
申込日　　　　　年　　　　月　　　　日（ 新規 ・ 変更 ）

※　太枠内はすべてご記入ください

　□ 遠足　□ 修学旅行

　□ その他（　　　　　　　）

〒　　　　　- 　ＴＥＬ（　　　　　　　）　　　　　-

　ＦＡＸ（　　　　　　　）　　　　　-

入園　　　　： 退園　　　　：

障害者人数→

※下段に障害者の方の人数をご記入ください。 ※添乗員・カメラマンは無料です。

 □ 貸切バス（バス会社名： ）・・・・大型バス（　　　　）台・マイクロバス（　　　　）台

 □ 施設・園バス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大型バス（　　　　）台・マイクロバス（　　　　）台

 バスＰに駐車（　する　・　送迎のみ　） ※ 該当箇所を○で囲んで下さい。

 □ ワゴン車【８人乗り以下】（　　　　）台　　□ 自家用車（　　　　）台  □ 徒歩

 ※ 一般車は北口駐車場となります。  □ 公共機関

希望日　　　　月　　　　日　　　　時　　　名 （申込受付後、３名様まで入園料無料 ※駐車料金600円は必要です）

希望する（数の記入をお願いします）　・　しない

　※１　バスでお越しの際に駐車する場合は、本申込書で貸切バス専用駐車場の枠押さえ（予約）となります。送迎のみは駐車できませんのでご了承ください。

　※２　仮入園券は一団体様につき、入園口、到着時間が本体と異なる場合に必要です。券の使用については係にお尋ね下さい。

　※３　予約が必要になります。別途お問い合わせ下さい。一団体様につき①～④のうち一枠までとさせていただきます。

　※４　バックヤードツアー・小動物のふれあい体験・主要動物ガイドツアー・バードガイドツアーよりお選び下さい。予約はご来園の1週間前までとさせていただきます。

　※　入園中の緊急連絡先として引率責任者のお名前と携帯電話番号のご記入をお願い致します。

（　　　　　　　　）　　　　　　　－

備考

旅行（バス）会社

〒　　　　　- 　ＴＥＬ（　　　　　　　）　　　　　-

　ＦＡＸ（　　　　　　　）　　　　　-

　現金　・　クーポン

到津の森公園　団体受付係 ●受付時間　９：００～１７：００

〒803-0845 北九州市小倉北区上到津４－１－８ TEL.093-651-1895　FAX.093-651-1917
　※　休園日　火曜日（祝日の場合は翌日）シーズンで変更もありますのでご確認下さい。

　※　個人情報は目的の範囲内で扱い、第三者に提供するものではありません。

　※　入園料の精算は入園時にお済ませください。

到津の森公園入園申込書（兼 団体料金減免申請書）

フリガナ 目的

団体名

代表者名 担当者名

㊞

住所

入園日
年　　　　月　　　　日（　　　　） 予定滞在時間 ～

延期の予定　あり（　　　月　　　日）・なし 入園口 北ゲート・南ゲート・子どもホール・現地集合

カメラマン大人
入園者人数

園児
小学生 中高生 教職員

３才以下 ４才以上
年長者 付添 小計 合計 添乗員

ご来園方法
（※1）

□にチェック(ㇾ)を
お願いします。

バ
ス
Ｐ

料金

下記（※4）より、お選び下さい。 （ヤギ　　　皿）・ゾウ（　　　ヶ）・ニホンザル（　　　ヶ）

下見

仮入園券（※2） 　あり　・　なし 森の音楽堂（※3） 申込み
①

9:30 ～ 11:00
②

11:00～12:30

１台 1,000円／日

一
般
Ｐ 料金 １台 600円／日

受付

／

引率責任者名 入園時連絡先

支店名 担当者

住所

お支払い
※お支払いは来園時入園口にて現金でお願いします。
※クーポンの使用は観光券契約を締結した会社のみに限ります。

③
12:30～14:00

④
14:00～15:30

⑤なし

有料プログラム
（１週間前までに）

希望する（　　　　　　　　　　　　）　・　しない エサやり
(1週間前までに)

