
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂元の棚田(9 月頃))/イメージ  開聞岳と長崎鼻/イメージ  

★ご旅行日程：平成 27 年 9 月 15 日（火）【2 泊 3 日】 

9/15 
(火) 

        

          ＜のぞみ 1 号＞         ＜さくら 407 号＞         ＜貸切バス＞  【JR 日本最南端の駅と開聞岳の撮影】       

新大阪・新神戸 ＝＝＝＝＝＝＝＝西大山駅周辺（撮影）＝＝＝＝＝  
8:24 ・ 8:38   普通車・指定席  10:53/11:01 普通車・指定席   12:37              

                      *車内にてお弁当をご用意しております                 
 

        【薩摩半島の南端にそびえる開聞岳や長崎鼻の夕景など】 

＝＝＝＝＝＝＝開聞岳・長崎鼻（撮影・夕景撮影）＝＝＝＝＝＝＝指宿温泉(泊) ＊夕食：宴会場にて和会席 
                       ＊日の入 18:21 頃             19:15 頃  

宿泊：指宿コーラルビーチホテル（バス・トイレ付洋室又は和室利用） 

9/16 
(水) 

 

＜貸切バス＞        ＜フェリー＞               【野生馬が生息する草原岬と彼岸花のコントラスト！】 

ホテル＝＝＝＝＝＝＝山川港～～～～～～～～～根占港＝＝＝＝＝＝＝＝都井岬（昼食・撮影）＝＝＝＝＝＝＝＝ 
7:30 発          8:00   普通・2 等     8:50 頃          ＊彼岸花見頃：9 月中旬から下旬 

＊朝食：広間にて和食 
      【大小の島々が点在する無類の景勝地】 

＝＝＝＝＝＝＝道の駅なんごう（撮影）＝＝＝＝＝＝＝＝＝日南海岸(泊)  ＊夕食：レストランにて洋食コース 
                            16:00 頃 宿泊：日南海岸南郷プリンスホテル （バス・トイレ付洋室利用）  

9/17 
(木) 

    

【早朝出撮影/自由参加】ホテルより(5:30 頃出発)送迎バスにて有用植物園へ向かいます！（＊日の出 5:59 頃） 
 

＜貸切バス＞     【日本の棚田百選の棚田と彼岸花】                  ＜さくら 408 号＞       ＜のぞみ 48 号＞ 

ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝坂元の棚田（撮影）＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 博多          
 8:30 再出発           ＊彼岸花見頃：9 月中旬から下旬             13:56  普通車・指定席     15:31/16:04  普通車・指定席 
＊朝食：レストランにてバイキング  ＊稲穂見頃：9 月中旬から 10 月上旬                                                 

           

 
          18:21 ・18:34 

※交通機関や天候等により、行程や撮影場所が変更・中止となる場合がございます。 

※夕景撮影・早朝撮影は当日の天候条件等により撮影場所が変更になる場合や、撮影が出来ない場合もございます。 

  ※花や稲の見頃はその年の気象状況により異なります。出発決定後は見頃の状況にかかわらず催行させて頂きますので、予めご了承ください。 

  ※1 日目ホテル：洋室希望はお部屋に限りがございますのでご希望に沿えない場合もございます。 

◆◆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：11 月 16 日（月） 10 時から 12 時ごろ 

   ＊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参加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！！  

都井岬(9 月中旬頃）/イメージ 

★☆★ツアー担当者より★☆★ 
 

今回は少し足を延ばして、南九州の南国 宮崎県と薩摩の国 鹿児島県を巡ります！！ 
 

1 日目は鹿児島県 薩摩半島へ参ります。JR 日本最南端の駅「西大山駅」の景色や、「開聞岳・長崎鼻」の 

撮影や夕景撮影など、お楽しみ頂きます。 
 

2 日目はフェリーにて宮崎県へ参ります。灯台と野生の御崎馬、そしてこの時期見頃の彼岸花と、 

青・緑・赤の素晴らしいコントラストの「都井岬」で撮影をして頂きます。昼からは「道の駅なんごう」にて

大小の島々が点在する無類の景勝地での撮影を楽しんで頂きます。 
 

3 日目は黄金の稲穂と彼岸花が咲いている「坂元の棚田」で撮影を楽しんで頂きます。 
 

全ての場所で撮影時間をゆっくりお取りしておりますので、初心者の方でも安心してご参加して頂けます！ 

また早朝撮影も当日の体調に合わせて、ご自由にご参加頂けます。 
（参加されない方は出発までホテルでゆっくり過ごして頂けます。） 

初秋を感じる事が出来るこの時期に、普段行けない撮影ポイントへ、吉村先生と一緒に出かけてみませんか。 

 

