
2022年10月27日（木）

大沼公園の紅葉（イメージ）

写真提供：塚原写真映像事務所

函館山からの夜景（イメージ）

写真提供：函館市観光部

「エゾフクロウ」になって

紅葉の空を飛んでみよう！

秋の北海道

函館・大沼ドローン空撮ツアー
■出発日

金森赤レンガ倉庫

（イメージ）H

塚原写真映像事務所

■旅行代金（おとなおひとり様／1名1室利用）     ※こどもの設定はありません。

※DPA会員の方はお申し込みの際に会員ID番号と有効期限をお知らせください。

※現地までの交通費等は含まれておりません。各自にて手配お願いします。当日移動で首都圏から新幹線利用の場合、

　 東北・北海道新幹線「はやぶさ7号」（東京駅8:20発／大宮駅8:43発→新函館北斗駅12:17着）が便利です。

※国または地域の旅行支援施策等が実施された場合は対象となります。参加条件は実施要項等にてご確認ください。

一般

119,000円

DPA会員

99,000円現地発着
（新函館北斗駅集合/函館市内解散）

－

－

夕

◆ホテルにてセミナー①（18:00～19:00／約1時間）を開催します。セミナー終了後19:00～夕食＆交流会となります。

◆ホテルにてセミナー②（9:00～10:00／約1時間）を開催します。セミナー終了後ホテル出発となります。

グリーンピア大沼＝＝＝＊恵山道立自然公園（ドローン撮影会／約5時間）＝＝＝★函館山夜景観賞（約1時間）（注）＝＝＝ 朝

昼

◆函館ベイエリアにある赤レンガ倉庫を改装したレストラン「函館ビヤホール」にて夕食＆交流会(19:00～21:00)を実施します。

朝

－

－

（注）函館山夜景観賞は天候等によりご覧いただけない場合がございます。その場合の払戻・返金等はございませんのであらかじめご了承ください。

■最少催行人員／15名様 ■食事条件／朝2回、昼1回、夕2回（　　 の食事は含まれません）
■添乗員／添乗員は同行しませんが、現地での撮影会・セミナー実施時はインストラクターがご案内いたします。
■利用予定バス会社／北海道観光バス
※1・2日目の貸切バス（大型バス）は、バスの座席をおひとり様2席相当のご利用で予定しています。
※撮影会、セミナー、交流会は、感染症対策に十分留意して行います。 
 　撮影会実施条件及び実施に際しての注意事項等は裏面記載内容をご確認ください。

