美しい秋の風景を撮影に出かけませんか？
江口先生の撮影ノウハウをしっかり学ぶチャンス
です♪ぜひご参加ください！
月山の風景
【撮影：江口先生（イメージ）】

旅行実施日

カメラのナニワ【検索】

2020 年 10 月 28 日（水）～31 日（土）＜カメラのナニワスタッフ同行＞
190,000 円（添乗員は同行しませんが、カメラのナニワスタッフが同行します）

ご旅行代金（おひとり様）

宿泊代（3～4 名男女別相部屋利用）、朝 3・昼 0・夕 3 食付

■一人部屋追加代金：16,000 円

旅行代金への支援額
地域共通クーポン

お支払い実額

42,000 円
18,000 円 （→お渡し開始日は未定です）
148,000 円
★この旅行は GoTo トラベル事業の支援対象です。
★旅行代金 190,000 円から GoTo トラベル事業による支援金 42,000 円を引いた金額がお客様のお支払
い実額になります。地域クーポン付与（18,000 円）が付与されます。
★【支援金受領について】国からの支援金はお客様に対して支給されます。当社は支援金をお客様に代わっ
て受領（代理受領）いたしますので、お客様は旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお
支払いいただきます。なおお取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は
当社による代理受領についてご了承のうえお申込みください。

同行講師

江口

愼一先生（写真家）

募集人員

20 名（最少催行人員 6 名）

お申込先

名鉄観光奈良支店 TEL0742-35-4560（月～金 10～17 時/土日祝 休業）

※撮影に関するお問い合わせは、カメラのナニワ梅田 2 号店まで

利用するバス会社

申込締切日

サイトシーイング蔵王

2020 年 10 月 2 日（金）

TEL：06-6292-8291（全日 10：30～19：00）

行程：カメラのナニワスタッフが同行/マイクロまたは中型貸切利用/3～4 名 1 室男女別相部屋

1

伊丹空港（12:45 発）→＜JAL2235＞→山形空港（13:55 着）＝JR さくらんぼ東根駅（14:40 頃）＝地蔵
池（撮影）＝お宿（夕食後、セミナー開催）
志津温泉 まいづるや【泊】

２

お宿（5:00 発）＝姥沢（早朝撮影）＝お宿（ご朝食）＝地蔵池周辺（ブナ林の撮影）＝ご昼食（各自）＝田麦俣
村または中台池（撮影）＝お宿（17:00 予定）
志津温泉 まいづるや【泊】

3

お宿（5:30 発）＝弓張平（早朝撮影）＝お宿（ご朝食）＝七ッ滝周辺（撮影）＝ご昼食（各自）＝ブナ二次林（撮
影）＝お宿（17:00 予定）
志津温泉 まいづるや【泊】

4

お宿（5:30 発）＝五色沼（早朝撮影）＝お宿（ご朝食）＝地蔵池周辺（撮影）＝ご昼食（各自）＝さくらんぼ東
根駅（16:30 予定）＝山形空港（17:00/18:05 発）→＜JAL2238＞→伊丹空港（19:30 着）

食事
－
－
夕
朝
－
夕
朝
－
夕
朝
－
－

※宿泊ホテル、集合場所、撮影準備に関しての注意事項などはご出発の 7～10 日前に郵送させていただきます。
※当日の交通事情、天候、先生のご指導などにより、行程を変更する場合がございますのでご了承ください。
お申込み・お問い合わせ

旅行企画・実施

関営国：20-150
名鉄観光サービス(株)奈良支店
観光庁長官登録旅行業第５５号・・一般社団法人日本旅行業協会正会員・旅行業公正取引協議会会員・ ボンド保証会員