               

★ご旅行代金(大人お一人様) 

2名１室 110,800 円  

1名１室 116,800 円  

▼最少催行人員 14 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 8/25（火） 

締切日迄に満席の場合もございます。 
405015-701/711 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ご旅行日程 平成２7 年 10 月 28 日（水）【１泊２日】 

10/28 

（水）  

 

 ＜ワイドビューひだ 25 号＞     ＜貸切バス＞        

上高地（泊） ＊夕食：レストランにて和食 
7:58 ・ 8:03・ 8:31   （普通車・指定席）  12:15        14:00 頃                   

＊車内にてお弁当をご用意しております  【大正池ホテル到着後、荷物を置いて先生と一緒に撮影ポイントへ！】 

                                         大正池ホテル（バス・トイレ付洋室利用） 

10/29 

（木） 

   

                    【霧氷の田代池や大正池の水面に移る穂高連邦の撮影】 

【朝景撮影/自由参加】  ホテル・・・・・大正池や田代池（撮影）・・・・・ホテル ＊朝食：レストランにて和定食  
                    6:00 頃  

        

    ＜路線バス＞   【紅葉の上高地を撮影】          ＜貸切バス＞       ＜ワイドビューひだ 36 号＞ 

ホテル＝＝＝＝＝＝上高地バスターミナル（撮影・昼食）＝＝＝＝＝＝＝＝  
8:30 頃         ＊紅葉見頃 10 月中旬～下旬                  15:36  （普通車・指定席）   19:20・19:45・19:51                 

※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。また山岳地のため、夕景(日の入)早朝(日の出)の撮影はございません。 

※標高 1500 ﾒｰﾄﾙの山岳帯の滞在となり、日中の平均気温も 12℃前後となりますので（昨年までのデータによります）寒さ対策（ダウンなど重ね着）

や、防水靴（トレッキングシューズなど）・帽子・手袋をご用意下さい。 

※紅葉や田代池の霧氷はその時期の気象状況により異なりますので、撮影が出来ない場合がございます。  

※今回は「大正池ホテル」宿泊利用の為、相部屋利用（2～3 名 1 室）または 2 名・3 名 1 室利用での受付となります。予めご了承くださいませ。 

大正池（10 月下旬頃）イメージ 

◆◇ツアー担当者より◇◆ 

今回は紅葉のベストシーズン「上高地」へ参ります！ 

そして大正池のほとりに、唯一のお宿「大正池ホテル」に宿泊するプランを企画しました！！ 

1 日目は上高地でも人気の「大正池」で撮影します。幻想的な立ち枯れ木の湖面に映る焼岳や 

池越し見える穂高連邦の撮影、そして 20 分ほど歩くと「田代湿原の黄葉」などが撮影して頂けます。 

2 日目は「朝景撮影」から始まります！この時期早朝にできる「霧氷の田代池」を撮影します。 

朝食を済ませたら路線バスを利用して上高地バスターミナルへ向かいます。荷物は昼食場所に預けて

「河童橋」や「穂高連邦」など紅葉の上高地の撮影をお楽しみ下さい。 

そんなベストシーズンの上高地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 27年 1月 1日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 J4040015-701 
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：寺田 一義 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 

 

★ご旅行代金(大人お一人様) 

3名 1室 57,900 円 

2名 1室又は 

相部屋利用 
58,900 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 10/7(水) 

締切日迄に満席の場合もございます。 
4050015－721（2～3 名）/741（男性相部屋）  

/751（女性相部屋）  


