
主催　株式会社フォート・ナカイ

７泊 9日 鉄道撮影ツアー
イタリア＆ハンガリー

イタリア  サルディニア島

フィレンツェ近郊

ハンガリー  バラトンフェニヴェシュ産業鉄道

日程

費用 598,000

日本人添乗員が同行いたします

円

名

※定員になり次第募集終了

定員

添乗員

締切

旅行だけじゃもったいない！せっかく撮影したんだから、写真展も開催しましょう！展示会場は
東京にある本物の写真サロンで開催します。もちろん中井精也も参加します！
写真展期間：2017年12月15日～21日 ※展示費用はツアー代に含まれます。展示作業などは弊社にてすべて承ります。

帰ってきても
 終わりじゃない！

15

9月25日（月） ～ 10月3日（火）

8月14日（月）

最少催行人数
8名より

鉄道写真家・中井精也と行く！写真展付き海外ツアー

World Photo Tours
ワールド フォト ツアーズ

写真展も開催します！

お問い合わせ

お申込み

担当：市村
℡ 03-5948-5082        info@funtours. jp

バラトン湖畔

・お一人様料料金、2名 1部屋利用。
・左記費用のほか、成田空港施設使用料、海外空港税、
   原油付加運賃（35,000 円、2017 年 6月現在）が
   別途掛かります。
・1部屋利用をご希望の場合は別途ご相談下さい。
・相部屋希望は承ります。最終的にお一人利用となった
   場合は１人部屋追加料金を申し受けます。

サルディニア島
カリアリ3泊

フィレンツェ1泊 ハンガリー
バラトン湖２泊

参加者皆様のWEB
ギャラリーはこちら

サルディニア島
カリアリ

フィレンツェ
ローマ

Italy

Hungary
ブタペスト

ミラノ
バラトン湖

鉄道写真家
中井精也先生が同行！

現地のオススメスポット・撮影ポイントへ、
中井先生が皆様を案内してくれます！

広大な丘陵地をのんびり走る
サルディニア鉄道を巡る旅！

大丘陵を駆け抜けるイタリア
屈指の高速鉄道をスナイプ！

先生のハートを鷲掴み『バラトン
フェニヴェシュ産業鉄道』を追う！



⑦
10/1
（日）

ゆうちょ口座同士の
送金は振込手数料が
無料です。

お問い合わせ ・ お申込方法
①左記旅行会社に申込書をご請求下さい。お送りいたします。
②旅行申込書に必要事項をご記入の上申込先にお送り下さい。
③申込金５万円を下記振込口座にお支払い願います。

ゆうちょ銀行　記号１０１８０　
番号　６０９３４９８１

（株）ワールドファンツアーズ

※上記日程は一部変更となる場合もございますのでご了承ください。　　=機内食　　 = 食事あり　　=食事なし機

旅行条件
燃油サーチャージについて
旅行代金には燃油サーチャージは含まれていません。旅行契約成立
後に、燃油サーチャージが増額または減額された場合、差額を徴収
もしくは返金いたします。

パスポートについて
今回のツアーへの渡航での旅券残存期限は、2017年 12 月 25日
まで有効な旅券が必要です。９０日以内の滞在なら査証は必要あり
ません。

●発着地：成田空港　●最少催行人員：8名　●添乗員 : 同行してお世話いたします　●利用
航空会社 : アリタリア航空　●食事条件：朝５回、昼０回、夕０回　●食事の際の飲み物代金
は含まれておりません。　●旅行代金は基本 2人部屋を 2人でご利用いただく場合の 1人分の
旅行代金です。　●1人部屋追加代金：72,000円　●燃油サーチャージ等別途 (約 35,000円
=2017年 6月現在 )　

撮影当日は天候や様子を見ながら、中井先生
が行き先を決定します。

 ●時間帯の目安
　    早朝　　 朝　    午前         昼         午後       夕刻         夜         深夜
4:00~       6:00~        8:00~       12:00~     13:00~    16:00~    18:00~     23:00~     4:00       

中井 精也 ( なかい せいや )
1967年、東京生まれ。鉄道の車両だけにこだわらず、鉄道
にかかわるすべてのものを被写体として独自の視点で鉄道を
撮影し、「1日 1鉄！」や「ゆる鉄」など新しい鉄道写真のジャ
ンルを生み出した。2004年春から毎日 1枚必ず鉄道写真を
撮影するブログ「1日 1鉄！」を継続中。広告、雑誌写真の
撮影のほか、講演やテレビ出演など幅広く活動している。現
在フォートナカイを父から継承し独立。

行き先はあくまで目安であり、当日の天候・光線状態・
現地の様子を見ながら、自由な雰囲気で撮影を進行い
たします。撮影前のロケハン（場所探し）から体験で
きるのは撮影ツアーならではの醍醐味です。

ツアー参加者の皆様で、本格的な写真展を開催致しま
す。展示期間は約 1週間、東京銀座にあるフォトサロ
ンにて行います。写真のセレクトから展示に至るまで、
中井精也先生が監修。もちろん先生も参加します！

足元の悪い場所、湿地帯、ぬかるみ等を歩くことも予
想されます。動きやすい服装、歩きやすいブーツ、予
備のシューズをご用意頂ければより一層ツアーが楽し
めます。衣類の水濡れにもご注意ください。

