
開催日：3月 9日(土)・10日(日) 
集合： 9日 12 時 15分   JR八ヶ岳高原線:野辺山駅  
解散：10日 12時 15分頃 JR八ヶ岳高原線:野辺山駅 

募集人数：15名様（最少催行人員 8名様） 
受 講 料：おとな女子登山部員価格/15,000円  

（一般価格/15,500円）  
申込方法：Web申込は こちら をクリック！！！ 

または下記申込書を FAXまたは郵送ください。 
 
●持ち物：裏面（２ページ目）をご確認ください。 

●天候・その他の現地事情によ時間・内容変更になる場合があります。 
●受講料に含まれるのも／行程記載講習スタッフ費、保険料、宿泊費(2～3名相部屋)1泊 2食付、送迎バス費、座学会場使用料 

           
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
  
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
＜好日山荘登山学校 おとな女子登山部 実技講座 参加申込み書＞      申込日 201  年    月    日 

※参加者お一人様につき１枚を郵送またはＦＡＸ（０６－６１４７－８０３２）でお送り下さい。

3 月 9 日（土）・10 日(日) オリンパスカメラ講座 in 八ヶ岳・野辺山高原 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

氏 名 

 おとな女子登山 
部員ですか? 

はい     ・     いいえ 

生年月日（西暦）         年    月    日生（    歳） 

連 絡 先 

自宅住所 〒     － 

 

自宅電話番号：     （      ）         携帯電話番号：      （      ） 

E-Mail : 

緊急時連絡先 
氏名 ： 

（続き柄 ：      ） 

住所：〒 

電話番号： 

備考（既往歴等） 

 

↑イメージ  

↓
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↑イメージ  

☑①登山経験なし、または過去に登山 1,2 回程度の方向け 
□②日頃よりご自宅近郊の山々へ日帰り登山以上を楽しまれている方向け 
□③登山におけるご自身の体力、ご案内する登山装備の使い方にご理解がある方向け 

※体力度：健康で自然の中を歩くのが好きな方。平坦で標高差 500m以内。 

受講 
レベル 

 
2018年春夏に開催し好評だったオリンパスカメラ講座の冬バージョン！ 
雪山登山のきっかけとして、冬ならではの楽しみ方としてカメラで八ヶ岳や飯 
盛山・星空を撮影してみましょう！ 
撮影前はしっかりと星の知識と撮影技術を学びます。 
カメラは無料レンタルをご用意しておりますので、カメラが初めての方でもお 
気軽にご参加ください。  ※登山はおこないません。 

 
 

 
1 日目： 野辺山駅より送迎バス（約 10 分）にて「星と山の宿 りんどう」へ 

お宿に到着後 13：00～17：00 座学講義【機材の使い方実習、ロケハン等】 

18：00～夕食、 19：00～22：00 撮影実習、以降フリータイム 

2 日目： 10：00～12：00 講評会およびまとめ 

        12：00 頃 お宿発にて送迎バスにて野辺山駅へ 
 
■国内旅行傷害保険について：「好日山荘登山学校」の実技講座では安心のためアトラストレックが契約者となり予めご旅行代金（受講料）に保険料を内包しており、 
下記補償内容を付保しておりますのでご確認ください。 

●死亡・後遺障害保険金額 300万円 ●入院保険金日額 4,500円 ●手術保険金 入院保険金日額の 10 倍（入院中の手術）または５倍（入院中以外の手術）の額を
お支払いします。 ●通院保険金日額 3,000 円 ●救援者費用等保険金額 100 万円  ●賠償責任保険金額[※免責金額（自己負担額）:0円] 1,000万円  

●携行品損害保険金額[※免責金額（自己負担額）:3,000 円] 5万円               （保険料１泊２日まで４２６円・３泊４日まで５０６円・６泊７日まで５８９円） 
※この保険は、株式会社アトラストレックを保険契約者として同社が主催する募集型企画旅行に参加の参加者全員を被保険者とする包括契約です。 
原則として、契約者が契約内容変更に関する請求権、解約請求権等を有します。 

 

オリンパスカメラ講座 in八ヶ岳・野辺山高原 
 

好日山荘登山学校    おとな女子登山部 

 

http://hplink.we-can.co.jp/hplink/PR_CHK_LIMIT?HV_USER_CODE=ATLAS&HV_TOUR_CD=BKJA58&HV_PTN_NO=B&HV_PTN_EDA=K03&HV_S_DEP_FROM=190309&HV_S_DEP_TO=190309&HV_OPENER_URL=http://www.atlastrek.co.jp


 

 

 