※往路ロープウェイ利用、復路貸切バス利用
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10/28

（金）

3
10/29

（土）

食事
★印：入場観光　＊印：下車観光  （　）：滞在時間の目安　

日次   ■スケジュール　
＝＝貸切バス　　……徒歩又は各自　

1
10/27

（木）
17:00頃着※撮影会は日没時間（16:50頃）迄となります。12:30発

新函館北斗駅＝＝＝＊大沼公園周辺（ドローン撮影会／約3時間半 ）＝＝＝グリーンピア大沼（泊）

10:00頃発 ※昼食はお弁当をご用意します。

21:20頃着

＝＝＝＊函館ベイエリア（夕食）……各自（徒歩の場合約15分）……函館（泊）

※ホテルチェックアウトは11:00です。

◆各自ホテルチェックアウト後、函館市内観光等をお楽しみいただき、気をつけてお帰りください。

夕

新函館北斗駅新幹線改札口に12:20迄に各自にてご集合ください。

－

　 明治のモダニズムを感じる赤レンガ倉庫のビヤホール。

   およそ百三十余年前の風合いが現在でもそのまま

   残されている店内で、 爽やかなベイエリアの風景と

   ともに、地ビールやお食事を楽しみください。

　★函館ビヤホール（2日目夕食交流会）

金森赤レンガ倉庫

（イメージ）H

【2泊目】「ホテルリソル函館」
駒ヶ岳を望む森と緑に囲まれたリゾートホテル。439万㎡もの広大な敷地を持ち、 JR函館駅から徒歩3分・市電函館駅前停から徒歩1分。目の前の朝市も
アクティビティや天然温泉など充実した施設は様々な旅行シーンに対応できます。 魅力の大変便利なロケーションにあるホテルです。
●チェックイン／15:00 ●チェックアウト／10:00 ●チェックイン／15:00 ●チェックアウト／11:00
●お部屋／和室・バストイレ付（1名1室/10畳） ●お部屋／洋室シングル・バストイレ付（1名1室/15㎡）
●夕食／宴会場（和食） ●朝食／レストラン（バイキング）
●朝食／レストラン（バイキング） ●交通／JR函館駅より徒歩約3分
●交通／JR大沼公園駅よりお車で約15分

◆宿泊施設のご案内          　　　※2名1室ご希望の場合はリクエストで承ります。但し旅行代金は同額となります。

【1泊目】「グリーンピア大沼」

 塚原写真映像事務所／株式会社 華飛 〜HANABI〜 一般社団法人 ドローン操縦士協会 株式会社 日本旅行企画 後援 旅行企画・実施



◆三浦修平氏 ◆塚原富幸氏 ◆千葉麻有氏

エグゼクティブドローンパイロット 塚原写真映像事務所代表 株式会社華飛　代表取締役
DPA回転翼3級マスターインストラクター 写真家（JPS日本写真家協会会員） ドローン操縦士（DPA認定資格・ドローン操縦士回転翼3級）
第三級陸上特殊無線技士 ドローン操縦士（DPA認定資格・ドローン操縦士回転翼3級） パラレルワーカーとしてドローンインストラクター、映像制作、サービス開発
映像・楽曲クリエイター 東京吉祥寺写真塾・読売日本テレビ文化センター講師 のプロジェクトマネージャーや、WEB制作、イベント企画など幅広く行う。

（注）インストラクターは都合により変更となる場合がございます。

～インストラクターのご紹介～

●添乗員／添乗員は同行いたしませんが、撮影会及びセミナーはインストラクターがご案内いたします。
●最少催行人員／15名様
●お申込み最終締切・・・2022年10月6日（木）迄
　 ※但し2022年9月26日（月）の時点で参加人員が最少催行人員に満たなかった場合はツアーの
　 　 催行を中止する場合がございます。その場合は９月末日までにご連絡いたします。
●定員になり次第締め切りさせて頂く場合があります。
●こども代金の設定はございません。
●当書面記載の「参加条件及び注意事項」を必ずご確認いただき、ご同意の上お申し込みください。
●集合時刻および場所については、ご旅行出発前にお渡しする日程表（確定書面）でご確認ください。
●本パンフレットに掲載している写真について
　・料理写真、お部屋写真は一例であり、実際とは異なる場合があります。
　・風景写真については、撮影時期の関係で実際とは情景が異なることがあります。
●旅行代金には｢サービス料･消費税等諸税｣が含まれています。

共通のご案内

◆一般社団法人　ドローン操縦士協会
国土交通省登録管理団体である,一般社団法人
ドローン操縦士協会(DPA：ディーパ) は、産業用
ドローンの普及およびドローン操縦士育成を目的とし、
ドローン操縦士回転翼3級、インストラクター資格等
ドローン操縦に関する資格認定事業を展開しています。

～後援団体のご紹介～

<特別な配慮を必要とする方のお申込みについて>

お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない
特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。
特別な配慮・措置が必要となる可能性のある方は、ご相談
させていただきますので係員に必ずお申し出ください。

<参加条件及び注意事項＞

◎感染症予防のため、ツアー参加中原則マスクの着用をお願いいたします。また体調のすぐれない方、37.5度以上の発熱のある方は参加をご遠慮いただきますようお願いいたします。

