※※受賞対象者は、各賞の内容を履行する意志のある方に限ります
※各賞を受賞された方は WebNewtype 等の取材にご協力いただきます（写真撮影予定）

印

写真添付欄

※写真はサービスサイズ以上。添付は１枚で結構です。
（縦・横可）

（☆写真のサイズは選考には一切関係ありません）
※写真の裏面に名前を黒い油性マジックにて必ずご記入ください。
※お送りいただいた写真はお返しできません。予めご了承ください。

