
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瓢湖の白鳥/1 月頃イメージ：吉村玲一先生撮影  

 

 

冬の裏磐梯/1 月頃イメージ：吉村玲一先生撮影  

 

 

★ご旅行日程：平成 27 年 1 月 20 日（火）【2 泊 3 日】 

1/20 
(火) 

        

     ＜JAL2243＞           <貸切バス>    【美しい大自然と野鳥の撮影】   【シベリアより飛来してきた白鳥と湖や夕景の撮影】 

伊丹空港-――――――新潟空港＝＝＝＝＝＝＝＝福島潟（昼食・撮影）＝＝＝＝＝＝＝瓢湖（撮影・夕景撮影）＝＝＝＝ 
10:25 発              11:30 着                                        ＊日の入 16:52 頃   
                        

＝＝＝＝＝＝＝＝新潟市内(泊) 
                18:30 頃                      宿泊：ホテルサンルート新潟 （バス・トイレ付洋室利用） 

1/21 
(水)  

 

＜貸切バス＞ 【瓢湖にて早朝撮影】           【桧原湖や秋元湖など撮影ポイントへご案内！】 

ホテル＝＝＝＝＝＝瓢湖（早朝撮影）＝＝＝＝＝＝＝＝裏磐梯（昼食・撮影・夕景撮影）＝＝＝＝＝＝＝裏磐梯(泊) 
7:15 発                                         ＊日の入 16:50 頃          18:00 頃 

  

                         宿泊：裏磐梯ロイヤルホテル（バス・トイレ付洋室又は和室利用） 

1/22 
(木) 

    

【早朝撮影/自由参加】ホテルより貸切バスにて出かけます！5:30 頃出発（＊日の出は 6:50 頃になります） 
  

＜貸切バス＞【前日廻れなかったポイントへご案内！】                                 ＜JAL2248＞              

ホテル＝＝＝＝＝＝＝裏磐梯（撮影）＝＝＝＝＝＝＝＝新潟空港周辺（昼食）＝＝＝＝＝＝＝＝新潟空港――――――― 
8:30 再出発                                                     15:05 発                                            

                         

--------------伊丹空港 
        16:15 着 

※天候（積雪）や交通機関・道路事情等により行程や撮影場所が変更となる場合がございます。 

また夕景撮影・早朝撮影は当日の天候条件等により撮影が出来ない場合もございます。予めご了承下さいませ。 

◆◆ジパングプラザより講評会のご案内◆◆ 
ご旅行終了後に日本旅行ジパングプラザ（大阪梅田）にて講評会を行います！ 

＊日 時：2 月 24 日（火）10 時から 12 時まで 

 ＊持参点数：ツアー1 日につき 3 点ほど 

 ＊参加費：無料 

過去にツアーご参加頂いた方や、参加した事が無い方でも自由に見学して頂けますので、 

お知り合いなどお誘い合わせの上、お気軽にお越し下さいませ。 

皆様のご参加をお待ち申し上げております！！ 

1 月 20 日(火) 発 2 泊 3 日 

Haku  

 

★ご旅行代金(大人お一人様) 

2～3 名１室 119,800 円 

1 名１室 127,800 円 

▼最少催行人員 12 名 
▼食事条件 朝 2 昼 3 夕 2 
▼全行程添乗員が同行します。 
▼申込締切日 12/26(金) 

締切日迄に満席の場合もございます。 
4040015-101/111 

★★ツアー担当者より★★ 
今年最初のフォトツアーは東北地方へ出かけます！ 

1 日目は新潟県にございます「白鳥の湖」で有名な瓢湖や、美しい大自然と野鳥たちの撮影を 

お楽しみ頂きます。 

2 日目は一路、福島県裏磐梯へ・・・ 

磐梯山の噴火で誕生した裏磐梯には、桧原湖や秋元湖など撮影ポイントが沢山ございます。 

自然の力を感じながら雪の山々や湖の風景の撮影をお楽しみ頂きます。 

個人ではなかなか行けないこのコースを吉村先生と一緒に撮影へ出かけてみませんか！！ 

               



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ご旅行日程 平成２7 年 2 月 16 日（月）【１泊２日】 