〒631-8115 奈良市大宮町 6-1-1

℡ 0742-35-4560（受付時間：月－金・10－１7 時※土日祝は休業）

総合旅行業務取扱管理者：吉川

外務員：平田

豊史

FAX

0742-35-5059

＜国内ご旅行条件（要約）＞詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上、お申し込みください。
●この旅行は名鉄観光サービス㈱（以下「当社」といいます）が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を
締結することになります。旅行契約の内容・条件はパンフレット、別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契
約の部によります。
●旅行のお申し込みは、所定の申込書にご記入の上、代金を添えてお申し込み下さい。
●旅行契約は申込金をいただいた時に成立したものとします。
●取消料 お申し込み後のお客様のご都合によりお取り消しになる場合及び旅行代金が所定の期日までに入金なく当社が参加をお断りした場合、旅行代金に対しての下記の料率で取
消料をいただきます。
旅行開始後及び無連絡
旅行開始日の 8～20 日前
旅行開始日の 21 日前まで
取消日
旅行開始日当日
旅行開始日の前日
旅行開始日の 2～7 日前
不参加
（日帰り旅行は 8～１0 日前） （日帰り旅行は１1 日前まで）
取消料率
旅行代金の 100％
旅行代金の 50％
旅行代金の 40％
旅行代金の 30％
旅行代金の 20％
無料
●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の交通費・宿泊費・食事費、消費税等諸税が含まれています。但し、コースにより一部食事が含まれてない場合もあります。またコースに含まれてない交
通費等の諸費及び個人的諸費用は含みません。
●最少催行人員(上記表記）に満たないときは旅行の実施を取り止めることがあります。この場合出発日の 14 日前（日帰り旅行については４日前）までにご連絡し、お客様から当社がお
預かりしている旅行代金全額をお返し致します。
●特別補償 お客様が旅行中に生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について補償金及び見舞金をお支払い致します。
●総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り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、外務員からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく掲載の取扱
管理者にお尋ね下さい。
●記載の旅行条件は 2020 年 8 月 25 日を基準としています。また、旅行代金は 2020 年 8 月 25 日現在の有効な運賃･料金・規則を基準として算定しております。
個人情報の取り扱いについて
（1） 名鉄観光サービス株式会社（以下「当社」といいます。）及びパンフレットの「販売店」欄記載の受託旅行業者（以下「販売店」といいます。）は、旅行申込みの際にご提出いただ
いた個人情報について、お客様との連絡のためや運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただくほか、必要な範囲内で当該機
関等及び手配代行者に提供いたします。
（2） 当社及び販売店が取り扱うサービス・商品に関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
（3） 上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページ（http://www.mwt.co.jp）でご確認ください。
なお、販売店の個人情報の取り扱いに関する方針については、お客様ご自身でご確認ください。

美しい秋の風景を撮影に出かけませんか？
江口先生の撮影ノウハウをしっかり学ぶチャンスで
す♪ぜひご参加ください！
月山の風景
【撮影：江口先生（イメージ）】

旅行実施日

カメラのナニワ【検索】

2020 年 10 月 28 日（水）～31 日（土）＜カメラのナニワスタッフ同行＞
146,000 円（添乗員は同行しませんが、カメラのナニワスタッフが同行します）

ご旅行代金（おひとり様）

宿泊代（3～4 名男女別相部屋利用）、朝 3・昼 0・夕 3 食付

■一人部屋追加代金：16,000 円

旅行代金への支援額
地域共通クーポン

お支払い実額

42,000 円
18,000 円（→お渡し開始日は未定です）
104,000 円
★この旅行は GoTo トラベル事業の支援対象です。
★旅行代金 146,000 円から GoTo トラベル事業による支援金 42,000 円を引いた金額がお客様のお支払
い実額になります。地域クーポン付与（18,000 円）が付与されます。
★【支援金受領について】国からの支援金はお客様に対して支給されます。当社は支援金をお客様に代わっ
て受領（代理受領）いたしますので、お客様は旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお
支払いいただきます。なおお取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は
当社による代理受領についてご了承のうえお申込みください。

同行講師

江口

愼一先生（写真家）

募集人員

20 名（最少催行人員 6 名）

お申込先

名鉄観光奈良支店 TEL0742-35-4560（月～金 10～17 時/土日祝 休業）

※撮影に関するお問い合わせは、カメラのナニワ梅田 2 号店まで

利用するバス会社

申込締切日

サイトシーイング蔵王

2020 年 10 月 2 日（金）

TEL：06-6292-8291（全日 10：30～19：00）

行程：カメラのナニワスタッフが同行/マイクロまたは中型貸切利用/3～4 名 1 室男女別相部屋

1

各地→＜各自で山形へお越しください＞→山形空港（14:20 頃）＝JR さくらんぼ東根駅（14:40 頃）＝地蔵池
（撮影）＝お宿（夕食後、セミナー開催）
志津温泉 まいづるや【泊】

