
旅行企画・実施　株式会社 Premium Vacations

日本から同行いたします

698,000円

名

※定員になり次第募集終了いたします

日程

費用

定員
添乗員
締切

20 最少催行人数
8名様より

・お一人様料金、2名1部屋利用。
・このほか、羽田空港施設使用料、海外空港税、原油付加運賃（総額42,000円、
2019年7月19日現在）が別途掛かります。

・1部屋利用をご希望の場合は追加料金が78,000円となります。

月　　  日（月） ～ 　  月　　 日（月）10 14 10 21

月　　  日（金）8 30

ウェッツラー

ヴェルニゲローデ

フランクフルト

ベルリン

ケルン

ミュンヘン

鉄道写真家

ライカカメラ本社ライツパーク視察と

協力　ライカカメラジャパン

ドイツ 中井精也と行く

鉄道撮影ツアー 8日間

鉄道駅前及び駅の横に位置する最高のロケーションのホテルを
ご用意しました。
ウェッツラーでは、ライカカメラ本社のあるライツパーク内のホ
テルに宿泊していただきます。

撮　影 ツアー中は中井先生が撮影した作品をその場で皆様にご覧いた
だけますので、先生のテクニックを目の当たりにできます。また、
皆様が撮られた作品をその場で講評・指導していただけます。

ライカのカメラをご使用いただけます。ライカSL、ライカM10、
ライカQ、ライカCL　いずれかのカメラとレンズをご出発前にお
貸しいたしますので、ご希望の方は事前にお申し込みください。

ホテル

鉄道写真家
中井精也先生が同行

先着9名様

ツアーの魅力



⑦
10/20
（日）

※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
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。

今回のツアーへの渡航での旅券残存期限は、2020年1月14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：羽田空港　●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：LH＝ルフト
ハンザドイツ航空　●食事条件：朝６回、昼５回、夕５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：78,000円　●
燃油サーチャージ等別途（約42,000円=2019年７月19日現在）　●ビジネスクラス追加料金：750,000円　●宿泊利
用ホテル　フランクフルト：インターシティホテル・フランクフルト、ウェッツラー：アルコナ・リビング・エルンスト・ライ
ツ ホテル、ヴェルニゲローデ：アルトラ アイゼンバーン テーメンホテル、ベルリン：インターシティホテル・ベルリン

ライン川クルーズ

 ●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       

ライン川は全長1320kmの河川です。スイスアルプス山脈の雪が
溶け９ヵ国を流れて、大西洋までつづいています。そのうち、ドイ
ツには半分近くにもなる698kmが流れています。そのドイツ部分
のライン川を秋の紅葉に囲まれながらのんびりクルーズします。
川の両側は鉄道路線となっており、時折来るドイツの列車を船上
から撮影します。もちらん昼食は優雅に船上で。

ドイツの首都ベルリン。この首都では今では日本ではなかなか見
られない、2軸単車のトラムが走っています。しかも、そのトラムは
観光用ではなく、日常的に使われていて、2軸単車トラムとしては
貴重な存在です。今回は森の中を走るこのトラムの撮影も堪能し
ていただきます。

ドイツ・ハルツ山地を走る保存鐡道。現在でも本格的な蒸気機関
車が走っています。旧東ドイツに属していたブロッケン山の山頂
付近には軍事施設があったことから、一般人の立ち入りが厳しく
制限されていました。そのお陰で豊かな自然が開発を逃れたた
め、今でも深く濃い森の中を走る蒸気機関車の風景を撮影できま
す。今回はこの蒸気機関車にも乗車いたします。

日次 地　名 交通機関 食事

　　
　　