2/16 

（月）  

＜くろしお 3 号＞          ＜貸切バス＞   【高さ・水量共に日本一】            

新大阪 天王寺 紀伊勝浦＝＝＝＝＝＝＝那智の滝（撮影）＝＝＝＝＝＝ 
9:03    9:21          12:51                       

    ＊車内にてお弁当をご用意しております  
    

     【太平洋の大海原と灯台】 

＝＝＝＝潮岬（夕景撮影）＝＝＝＝ ＝＝串本温泉(泊) 
＊日の入 17:43 頃          18:45 頃           串本ロイヤルホテル（バストイレ付洋室利用） 

2/17 

（火） 

      ＜貸切バス＞   【海霧の幻想的な風景の撮影】               【大小 40 余りの岩柱】 

ホテル＝＝＝＝＝荒船海岸（早朝撮影）＝＝＝ホテル（朝食）＝＝＝＝＝橋杭岩（撮影）＝＝＝＝＝ 

 5:30 頃       ＊日の出 6:40 頃         8:45 頃再出発 

＊海霧の見頃 11 月上旬～3 月上旬            

  【冬の荒波を撮影】                               【白浜の荒波を撮影】 

＝＝＝＝海金剛（撮影）＝＝＝＝＝すさみ（昼食）＝＝＝＝＝三段壁又は千畳敷（撮影）＝＝＝＝ 
                                           

            ＜くろしお 28 号＞ 
＝＝＝＝＝＝＝＝白浜 天王寺 新大阪 

           16:25            18:32      18:52 

※交通事情・天候等により撮影場所や行程は、変更となる場合がございます。 

また夕景や朝景撮影は当日の気温・天候条件等により撮影ができない場合もございます。予めご了承ください。 

※2 日目の早朝撮影は、当日の体調でご自由にご参加頂けます。 

 

  

★ご旅行代金(大人お一人様) 

２名～3 名 

１室 
55,800 円 

１名１室  59,800 円 
▼最少催行人員 15 名 
▼食事条件 朝１ 昼２ 夕１ 
▼全行程添乗員が同行します。 
▼申込締切日 1/23(金) 

締切日迄に満席の場合もございます。 
4040015－121/131 

2 月 16 日(月) 発 1 泊 2 日

Haku  

 

海霧の荒船海岸(早朝)1 月頃/イメージ：串本観光協会提供 

海金剛(通年)/イメージ：串本観光協会提供 

◆ツアー担当者より◆ 

今回は冬の底冷えするこの時期にしか見れない

幻想的な風景「荒船海岸の海霧」の撮影へ出かけ

ます！また潮岬の夕景撮影や、大小 40 余りの 

岩柱が 850m の列をなしている「橋杭岩」、鋭く

切り立った岩礁に荒波が砕け散る迫力満点の 

「海金剛」へも出かけます。寒い時期ではござい

ますが、雄大な自然の海景撮影へ吉村先生と一緒

に出かけてみませんか！！ 

       ◎フォトツアーに関するご案内◎（下記のお申込みに関するご案内もお読みください） 
▼おなじみの吉村玲一先生が同行・指導いたします。ご旅行終了後、日本旅行ジパングプラザ（大阪梅田）にて講評会を行います。 
▼ご旅行代金に含まれるもの：パンフレットに記載された日程に明示された交通費、食事代、入場料、消費税等諸税及び添乗員、 

講師の同行費用が含まれます。旅行日程に記載のない交通費等の諸費用及び旅行傷害保険、個人的性質の諸費用は含まれません。  
▼当日の天候や被写体状況により、行程は変更となることもございます。 

ご案内●吉村玲一先生が怪我や病気等のやむを得ない事情により旅行に同行できなくなった場合は、当社は旅行の催行を中止し、旅行代金をお客さまに全額返金します●  

 
＊＊＊＊お申し込みのご案内＊＊＊＊ 
 この旅行は、㈱日本旅行（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