1つ100円



申込日　　　　　年　　　　月　　　　日（ 新規 ・ 変更 ）

※　太枠内はすべてご記入ください

　□ 遠足　□ 修学旅行

　□ その他（　　　　　　　）

〒○○○-×××× 　ＴＥＬ（　○○○　） ××× - △△△△

○○市・・・・・・ 　ＦＡＸ（　○○○　） ××× - △△△△

入園　 00 ： 00 退園 　00 ：  00

障害者人数→

※下段に障害者の方の人数をご記入ください。 ※添乗員・カメラマンは無料です。

 □ 貸切バス（バス会社名： ○○観光 ）　・・・・大型バス（　　2　　）台・マイクロバス（　　　　）台

 □ 施設・園バス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大型バス（　　　　）台・マイクロバス（　　　　）台

 バスＰに駐車（　する　・　送迎のみ　） ※ 該当箇所を○で囲んで下さい。

 □ ワゴン車【８人乗り以下】（　　　　）台　　□ 自家用車（　　　　）台  □ 徒歩

 ※ 一般車は北口駐車場となります。  □ 公共機関

希望日　△　月　 △　日　×　時　 3　名 （申込受付後、３名様まで入園料無料 ※駐車料金600円は必要です）

希望する（数の記入をお願いします）　・　しない

　※１　バスでお越しの際に駐車する場合は、本申込書で貸切バス専用駐車場の枠押さえ（予約）となります。送迎のみは駐車できませんのでご了承ください。

　※２　仮入園券は一団体様につき、入園口、到着時間が本体と異なる場合に必要です。券の使用については係にお尋ね下さい。

　※３　予約が必要になります。別途お問い合わせ下さい。一団体様につき①～④のうち一枠までとさせていただきます。

　※４　バックヤードツアー・小動物のふれあい体験・主要動物ガイドツアー・バードガイドツアーよりお選び下さい。予約はご来園の1週間前までとさせていただきます。

　※　入園中の緊急連絡先として引率責任者のお名前と携帯電話番号のご記入をお願い致します。

備考

旅行（バス）会社

〒　　　　　- 　ＴＥＬ（　　　　　　　）　　　　　-

　ＦＡＸ（　　　　　　　）　　　　　-

　現金　・　クーポン

到津の森公園　団体受付係 ●受付時間　９：００～１７：００

〒803-0845 北九州市小倉北区上到津４－１－８ TEL.093-651-1895　FAX.093-651-1917
　※　休園日　火曜日（祝日の場合は翌日）シーズンで変更もありますのでご確認下さい。

　※　個人情報は目的の範囲内で扱い、第三者に提供するものではありません。

　※　入園料の精算は入園時にお済ませください。

住所

お支払い
※お支払いは来園時入園口にて現金でお願いします。
※クーポンの使用は観光券契約を締結した会社のみに限ります。

受付

／

引率責任者名 ○○　△△ 入園時連絡先 （　○○○　）　△△△△　－　××××

支店名 担当者

②
11:00～12:30

③
12:30～14:00

④
14:00～15:30

⑤なし

有料プログラム
（１週間前までに）

希望する（ 小動物のふれあい体験 ）　・　しない エサやり
(1週間前までに)

1つ100円下記（※4）より、お選び下さい。 （ヤギ 15　皿）・ゾウ（　15　ヶ）・ニホンザル（　2　ヶ）

下見

仮入園券（※2） 　あり　・　なし 森の音楽堂（※3） 申込み
①

9:30 ～ 11:00

2

ご来園方法
（※1）

□にチェック(ㇾ)を
お願いします。

バ
ス
Ｐ

料金 １台 1,000円／日

一
般
Ｐ 料金 １台 600円／日

添乗員 カメラマン
３才以下 ４才以上

15 30 5 35 2 87
89 2

2

大人 年長者 付添 小計 合計
入園者人数

園児
小学生 中高生 教職員

入園日
○○年　 △ 　月　 △ 　日（　 ☓ 　） 予定滞在時間 ～

延期の予定　あり（　　　月　　　日）・なし 入園口 北ゲート・南ゲート・子どもホール・現地集合

代表者名 ○○　△△ 担当者名 ○○　△△ 

住所

到津の森公園入園申込書（兼 団体料金減免申請書）

フリガナ 目的

団体名 ○○幼稚園 ㊞印

✔

✔

記入例


