
                       

                                      ①大洲城と胘川を渡る伊予灘ものがたり ②しまんトロッコ
                                                ③元祖こいのぼりの川渡し④夕焼けの下灘駅 ⑤レトロな

                                    土佐大正駅 ⑥坊ちゃん列車

月日 日 程 表

1 5/12
(金)

ご集合場所・時間：①松山空港 11：30 ②松山駅 11：50
                             ★車内お弁当の昼食

松山空港---------松山駅--------松山市内（坊ちゃん列車撮影）---------------
11：30    11：50    12：00/12：30

--伊予大洲駅（大洲城、肱川と予讃線撮影）---伊予の小京都・大洲散策-------
13：30/14：15              14：30/15：30

-------下灘駅（日本一海に近い駅、夕日のポイント撮影）---------道後温泉（泊）
    16：20/17：30                    18：30 頃着

【食事条件：昼○ 夕×※夕食 OP をご用意 / ホテルパティオドウゴ泊】

2 5/13
（土）

                            
道後温泉----十川駅（予土線とこいのぼりの川渡し撮影）-----道の駅四万十とおわ---
07：45   10：15/11：15             11：30/12：10

       
--土佐大正駅（駅舎、しまんトロッコ、ホビートレイン撮影）-------

   12：40/14：00              

--------①松山空港-------②松山駅
    18：00   18：20  お疲れ様でした。

               

※記載の航空機、列車の参考スケジュールは、2016 年 12 月現在のものです。
その他出発地のスケジュールもお問い合わせ下さい。ダイヤ改正等により行程が変更になる可能性がござ
います。予めご了承下さい。※ツアーは雨天決行ですが、大雨の際行程を変更する場合がございます。

【ご集合地への参考スケジュール】※ご旅行代金には含まれません
関西発） 航空機■伊丹空港（10：10）---------------松山空港（11：00） ANA1637

   列車 ■新大阪（07：35）→新神戸（07：48）→岡山（08：24/08：32）→
→松山（11：15）※ひかり 491/しおかぜ 3

関東発）航空機■羽田空港（09：35）---------松山空港（11：05） ANA585

【各地への参考スケジュール】※ご旅行代金には含まれません
関西帰着）航空機 ■松山空港（19：20）---------------伊丹空港（20：15）ANA1650

   列車  ■松山駅 18：41→岡山 21：29/22：01→
新神戸 22：37→新大阪 22：49 しおかぜ 30/さくら 572

関東帰着）航空機 ■松山空港（19：15）-------羽田空港（20：35） ANA598

【同行講師】
中井精也さん
（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まし
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ます。株式
会社フォート・ナカイ代表。2015
年、講談社出版文化賞・写真賞、日
本写真協会賞新人賞受賞。著書・
写真集に「デジタル一眼レフカメ
ラ と 写 真 の 教 科 書 」「 DREAM 
TRAIN」（インプレス・ジャパン）、
「ゆる鉄」（クレオ）、「都電荒川線
フォトさんぽ」（玄光社）などがあ
ります。甘党。

http://railman.cocolog-
nifty.com/blog/

■TV レギュラー 「ひるまえほっ
と てくてく散歩」／NHK 総合
「中井精也のてつたび」／NHK
BS プレミアム など多数
■NHK 文化センター講師

②

③

伊予の小京都・大洲
伊予大洲六万石の城下町である大洲は盆地の中に肱川が流れ
る水郷の町としても広く知られています。
江戸時代から残る蔵屋敷や商家、煉瓦造りの建物が今も数多
く残る懐かしい風景「伊予の小京都」を御楽しみ下さい。

四万十川こいのぼりの川渡し
山々の新緑が美しい４月から５月にかけて 500 匹あまりの色
とりどりのこいのぼりが川風を受けて、四万十川の川幅いっ
ぱいに悠然と泳ぐ姿を見る事ができます。十川地区は今では
全国的に広まった「こいのぼりの川渡し」の発祥の地。1974
年から毎年開催され、子どもたちの夢を乗せて清流を舞うこ
いのぼりを見に多くの見物客が訪れます。

一度は降りてみたい駅「下灘駅」
「夕日がたちどまる町・双海町」にある日本一海に近い下灘駅は、撮影スポ
ットとして人気が高く、多くの有名人が訪れ、映画や雑誌、ＣＭにも度々登
場しています。
美しい景観と共に観光列車撮影を楽しむ
今回ご覧いただける列車一覧：伊予灘ものがたり、坊ちゃん列車、ホビート
レイン、しまんトロッコその他在来線。
※運行スケジュールによりご覧いただけない可能性もございます。

④

⑤

⑥

①



▮中井精也さんと行く  一度は下車したい憧れの下灘駅と四万十こいのぼり撮影紀行 

ふりがな  性 別 生年月日 

氏  名  男・女 昭和・平成 

   年   月   日（満   歳） 
ふりがな  電話番号 

住  所 郵便番号（     －      ） 携帯電話番号（      -       -       ） 市外局番（    ） 

    － 
ふりがな  続柄 ふりがな 電話番号 

緊急連絡先 氏名  住所 （    ）   － 

希望発着地 
 
□松山空港       □松山駅 

 
お部屋割 

□1 名 1 室利用   

□2 名 1 室利用/同室者：     

所属教室 NHK文化センター          教室 夕食オプション □申し込む（別途￥3,700）      □申し込まない 

個人情報の利用目的を含めたお客様の渡航手続きお伺い書の取り扱いにつきましては、下記「個人情報の取り扱いについて」を必ずご確認いただき、

下記チェックボックスのどちらかをチェックの上、弊社担当者宛に返信いただきますよう、お願い申し上げます 

□同意の上、上記情報を提供する            □同意しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