◎当社では、感染症予防対策ガイドラインに基づいてツアーを催行いたします。

◎安全面等からの配慮により、参加者は成人のおとなのみ（18歳以上）とさせていただきます。

◎参加条件は、①DIPS包括申請されている方、②ドローンのライセンス（資格）をお持ちの方、③対人・対物賠償保険に加入済の方　のすべてに該当する方に限ります。

　※DPA会員以外の方は、国土交通省認定団体の発行するドローンのライセンス（資格）が必要です。

◎ツアーお申し込みに際して、①DPA会員資格の有無、②ドローンのライセンス（資格）の種類、③持参するドローン機材（機種名）とリモートID番号、④飛行時間をお知らせください。

　※リモートID（機体につけられている登録番号）の登録がされていないドローン機材は法令によりご使用になれません。

◎ドローン機材は各自にてご用意ください。バッテリーは予備含めて3個以上ご用意いただくことをおすすめします。　

◎当ツアーでは、ドローン機材のレンタルは行っておりません。参加ご希望の方で機材をお持ちでない方は、事前に各自にてレンタル等手続きをお済ませの上、機材ご持参にてご参加ください。

◎ドローンの機種によっては、通信環境等により安全に飛行させることが困難となる場合がございますので、事前にご確認ください。マイクロドローン、自作ドローンのご利用はできません。

　 ※目安として重量が100ｇ以下の機材と環境により通信が不安定になる機材（Spark、Mavic Mini等）のご利用はできませんのでご注意ください。

◎ドローン撮影会は、原則1グループあたり４～7名として、3グループ編成にて行う予定です。インストラクターは各グループ1名ずつつきます。

◎安全面から全員同時にドローンを飛行させることができません。必ずインストラクターの指示に従い、一般の方のご迷惑とならないよう細心の注意を払ってお楽しみください。

◎ドローン機材に関する賠償責任等は当社ならびに企画箇所、後援団体では一切負いません。

◎最少催行人員に満たず、ツアーが催行中止となる場合は、9月末日迄にご連絡いたします。

◎天候及び諸事情により、安全面から判断して、ツアーの催行が困難となった場合は直前に催行中止の決定をさせていただく場合がございます。

◎天候及び諸事情により、安全面から判断して、当日ツアー行程内のドローン撮影会を実施できない場合がございます。その場合は内容を変更させていただきますが、ツアー代金の払戻や

　 返金には応じられませんので、あらかじめご了承の上お申し込みください。　

◎ツアーが催行中止となった場合、各自にて手配された交通費及び前後泊の宿泊代、各自にて機材をレンタルされた場合のレンタル料等で、キャンセル料が発生した場合はお客様ご自身

　 のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

東京法人コンベンション営業部
〒160‐0017

東京都新宿区左門町16‐1 四谷TNビル4F

●お申し込みは、オンラインにて承ります。

以下のURLよりお申し込みください。

ｈｔｔｐs：//va.apollon.nta.co.jp/drone/

●お問い合わせはメールにて承ります。以下のアドレスまでお願いします。

尚、ドローンに関するお問い合わせ、ご質問等については、確認後の

ご連絡となりますので、返信までお時間をいただく場合がございます。

あらかじめご了承ください。

株式会社日本旅行 東京法人コンベンション営業部 （後藤まで）

marie_goto@nta.co.jp
ソリ22-016
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この書面は、旅行業法第１２条の４に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第１２条の５に定めるところの契約書面の一部となります。

お申し込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。※詳しい旅行条件を説明した書面を用意していますので、事前に確認の上お申し込みください。