〈宿泊地〉

機
機

機

②
10/15
（火）

⑧
10/21
（月）

機

③
10/16
（水）

④
10/17
（木）

⑤
10/18
（金）

⑥
10/19
（土）

ベルリン 2軸単車のトラム

ハルツ狭軌鉄道の蒸気機関車

担当：市村 信幸
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。

受託販売

〒115-0055　東京都北区赤羽西2-4-10　メゾン・ド・フルーレ106

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業1876号　日本旅行業協会 (JATA) 正会員

Premium Vacations
〒107-0052 東京都港区赤坂 2-11-7 ATT新館 8F

Tel:03-5948-5082  Fax:03-5948-5083

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

総合旅行業務取扱管理者：大西有紀　　　

株式会社

現地時間
ご出発前に羽田空港のVIPラウンジで旅のご案内（予定）

燃油サーチャージについて

パスポートについて

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。

中井 精也（なかい せいや）

羽田空港発
フランクフルト着

　
フランクフルト

フランクフルト発
ウェッツラー着
　

　

ウェッツラー発
ブロッケン山近郊着

　

ブロッケン山近郊発
ベルリン着
ベルリン

ベルリン発
フランクフルト着
フランクフルト発
羽田空港着

空路、直行便でドイツ・フランクフルトへ 
（飛行所要時間11時間40分） 
着後：専用車でホテルへ 
　 〈フランクフルト泊〉
フランクフルトからライン川クルーズの基点
リューデスハイムへ（片道約1時間、クルーズ船
は約90分）
ライン川クルーズを楽しみながら黄金に輝く
ブドウ畑とドイツ国鉄の撮影。昼食は優雅に
船上で。夕食はフランクフルト名物のカス
ラー（豚肉の燻製）を　    〈フランクフルト泊〉
 
着後：ウェッツラー旧市街見学 
ライカの聖地でライカゆかりの地やライツ
パークの視察・見学等。ご宿泊はライツパー
ク内にあるホテルで
 〈ウェッツラー泊〉
ライカカメラ本社見学ツアー（約1時間30分）
ウェッツラーからドイツ北部のブロッケン山
腹を走るハルツ狭軌鉄道の蒸気機関車の撮
影へ 
着後：現在でも旅客・貨物として走る東ドイ
ツ製の蒸気機関車の撮影

〈ヴェルニゲローデ泊〉
ブロッケン山近郊の蒸気機関車の撮影 
ブロッケン山近郊からドイツの首都であり
最大の都市ベルリンへ　　　  〈ベルリン泊〉
ベルリン近郊を走る２軸単車のトラムの撮影
及び、ベルリン国鉄駅、近郊の鉄道の撮影

〈ベルリン泊〉
出発までベルリン市内見学及び鉄道の撮影 

フランクフルト空港へ 
直行便で羽田空港へ   　　　　  〈機内泊〉
（飛行所要時間11時間10分） 
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専用車
クルーズ船

専用車
70km

専用車
280km

　
　

専用車
294㎞
専用車

専用車
航空便

航空便

１．募集型企画旅行契約
「募集型企画旅行」とは、㈱ Premium Vacations が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の
目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者
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、これにより実施する旅行をい
います。
２．旅行の申し込み方法
当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて当社所定の旅行申込書に所定の
事項を記入のうえ、次表に記載した申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお
支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承
諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。

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
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42,000円=７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（78,000円）　(10)ビジネスクラス利用運賃（750,000
円）
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。
イ　旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、14日目にあたる日以降3日目にあたる日まで……旅行
代金の20％
ロ　旅行開始日の前 日々・前日及び当日……旅行代金の50％
ハ　無連絡不参加及び旅行開始後……旅行代金の100％
７．旅行条件基準日
この旅行条件は2019年7月19日を基準としています。また旅行代金は7月19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。

mail : info@funtours.jp

旅行代金の額　　　　申込時の申込金の額（おひとり）
50 万円以上
30 万円以上 50 万円未満
15 万円以上 30 万円未満
10 万円以上 15 万円未満
10 万円未満

100,000 円　
50,000 円　
30,000 円　
20,000 円　

旅行代金の 20％

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、お申込み下さい。
■必ずお読みください　ご旅行条件 ( 要旨 )

ヨーロッパの旅　2020年５月　8日間

来年もやります！

詳細が決まり次第、ライカカメラジャパンのウェブサイト等で発表させていただきます。

第２回　中井精也とライカカメラジャパン
　　　　　　コラボレーション企画


