
旅行企画・実施： 株式会社セブンカルチャーネットワーク
（観光庁長官登録旅行業第1870号）

スケジュール

7月26日（日）《集合》新宿西口 新宿センタービル

新宿（10:30）＝🚌＝河口湖 富士山を眺めながらランチ

（スープ･サラダ･チキン香草焼き･パン･コーヒー/ハーブティー）

山梨･富士山世界遺産センター（見学）＝🚌＝奥庭駐車場

…<徒歩10分>… 奥庭荘 （泊） 夕方まで休憩

夕刻：武田先生の解説で夕日や雲の観察 宿にて夕食

夜：宿周辺で星空観望 食事:朝－ 昼○ 夕○

※宿から星空観望地まで約10分ほど歩き、屋外で寝転んで観測します。
宿へのお戻りは自由です。敷物･防寒着･懐中電灯をご準備ください。
持ち物については、出発前に別途ご案内します。

7月27日（月） 出発まで星空観察できます。

奥庭荘（早朝）…<徒歩10分>…奥庭駐車場＝🚌＝

富士山五合目…<徒歩15分>…日の出観察 …<徒歩15分>… 

五合目駐車場＝🚌＝ 温浴施設 （フェイスタオル･バスタオル付）

＝🚌＝ 新宿駅 （10:30着予定） 食事:朝○(弁当) 昼－

※富士山五合目付近での日の出は4時55分前後です。
※朝食 (おにぎり弁当)は2日目宿の出発時にお渡しします。

■出 発 日 ： ２０２０年 ７月２６日 （日） １泊２日

■旅行代金： おひとりさま ３１,８００円 小学生2,000円引き

◆ご参加は小学3年生からとなります。15歳未満の方は保護者の同行が必要です。

なお、15歳以上20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。

◆当日の天候や交通事情等によりスケジュールが変更になる場合があります。

◆気象状況により、富士山･夕日･日の出･星空･天の川･流星･雲などをご覧になれ

ない場合がありますが、ご返金や旅行の再実施はございません。

◆集合場所･持物等詳細を記載した[最終旅程表]を出発前にお渡しいたします。

◆専用バスは「みらい観光(武元重機/東京営業所)」または日本バス協会認定

「貸切バス事業者安全性評価認定制度･認定事業者」にて運行いたします。

◆登山はしませんが15～20分程度の徒歩移動が数回あります。

・宿 泊：富士山五合目 奥庭荘（男女別相部屋･トイレ共同）

※宿にお風呂はありません。2日目朝に温浴施設へ立ち寄りいたします。

・食事:朝1回(弁当)/昼1回/夕1回 ・受付:1名さま ・最少催行人員:15名

・添乗員:同行 ・交通:専用バス ※写真はすべてイメージです。

左上：奥庭からの富士山 左下：雲海と日の出 右：寝転んで見る富士山と天の川(魚眼) ©Yasuo Takeda

空の探検家・武田康男先生と行く

富士山の五合目“空のフルコース”を楽しもう！

講師：武田 康男 《空の探検家》
気象予報士。空の写真家。
2008年から第50次南極地域観測越冬隊員
(気水圏モニタリング研究観測)。大学で地学を
教え、小中高校や市民講座などで写真や映像
を用いた講演を多数実施。本や雑誌等の執筆･
監修･写真映像提供やテレビ･ラジオ出演多数。
元高校教諭。

気象予報士で写真家の武田康男先生解説のもと、標高2,200ｍの富士山中腹で夏空をたっぷり味わうバスツアー。
眼前にそびえる富士山と笠雲・つるし雲・彩雲など富士山特有の雲。夜には夏の星座・天の川・流星を寝転んで観察。

日没とご来光、雲海など時々で移りゆく空模様をたっぷり味わいます。お子さまの自由研究、おひとりさまのご参加も大歓迎。

上：富士山と天の川と流星 下左：朝日と雲 下中央：富士山五合目での夜明け 下右：つるし雲 ©Yasuo Takeda



■お申し込み/お問い合わせ ㈱セブンカルチャーネットワーク TEL： ０３-６２３８-３０８５

〒102-0084 東京都千代田区二番町8-8 FAX： ０３-６２３８-１９６７ 営業時間：10：00～17：00 （土･日曜･祝日を除く）

観光庁長官登録旅行業第1870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：竹本有希枝

総合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。
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、上記の取扱管理者にお尋ねください。