1.募集型企画旅行契約 日から起算してさかのぼって13日前に当たる日(日帰り旅行は3日前)より前に (4)宿泊のみご予約になった場合
(1)(株)日本旅行(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する国内旅 連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。
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 5.旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
結することになります。 (1)旅行代金に含まれるもの…パンフレットに記載された旅行日程に明示された
(2)募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件 交通費（駐車料金等含む）、宿泊費、食事代、入場料（★印）、撮影会
のほか、ご旅行お申し込み時にお渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする 及びセミナー費用（会場費、インストラクター費用等含む）、消費税等諸税 ※ただし、2022年4/29~5/4にご宿泊の場合は、(1)の取消料が適用となり
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。 (2)旅行代金に含まれないもの…旅行日程に記載のない交通費（集合場所ま ます。
2.旅行のお申し込みと契約の成立 で及び解散場所からの交通費等）等諸費、使用機材の運搬費及び保険等、 7.個人情報の取り扱いについて
(1)申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下記の申込金また 食事時の飲料代等個人的性質の諸費用 (1)株式会社日本旅行(以下「当社」といいます)及び下記「販売店」欄記載
は旅行代金の全額を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行代金、 6.お客様からの旅行契約の解除(取消料) の受託旅行業者は(以下「販売店」といいます。)を指して当社らといいます。
取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱いします。 (1)お客様はいつでも次に定める取消料(お一人様につき)をお支払いいただ ア.当社らは、ご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のた
(2)電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付 いて、旅行契約の解除をすることができます。この場合、既に収受している旅行 め、②旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に
けます。この場合予約の時点で契約は成立しておらず、当社から予約の旨を 代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込 関する諸手続のため、④旅行の安全管理のため、⑤当社の旅行契約上の責
通知した後、予約の申し込みの翌日から起算して3日以内に申込書と申込金 金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。 任において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑥当社及び当社と
を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場 (2022年4/29～5/4は、ご宿泊のみの場合でも下記の取消料が適用されま 提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報
合は、お申し込みはなかったものとして取り扱います。 す。) 提供のため、⑦旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、⑧アンケートの
(3)申込金(お一人様につき) お願いのため、⑨特典サービス提供のため、⑩統計資料作成のため、に利用さ

せていただきます。
(2)上記ア.②、③、④の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番

(4)募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前(3)の申込金を受領し 号、クレジットカード情報、搭乗便名等を輸送・宿泊機関、土産物店、当該ク
たときに成立したものとします。 レジット会社等に書類又は電子データーにより、提供する事があります。
(5)通信契約による旅行契約は、当社らがお申し込みを承諾する通知を発し、 (3)当社及び当社グループ会社はお客様からご提供いただいた個人情報のうち、
当該通知がお客様に到達した時に成立します。 氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャ
3.旅行代金のお支払い ンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきます。なお当社グルー
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前にあたる プ会社の名称は当社のホームページ(https://www.nta.co.jp/)をご参照下
日より前にお支払いいただきます。 (2)なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお さい。
4.旅行中止の場合 申し出いただいた日とします。 8.ご旅行条件・ご旅行代金の基準
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、 (3)お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人数等を変更される場 この旅行条件は2022年4月1日を基準としています。また旅行代金は2022

当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始日の前 合、旅行費用全額に対して取消料が適用されます。 年8月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

ご旅行条件書 22.4月改定

旅行代金 20,000円未満 20,000円以上50,000円未満  50,000円以上100,000円未満 100,000円以上

お申込金 5,000円以上 10,000円以上  20,000円以上 旅行代金の20%以上

旅行契約の解除期日

旅行開始日の前日からさかのぼって 右記日帰り旅行以外 日帰り旅行

①21日目に当たる日以前の解除 無料 無j料

②20日目に当たる日以降の解除（③～⑦を除く） 旅行代金の20％ 無j料

③10日目に当たる日以降の解除（④～⑦を除く） 旅行代金の20％ 旅行代金の20％

④7日目に当たる日以降の解除（⑤～⑦を除く） 旅行代金の30％ 旅行代金の30％

⑤旅行開始日前日の解除 旅行代金の40％ 旅行代金の40％

⑥旅行開始日当日の解除（⑦を除く） 旅行代金の50％ 旅行代金の50％

⑦旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100％ 旅行代金の100％

取消料

１～14名 100% 50%

15～30名 100% 50%

31名以上 100% 50% 10%30%

無料

無料

当日 前日 2日前 3日前 6日前 7日前 8日前～20日前
旅行開始後の解除

または無連絡不参加

20%

20%

4日前 5日前