日次 地　名 日　程 食事
東京・成田発
ローマ経由

カリアリ着

集合 10:00予定。直行便でイタリア・ローマ・フィ
ウミチーノ空港へ
国内線へ乗り換え、サルディニア島カリアリへ

〈サルディニア島カリアリ泊〉

午前

夕刻

午前

午後

午前

午後

夕刻

ローマ経由で帰国の途へ

〈機内泊〉
午前 10:30 到着予定、お疲れ様でした。

ブタペスト発
ローマ経由

東京・成田着

　　
　　

昼

〈宿泊地〉

機

機

機

カリアリ周辺 終日、サルディニア島の鉄道撮影

〈サルディニア島カリアリ泊〉

①
9/25
（月）

②
9/26
（火）

⑧
10/2
（月）

⑨
10/3
（火）

機

カリアリ周辺 終日、サルディニア島の鉄道撮影

〈サルディニア島カリアリ泊〉

③
9/27
（水）

カリアリ発
ローマ経由

フィレンツェ着

バラトン湖畔発
ブタペスト着

フィレンツェ着
ローマ・ブタペスト経由

バラトン湖畔着

空路、ローマへ

イタリアが誇る特急列車の撮影
（イタロ、フレッチェ・ロッサ、フレッチェ・ブラン等）
撮影後ミラノへ

〈フィレンツェ郊外泊〉
専用車、ローマへ
航空機、ブタペストへ
着後、バラトンフェニヴェシュ産業鉄道の撮影

〈バラトン湖畔泊〉
終日、バラトンフェニヴェシュ産業鉄道の撮影

〈バラトン湖畔泊〉

④
9/28
（木）

⑤
9/29
（金）

バラトンフェ
ニヴェシュ

⑥
9/30
（土）

出発まで、バラトンフェニヴェシュ産業鉄道の撮影

専用車、ブタペストへ
〈ブタペスト泊〉

撮っただけじゃもったいない！帰国後は東京
で写真展を開催しましょう！

道なき道を行く事も予想されます。動きや
すい靴と服装にてご参加下さい。

東京都知事登録旅行業第 3-6660 号　一般社団法人日本旅行業協会正会員旅行手配

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契
約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ね下さい。

総合旅行業務取扱管理者：市村　信幸　　　 担当外務員：市村 信幸

115-0055東京都北区赤羽西2-4-10メゾン・ド・フルーレ106

Tel: 03-5948-5082    Fax: 03-5948-5083
www.funtours.jp/    E-mail : info@funtours.jp

■必ずお読みください　ご旅行条件 ( 要旨 )
１．受注型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールドファンツアーズ ( 以下「当社」という ) がお客様の依
頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービ
スの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を
作成しこれにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
２．旅行の申し込み方法
当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金又は旅行代金全額を添え
てお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部
として取り扱います。

区　　分　　　　　　　　申込金 ( おひとり )
旅行代金が 30 万円以上
旅行代金が 15 万円以上 30 万円未満
旅行代金が 15 万円未満

５０，０００円
３０，０００円
２０，０００円

４．旅行代金に含まれないもの
(1) 超過手荷物料金 ( 規定の重量、容量、個数を超える分について )　(2) クリーニン
グ代、電報、電話料、ホテルのボーイ・メイドに対する心付け、その他個人的性質の
諸費用　(3) 渡航手続関係諸費用 ( 旅券印紙代、査証料、渡航手続取扱料金 )　(4) オ
プショナルツアー料金　(5) 日本国内のご自宅と集合・解散地間の交通費、前後泊費
等　(6) 自由食及び昼食・夕食時のお飲物代　(7) 日本国内の空港施設使用料、海外空
港税、燃油付加運賃 ( 総額 35,000 円 =6 月現在 )　(8) 任意の海外旅行傷害保険　(9)
傷害・疾病に関する医療費　(9) 一人部屋追加代金 (72,000 円 )　(10) ビジネスクラ
ス利用追加代金
５. その他
天災地変・戦乱・運送機関等の争議行為等、その他当社の管理できない事由が生じた
場合、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため、やむを得ない時は旅行を中止、又は
旅行の変更をすることがあります。また最少催行人員に満たなかった場合は出発の
23日前までに旅行の中止する旨の連絡をいたします。
６．取消料
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合には、旅行代金に対し
てお一人につき次の取消料をお支払いいただきます。
●旅行開始日の前日から起算して遡って 40日前から 31日前まで・・・・行代金の 10％
●旅行開始日の前日から起算して遡って30日前から15 日前まで・・・旅行代金の20％
●旅行開始日の前日から起算して遡って 14日前から 3 日前まで・・・旅行代金の 50％
●旅行開始日の前々日及び前日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の 70％
●旅行開始日当日及び無連絡不参加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･･旅行代金の 100％
７．旅行条件基準日
この旅行条件は 2017 年６月 1日を基準としています。また旅行代金は６月１日現在
有効な普通航空運賃、運用規制に基づいて算出しています。

３．旅行代金に含まれているもの
(1) 旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等、利用運送機関の運賃・料金　(2)
旅行日程に記載した宿泊料および税・サービス料金 (2 人部屋に 2人の宿泊を基準と
します )　(3) 旅行日程に記載した食事料金および税・サービス料　(4) 旅行日程に記
載した観光料金 ( ガイド料・入場料 )　(5) 添乗員一名同行　(6) 写真展開催諸経費