画旅行契約を締結していただくことになります。 

１．お申込み方法と契約の成立 

（１）当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、下記のお申込金

を添えてお申込み下さい。お申込金は、旅行代金、取消料、または

違約料の一部または全部として繰り入れます。 

  旅 行 代 金 の 額   申込金（おひとり） 

旅行代金が 10 万円以上 30,000 円以上旅行代金まで 

旅行代金が５万円以上 10 万円未満 20,000 円以上旅行代金まで 

旅行代金が２万円以上５万円未満 10,000 円以上旅行代金まで 

旅行代金が２万円未満 4,000円以上旅行代金まで 

（２）契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立

いたします。 

（３）団体、グループ(家族)の代表者を契約責任者として契約の締結及

び解除に関する取引を行います。 

（４）旅行代金は旅行出発日の 15 日前までにお支払いいただき 

  ます。 

２．旅行中止の場合…ご参加のお客様が当パンフレットに明示し  

た最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合

があります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ

て 13 日目（日帰りは 3 日目）に当たる日より前に連絡させていた

だき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。 

３．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの 

パンフレットに記載された日程に明示された交通費、食事代、入

場料、消費税等諸税及び添乗員、講師同行費用が含まれます。旅行

日程に記載のない交通費等の諸費用及び個人的性質の諸費用は含

まれません。 

 

４．取消料…お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅

行契約を解除することができます。なお、取消日とは、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。 

取 消 日 区 分(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 取消料(宿泊付) 取消料(日帰り) 

２１日目に当たる日まで 無料 無料 

２０日目に当たる日以降～１１日目に当たる日まで ２０％ 無料 

１0 日目に当る日以降～８日目に当たる日まで 旅行代金の 20％ 

７日目に当る日以降～２日目に当たる日まで 旅行代金の 30％ 

旅行開始日の前日 旅行代金の 40％ 

旅行開始日当日 旅行代金の 50％ 

旅行開始後又は 無連絡不参加の場合 旅行代金の全額 

５．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、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変

更若しくは旅行中止・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらの

ために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止・運送、宿泊機関の

事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅

行の中止・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・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日

程の変更若しくは目的地・滞在時間の短縮 

６．特別補償…お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は

手荷物に被られた一定の損害については、当社の故意、過失の有無

にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、補償金及び見舞

金をお支払いします。 

７．旅程保証…当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、

当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部第 29条別表二欄）に 

 

掲げる重要な変更が生じた場合は、同条に定めるところにより変更補償金

をお支払いします。 

８．個人情報の取り扱い 

（１）当社及び受託旅行会社は旅行申込の際にご提供頂いた個人情報

についてお客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配およびそれらのサ

ービスの受領のために必要な範囲内で利用させて頂きます。 

（２）当社、当社グループ会社および販売店では、①取扱商品、ｻｰﾋﾞ

ｽ等のご案内 ②ご意見、ご感想の提供・ｱﾝｹｰﾄのお願い ③統計資料

の作成。にお客様の個人情報を利用させて頂く事があります。 

（３）このほか当社の個人情報の取り扱いに関する方針等については

ホームページ（ http://www.nta.co.jp )でご確認下さい。 

（４）当社は、お客様のお買い物等の便宜のために、免税店等に電子的

方法等によりお客様の個人情報を提供します。なお、これらの事業者への

個人情報の提供の「停止」を希望される場合は、お申込み窓口に出発の１

０日前までにお申し出下さい。 

９．その他 このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、 

平成 26年 1月付現在を基準としています。 

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込み下さい 

 

 

 

西 J4040015-101 
総合旅行業務著扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明 

ご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱い管理者にお尋ね下さい。 

★お申込は下記まで★ 

㈱日本旅行 ジパングプラザ 
（営業時間：月～金曜 １０：００～１７：００ 定休日:土日祝） 
ＴＥＬ：０６－７６６４－８２７７ 

ＦＡＸ：０６－７６６４－８２８８ 

〒530-0001 大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第４ビル 24階 
総合旅行業務取扱管理者：森本 利明 お問合わせ･ご予約はお気軽に 

  

旅行企画実施：㈱日本旅行 西日本営業本部 
〒530-0001 大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第４ビル 24階 

観光庁長官登録旅行業第 2 号 (社)日本旅行業協会正会員／ ボンド保証会員 

 