２

お宿（5:00 発）＝姥沢（早朝撮影）＝お宿（ご朝食）＝地蔵池周辺（ブナ林の撮影）＝ご昼食（各自）＝田麦俣
村または中台池（撮影）＝お宿（17:00 予定）
志津温泉 まいづるや【泊】

3

お宿（5:30 発）＝弓張平（早朝撮影）＝お宿（ご朝食）＝七ッ滝周辺（撮影）＝ご昼食（各自）＝ブナ二次林（撮
影）＝お宿（17:00 予定）
志津温泉 まいづるや【泊】

4

お宿（5:30 発）＝五色沼（早朝撮影）＝お宿（ご朝食）＝地蔵池周辺（撮影）＝ご昼食（各自）＝さくらんぼ東
根駅（16:30 予定）＝山形空港（17:00 予定）→＜各自、お帰りください。＞→各地
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※宿泊ホテル、集合場所、撮影準備に関しての注意事項などはご出発の 7～10 日前に郵送させていただきます。
※当日の交通事情、天候、先生のご指導などにより、行程を変更する場合がございますのでご了承ください。
※東京都民の方は、8/25 現在『GoTo トラベルキャンペーン』の対象地域ではございません。
通常のご旅行代金となりますのであらかじめご了承願います。
お申込み・お問い合わせ

旅行企画・実施

関営国：20-151
名鉄観光サービス(株)奈良支店
観光庁長官登録旅行業第５５号・・一般社団法人日本旅行業協会正会員・旅行業公正取引協議会会員・ ボンド保証会員

〒631-8115 奈良市大宮町 6-1-1

℡ 0742-35-4560（受付時間：月－金・10－１7 時※土日祝は休業）

総合旅行業務取扱管理者：吉川

外務員：平田

豊史

FAX

0742-35-5059

＜国内ご旅行条件（要約）＞詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上、お申し込みください。
●この旅行は名鉄観光サービス㈱（以下「当社」といいます）が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を
締結することになります。旅行契約の内容・条件はパンフレット、別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契
約の部によります。
●旅行のお申し込みは、所定の申込書にご記入の上、代金を添えてお申し込み下さい。
●旅行契約は申込金をいただいた時に成立したものとします。
●取消料 お申し込み後のお客様のご都合によりお取り消しになる場合及び旅行代金が所定の期日までに入金なく当社が参加をお断りした場合、旅行代金に対しての下記の料率で取
消料をいただきます。
旅行開始後及び無連絡
旅行開始日の 8～20 日前
旅行開始日の 21 日前まで
取消日
旅行開始日当日
旅行開始日の前日
旅行開始日の 2～7 日前
不参加
（日帰り旅行は 8～１0 日前） （日帰り旅行は１1 日前まで）
取消料率
旅行代金の 100％
旅行代金の 50％
旅行代金の 40％
旅行代金の 30％
旅行代金の 20％
無料
●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の交通費・宿泊費・食事費、消費税等諸税が含まれています。但し、コースにより一部食事が含まれてない場合もあります。またコースに含まれてない交
通費等の諸費及び個人的諸費用は含みません。
●最少催行人員(上記表記）に満たないときは旅行の実施を取り止めることがあります。この場合出発日の 14 日前（日帰り旅行については４日前）までにご連絡し、お客様から当社がお
預かりしている旅行代金全額をお返し致します。
●特別補償 お客様が旅行中に生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について補償金及び見舞金をお支払い致します。
●総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り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、外務員からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく掲載の取扱
管理者にお尋ね下さい。
●記載の旅行条件は 2020 年 8 月 25 日を基準としています。また、旅行代金は 2020 年 8 月 25 日現在の有効な運賃･料金・規則を基準として算定しております。
個人情報の取り扱いについて
（4） 名鉄観光サービス株式会社（以下「当社」といいます。）及びパンフレットの「販売店」欄記載の受託旅行業者（以下「販売店」といいます。）は、旅行申込みの際にご提出いただ
いた個人情報について、お客様との連絡のためや運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただくほか、必要な範囲内で当該機
関等及び手配代行者に提供いたします。
（5） 当社及び販売店が取り扱うサービス・商品に関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
（6） 上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページ（http://www.mwt.co.jp）でご確認ください。
なお、販売店の個人情報の取り扱いに関する方針については、お客様ご自身でご確認ください。