《 募集要項 》  募集締め切り：平成２９年５月２日（火曜日）  最少実施人員 20 名 （募集人員２４名）  
【旅行費用】2 名１室利用 ５９，０００円／1 名 1 室 ６０，５００円（NHK 文化センター会員・一般同料金）  
【利用ホテル】 ホテルパティオドウゴ   【利用バス会社】 愛媛バス又はいずみ観光  
＜ご旅行費用に含まれるもの＞日程に基づくバス代・宿泊費用・食事費用[朝食１ 昼食 2 夕食 0]・観光施設入場料（大洲観光時、 
入場料は含みません）、添乗員費用等 ※満席の場合はお断りする場合がございます。お早めにお申込をお願い致します。  

●募集型企画旅行契約 
この旅行は、日新航空サービス株式会社（東京都中野区本町 1丁目 32番 2号、観光庁
長官登録旅行業第 463号、以下当社という）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することになります。また、旅行条件
は下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）出発前にお渡しする最終旅行日
程表及び、当社募集型企画旅行契約の部によります。 
●旅行のお申し込み及び契約成立時期 
(1)当社所定のお申込書に所定の事項を記入し、お申込金または旅行代金を添えてお申
込みいただきます。お申込金は旅行代金残金ご請求の際差し引かせていただきます。 

(2)電話、郵便、ＦＡＸによる申込みの場合、電話による予約申込みの翌日から起算して３
日以内に申込書と申込金を提出しない場合、当社は申込みがなかったものとして取り扱
います。 

(3)旅行締結は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立します。 
(4)申込金  
 このたびのご旅行では、一括払いにてお願い致します。 
 後日ご都合にて旅行の取り消しをされた場合は、所定の取消料を除く金額をご返金させ
ていただきます。 

●取消料 
お客様のご都合でお取消になる場合は、下記の取消料をお支払い頂きます。 

旅行開始日の前日より起算して21日目にあたる日以
前の解除（日帰りに当たっては11日目） 

無料 

20日目にあたる日から8日目までの解除 
（日帰りに当たっては10日目） 

旅行代金の２０％ 

7日目から2日目までの解除  旅行代金の３０％ 

前日の解除 旅行代金の４０％ 

出発日当日の解除 旅行代金の５０％ 

旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 旅行代金の 100％ 

 

●旅行代金に含まれるもの 
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、見学料及び消費
税諸税※上記費用はお客様の都合で一部ご利用にならない場合も払戻する事は
出来ません。 
●特別保障 
当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無に関ら
ず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規定に基づき、お客様が募集型企画旅
行参加中に急激且つ偶然な外来の事故により、その身体、生命または手荷物上
に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、保証金または見舞金
を支払います。死亡保証金：1,500 万円 ・入院見舞金 2～20 万円 ・通院見舞
金 1～5万円 ・携行品損害補償金：お客様 1名につき～15万円（但し、補償対
象品 1個あたり 10万円を限度とします。） 
●国内旅行保険の加入について 
ご旅行中、病気や怪我により多額の治療費がかかる場合があります。また、事故の
場合加害者への損害請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらを担保
するためお客様個人で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。 
●事故等のお申し出について 
旅行中に事故などが生じた場合には直ちに添乗員、現地係員等旅行サービス提
供機関、弊社へ通知ください。 
●個人情報の取り扱いについて 
当社は旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お
客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた
旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの
受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか当社では
①商品やキャンペーンのご案内②旅行参加後のアンケート③統計資料の作成にお
客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 
●旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2016年 12月 30日を基準としています。また、旅行代金は 
2016年 12月 30日現在有効な運賃・規則を基準に算出しています。 

①お申込書を弊社宛、 
FAX・郵送（下記参照）のいずれ
かの方法でお送り下さい。  
FAX（06）6223-0502 

②旅行代金をお振込み下さい。 
<銀行>三菱東京 UFJ銀行 
東京為替集中店 （普） 7567711 

「日新航空サービス株式会社」宛 

③参加申込手続き完了 
※申込書及び申込金（旅行代金）の
双方を受領した後に正式な参加申
込みとなります。ご注意下さい。 

【旅行に関するお問い合わせ】    旅行企画・実施 日新航空サービス株式会社 担当：長崎、島本、田村 

観光庁長官登録旅行業 463号（社）日本旅行業協会正会員  総合旅行業取扱管理者 森田 武浩 
〒541-0046大阪市中央区平野町 3-4-14 大阪 TK ビル 5 階 
営業時間：月～金/09:00～18:00 TEL（06）6204-0505 FAX（06）6223-0502 

【旅座ご参加の皆様に付保される国内旅行総合保険のご案内】 
日新航空サービスが企画・実施する「旅座」（国内募集型企画旅行）にご参加される皆様には、当ご旅行期間中（注）、安心してご参加頂けるよう、万が一の備えとして国内

旅行総合保険を付保しております。付保される保険の内容は下記の通りとなりますので予めご確認をお願いいたします。なお、補償内容が不足とお考えの方は追加して保険を

お申し込みいただけますので担当者までご相談下さい。（引受保険会社：東京海上日動火災保険）死亡・後遺障害保険金額：５７０万円 入院保険金日額：７，０００円 通

院保険金日額：４，０００円 賠償責任保険金額：３，０００万円 （注）旅行期間中とは、所定の集合地から所定の解散地までになります。それ以外の期間は対象外になり

ます。※旅座商品をお申し込みの全てのお客様（幼児含む）が対象となります。 

※この保険は日新航空サービスが引受保険会社と別途契約する国内旅行傷害保険に基づいて補償されます。 

 

 

お申し込みの方へのご案内（お申し込み前にこの頁と旅行条件書＜全文＞を事前にご確認のうえお申し込みください。） 