岩本山公園

〔最少催行人員〕

募集パンフレットに記載。これに満たない場合、旅行の実施を中

止することがあります。ただし、この場合旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行の場合は3日目)にあた

る日より前に通知いたします。

〔現地手配代行者との連絡方法〕

添乗員が同行しない場合の現地での手配代行者との連絡方法は

最終日程表に明示します。

〔最終日程表の交付時期〕

確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最終日
程表は旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日
の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降にお申込
みいただいた場合には旅行開始日当日に交付することがありま
す。なお、期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況
についてご説明いたします。

〔個人情報の取り扱い〕

当社は、旅行契約の申し込みの際に提出された申込書に記載さ
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
ていただく他、運送・宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関等につい
てはパンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記載した日ま
でにお送りする確定書面に記載されています。）の提供するサー
ビスの手配及びそれらの旅行サービスの受領のための手続き（以
下「手配等」といいます。）に必要な範囲内、または当社の旅行契
約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な
範囲内において当該機関等に提供いたします。また、旅行先での
お客様の買い物の便宜のため、お客様のお名前および搭乗され
る航空便等に係る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業
者に提供いたします。お申し込みいただく際には、これら個人情報
の提供についてお客様に同意いただくものとします。
※この他、当社では、1.当社及び当社と提携する企業の商品や
サービス、キャンペーンのご案内 2.旅行参加後のご意見やご感
想の提供のお願い 3.アンケートのお願い 4.特典サービスの提
供 5.統計資料の作成の目的でお客様の個人情報を利用させて
いただくことがございます。

〔旅行条件・旅行代金の基準日〕

この旅行条件は、下記の日付を基準としています。

2020年 5月1日

旅行企画・実施：

株式会社セブンカルチャーネットワーク

東京都千代田区二番町8-8

観光庁長官登録旅行業第1870号

〔募集型企画旅行契約〕
（１）この旅行は、株式会社セブンカルチャーネットワーク（東京都千
代田区二番町8-8、観光庁長官登録旅行業第1870号） (以下当社と
言います。) が企画・募集・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〔以下｢旅行契約｣という〕を
締結することとなります。
（２）旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、別途お渡
しする募集型企画旅行条件書、確定書面（最終日程表）及び当社の
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・契約成立の時期〕

当社所定の旅行申込書にご記入の上、下記の申込金を添えてお申
込みいただきます。

■ 申込金 （お一人様につき）
ご旅行代金全額

※お申込みから一週間以内にお支払ください

振込先： 三井住友銀行 しらゆり支店 （普通）１２０６９１１
口座名： （株）セブンカルチャーネットワーク

申込金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取り扱います。お
客様との旅行契約については、当社の承諾と上記の申込金の受理
をもって成立するものといたします。

〔旅行代金のお支払い〕

残金はご旅行出発の前日から起算してさかのぼって１４日目にあた
る日より前にお支払いいただきます。

〔旅行代金に含まれるもの〕

旅行日程に明示した利用交通機関の運賃、料金、観光料金（バス料
金、ガイド料金、入場料）・旅行日程に明示した宿泊料金及び税、
サービス料金(部屋条件は別途明記します) ・旅行日程に明示した食
事料金（機内食を除く）・団体行動に必要な心付・添乗員付ｺｰｽの添
乗員同行費用

〔旅行代金に含まれないもの〕

上記「含まれるもの」に記載のないもの。以下一例となります。
定員以下での部屋利用の場合の追加代金（各コースごとに異なりま
す）・超過手荷物料金・飲み物代、クリーニング代、電報電話料、ホテ
ルのボーイ、メイド等に対する心付・追加飲食代その他個人的性質
の諸費用及びそれに伴う税金、サービス料・日本国内における自宅
から集合／解散場所までの交通費、宿泊料・希望者のみ参加するオ
プショナルツアーの代金・お客様の傷害・疾病に対する医療費

〔旅行契約内容・代金の変更〕

当社は、旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変更することがあり
ます。詳しくは、「条件書」によります。

