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ＪＲ五能線
2  3  鉄道撮影の旅

雑誌やテレビでおなじみ
中井精也先生が同行！

鉄道写真家

中井精也先生と行く

ポイント１
中井先生の案内つき！

ポイント２
夜もホテルで講演会！

青森
秋田

JR五能線　風合瀬～大戸瀬  ©中井精也
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！

日程

費用 156,000
専属スタッフ2名が同行しお世話いたします

円（税込）大人1名

名

※定員になり
次第募集終了

定員

添乗員 締切

242018年 5月11日（金） ～ 13日（日）

4月 20日（金）

最少催行人数
15名より

・羽田空港発の航空券代を含みます。他の空港発や、現地集合を希望される場合はご相談下さい。
・お一人様、2名 1部屋利用時の料金です。一人部屋やグループ部屋もご指定頂けます。
　 一人部屋　160,000 円、3人部屋 154,000 円、4人部屋 152,000 円。部屋割り希望も賜ります。

テレビやイベントで大人気の鉄道写真家中井精也
先生が、旅の出発から終わりまで皆様と一緒に行

動します！早朝から日没まで、ひたすら五能線の撮影三昧！ロケハン（撮影
地探し）から体験できるのはこのツアーならではの醍醐味です！

撮影終了後はホテルで２夜連続の講演会を開催し
ます！１夜目は五能線ツアーのためにご用意した

特別講演会！すぐ目の前で中井精也を独り占めできます！そして、２夜目の
講演会の主役は皆様の写真作品！２日間かけて撮影した皆様の写真を、中井
先生が 吊し上げ講評いたします！更なるレベルアップを目指しましょう！

ポイント３
最終日も限界まで撮る！

ツアー最終日の飛行機は、青森空港20時35分発。
よって、最終日も飛行機が飛び立つギリギリまで

五能線を撮影するスケジュール！ 2泊 3日のツアーを丸 3日間フルパワーで
撮影できるのはこのツアーだけ！旅程詳細は裏面をご確認ください ➡ 裏面

青森空港

宿泊地
深浦観光ホテル

川部
驫木

東能代

五所川原

JR
五
能
線



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

総合旅行業務取扱管理者：市村　信幸　　　 担当：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

東京都知事登録旅行業第2-6825号　一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員

株式会社ロックガレージ
〒150-0043　東京都渋谷区道玄坂1-14-6　ヒューマックス渋谷ビル3F

●定員：24 名　　●最少催行人員 :15 名　※最少催行人員に満たない場合は催行中止となります。　●添乗員 :羽田空港発から羽田空港
着まで同行してお世話いたします。　●お申込みの締め切り：2018 年 4月 20 日 ( 金 ) まで予約を受け付けます。（定員になり次第、終了
とさせていただきます。）　　●利用航空会社 :日本航空（JAL） 　　●宿泊予定ホテル :深浦観光ホテル　〒038-2324　青森県西津軽郡深
浦町大字深浦字岡崎 338-42　　●食事条件：朝２回、昼０回、夕２回　※食事の際の飲み物代金は含まれておりません。※撮影中の食事は、
適宜、現地の売店等で購入します。　●旅行代金は基本お１人様二人部屋でご利用いただく場合の、1人分の旅行代金です。　●羽田空
港以外からの地方空港発、および現地集合を希望される場合はご相談ください。

ご案内　（必ずお読み下さい）

旅程のご案内

・ご旅行契約をされたお客様が最少催行人員に満たない場合は、催行を中止させていただくことがあります。その場合は、旅行開始日の
13 日前にあたる日より前に通知いたします。

・ツアー催行決定後にお客様のご都合でお取り消しをされる場合は所定の取消料を申し受けます。
・お二人様以上でご参加の場合、同行されるお客様との相部屋希望を受け付けますが、宿泊施設の都合により、お部屋をご用意できない
場合があります。

・お申込人数によって中型バス、小型バス、ワゴン車にてご案内させていただきます。専用車は複数台にてご案内させていただく場合も
ございます。

・天候や交通事情・運送機関の遅れ、現地事情等により行程が一部短縮・変更される場合があります。この場合の返金はございません。

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
(1) 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。
(2) 電子メール、郵便、ファクシミリによるお申し込みを受け付けます。この場合予約
の時点では契約は成立しておらず、当社から予約の旨を通知した後 3 日以内にお申込
書とお申込金をご提出していただきます。(3) 申込金 ( お一人様につき )20,000 円
3．旅行代金に含まれるもの
(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、宿泊
料および税・サービス料金、食事代および税・サービス料、空港施設使用料、添乗員
一名同行費用が含まれます。

5．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
　(1)30 日前から 21日前までの解除････ 旅行代金の 10%
　(2)20 日前から 15 日前まで･･････・･･･ 旅行代金の 20％
　(3)14 日前から 7 日前まで･･･・･･･････ 旅行代金の 30%
　(4)6 日前から 3 日前まで････････････ 旅行代金の 40%
●旅行開始日の前々日及び前日････････・旅行代金の 50％
●旅行開始日当日及び無連絡不参加････・ 旅行代金の 100％
6．旅行条件基準日
この旅行条件は 2018 年 3 月 13 日を基準としています。また旅行代金は 2018 年
3月 13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。

旅行条件　（要約）
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) 旅程に記載の
ない交通費、自由食及び昼食・夕食時のお飲物代及び個人的性質の諸費用は含まれ
ません。(3) 傷害・疾病に関する医療費

　　日　　  付     曜 場　　　所 時  刻 移  動  方  法 内　容   ＜宿泊地＞  食 事
①　5月 11 日   　金 羽田空港発 08:00 航空機  空路、羽田から青森空港へ   朝 ×
   青森空港着 09:15 JL141 便 JL= 日本航空
   空港発  10:00 ｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼ- 着後、五能線などの列車を撮影しながら深浦へ 昼×
   ホテル到着 19:00   夕食後は中井先生によるトークショー  夕 ○
           ＜深浦観光ホテル泊＞ 
②　5月 12 日   　土 ホテル発 05:00 ｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼ- ホテル出発     朝 ○
        終日、五能線などの撮影   昼 ×
   ホテル着 19:00   夕食後は中井先生による皆様の作品の講評会 夕 ○
           ＜深浦観光ホテル泊＞
③　5月 13 日   　日 ホテル発 05:00 ｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼ- ホテル出発
        終日、五能線などの撮影   朝 ○
   空港着  19:30         昼 ×
   青森空港発 20:35 航空機  空路、東京羽田へ
   羽田空港着 21:55 JL150 便 空港解散、お疲れ様でした！   夕 ×
＜ 旅のポイント ＞
★行き先はあくまで目安であり、中井精也先生が行き先を決定します。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。　★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。