〔取消料〕
お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができ
ます。当社の責任とならないローン、渡航手続きの事由によるお取消の場
合も下記取消料をいただきます。

〔当社の責任〕
当社は当社又は手配代行者がお客様に損害をあたえた時は損害を賠償

いたします。（お荷物に関する賠償限度額は当社に故意または重大な過失

がある場合を除きお１人15万円までとし、損害発生の翌日から起算して１４

日以内に通知された場合）その他は「条件書」によります。

〔特別補償〕

当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行中急激かつ偶然な外
来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害の補償金及
び見舞金を支払います。詳しくは「条件書」によります。

〔旅程保証〕

旅行日程に重要な変更が行われた場合には、当社はその変更の内容に
応じて変更保証金を支払います。詳しくは「条件書」によります。

〔お客様の責任〕

当社はお客様の故意または過失、法令もしくは功序良俗に反する行為に
より当社が損害を被った際はお客様から損害賠償を申し受けます。

〔クレジットカード利用の通信契約〕

当社は当社が提携するクレジットカード会社の会員（以下「会員」といいま
す。）より、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けること（以下
「通信契約」といいます。）を条件に電話その他の通信手段による旅行のお
申込みを受ける場合があります。その場合、会員は「出発日」「旅行名」に
加えて「カード名」「カード番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いた
だきます。通信契約による旅行契約は、電話による申込みの場合、当社が
受諾した時に成立し、その他の通信手段による申込みの場合は、当社が
契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。通信
契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代
金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立
日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。

解除時期など 取消料

旅行開始日の
前日からさかの
ぼって

20日目（日帰りは
10日目）～８日目

旅行代金の 20 %

７日前～前々日 旅行代金の 30 %

旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40 %

旅行開始当日の解除 旅行代金の 50 %

旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100 %

2020-TR-017W

お申込み方法
①WEB「セブン旅倶楽部」 ②FAXまたは郵送

電話でのお申し

込みは受付して

おりません。

弊社ホームページ「セブン旅倶楽部」 下記の申込書をFAX または郵送

お支払い方法 各種クレジットカード または 銀行振込 銀行振込

ふ り が な 生年月日 性別
□大人 31,800円 名様 □小学生 29,800円 名様
※ご夫婦でご参加の場合でも、お部屋は男女別相部屋となります。申込者氏名

年
月 日

男・女

ふ り が な 生年月日 性別 ふ り が な 生年月日 性別

同行者氏名
年

月 日
男・女 同行者氏名

年
月 日

男・女

代表者住所
〒 －

電話〔自宅〕 （ ） － 〔携帯〕 （ ） －

保険 旅行傷害保険への加入をおすすめします。ご希望の方にはくわしいご案内をお送りします。 保険のご案内・・・□要 □不要

確認項目

<個人情報の取扱い> 旅行条件書の「個人情報の取扱いについて」を読み、旅行手配等のために運送・宿泊機関、保険会社、免税店等へ個人
データを 提供する等、その内容について同意の上、本旅行に申し込みます。 □同意する。

<特別な配慮を必要とされるお客様へ>
旅行に参加できるかどうか、確認及び旅行手配等のために運送・宿泊機関等への情報の提供について同意します。 □同意する
※特別な配慮を必要とされる方はお申し出ください。（食物アレルギー、心身に障がいのある方、妊娠中の方など）

「武田康男先生富士山２日間 7/26発」申込書 ＦＡＸ： 03-6238-1967 ＊お間違えの無いよう、発信前に再度番号をご確認ください。

宿泊施設 奥庭荘 (おくにわそう)

真っ赤な溶岩台地、独自の植生と野鳥の宝庫である奥庭に
ある大正時代からつづく家族経営のアットホームな山小屋。
宿にお風呂はなく、タオル･洗面用具も備えておりませんが、
布団でゆっくりお休みいただけ、美味しい食事も好評です。
宿周辺は灯りはないため肉眼で満天の星空を楽しめます。

《7月平均気温》奥庭荘(標高2259m) 最高18℃･最低10℃
富士ｽﾊﾞﾙﾗｲﾝ五合目(標高2304m) 最高15.2℃･最低9.6℃

WEBでのお申込みは

1日目昼食(一例)