◆持ち物◆ 
・季節に合った動きやすい靴・服装・防寒着 

※ホテル周辺の八ヶ岳高原（標高約 1,300m）は 3月の気温で日中は 10℃前後、日が暮れると最低気温 0℃前後となります。 

・着替え 

・宿泊セット（お宿では浴衣 200 円・タオル 150 円・歯ブラシ 100 円の有料です） 

・ヘッドランプ（弱く赤く光るものが好ましい、替え用の電池も） 

・筆記用具 

・SDカード(class10以上32GBが望ましい)  ※レンタルはございません。忘れると撮影が出来ませんので、必ずご持参下さい。 

・オリンパスミラーレスカメラもしくは一眼カメラ、レンズ  ※お持ちでない方は、無料レンタルをご利用下さい。 

・三脚、レリーズ（離れた場所からカメラのシャッターボタンを押せる道具） 

※お持ちでない方は、無料レンタルをご利用下さい。 

 

★カメラ・レンズ・三脚・レリーズの無料レンタルをご希望の際は、申込時の備考欄にレンタルご希望のものをご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆お申し込み方法◆ 
所定のお申し込み用紙に必要事項をご記入いただき、アトラストレックへ郵送またはＦＡＸでお送り下さい。同時に、旅行代金（受講料）を下 
記いずれかの銀行口座にお振込み下さい。申込書の受理と旅行代金の入金確認をもって本旅行契約の成立と致します。  
お振込みの際には、お名前を先に明記して下さい。 

み ず ほ 銀 行 四谷支店 普通 １１３９９９６ 株式会社アトラストレック 

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 四谷支店 普通 ４７６２９７５ 株式会社アトラストレック 

郵 便 局 記号 １２１００ 番号 ９１５７４６４１ 株式会社アトラストレック 

◆お申し込み後の取消料について◆ 
お申込みのお客様は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。 

お取消日（旅行開始日の前日より） ２０日～８日前 ７日～２日前  前  日  当   日  開始後又は無連絡 

お取消料 ２０％       ３０％       ４０％   ５０％      １００％ 

◆お申込み者数が記載の最少催行人員に達しない場合はツアーを取り消す場合がございます◆ 
ただし旅行前日から起算してさかのぼって１３日目（日帰りツアーはご出発日の３日目）にあたる日より前までにお客様にその旨を通知し
た場合に限ります。 ＊最少催行人員に達しない場合は旅行内容（交通機関等）を変更して催行する場合がございます。 
◆旅行約款(要約)◆ 
ここに記載のない事項は当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。標準旅行業約款をご希望の方は、ご請求下さい。 

◆個人情報の取り扱いについて◆ 
（(株)アトラストレック（以下「当社」といいます。）は旅行申込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連絡の為 
に利用させていただくほか、お客様がお申し込み頂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手続きに必要な範 
囲で利用させていただきます。このほか、当社では将来より良い旅行商品の開発の為のマーケット分析や当社の旅行商品のご案内をお客 
様にお届けする為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。 
個人情報の取り扱いに関するお問合せ・苦情は、下記の個人情報取り扱い管理者までお申し出ください。 
（株）アトラストレック 東京営業課 個人情報取り扱い管理者 磯野 剛太 privacy@atlastrek.co.jp 

◆お問い合わせ、募集、お申し込み◆ 

最終のご案内書を出発日の７日前～５日前までに郵送いたしますので、集合場所、出発時間等をご確認下さい。 

㈱アトラストレック 
観光庁長官登録旅行業第１１６７号 

一般社団法人日本旅行業協会正会員 

東京海上日動火災保険株式会社代理店 

http://www.atlastrek.co.jp/ 

〒５３０－００１２ 大阪市北区芝田２－８－７ 八木ビル４階 

電話：０６－６１４７－８０３１ ﾌｧｸｼﾐﾘ：０６－６１４７－８０３２ 

営業時間：月～金曜日 １０：００～１８：００  土曜日 １０：００～１５：３０ 

（日曜日・祝日は休ませていただいております） 

※営業時間外は留守番電話にご用件をお話しください。 

総合旅行業務取扱管理者：上武 美智    企画担当：清水 元基 

mailto:privacy@atlastrek.co.jp
http://www.atlastrek.co.jp/


おとな女子登山部×OLYMPUSコラボ企画

in 八ヶ岳・野辺山高原in 八ヶ岳・野辺山高原
オリンパスカメラ講座 ＜2019関東＞

■講師■

おとな女子登山部からは
くみんちゅが参加します

1日目

持ち物 

参加料

12：15

” T��� i� ea��! ”　カメラを山で楽しもう!  with OLYMPUS PEN
講座スケジュール

開催日 3/9 ～
その他情報

◆ その他注意事項など ◆

日本大学芸術学部写真学科在学中、天体写真家への興味関心が強まり卒業後、福
島県鮫川村に移住し、天文台で星空のインストラクターをしながら、本格的に天体写
真と星景写真を撮り始める。その後、天体望遠鏡メーカー『株式会社ビクセン』に入
社をし、2017年に星景写真家として独立。天文雑誌『星ナビ』のライターをつとめな
がら、世界各地で星空の撮影を行っている。

星景写真家 北山  輝泰    1986年12月1日生まれ

公式HP ： http://kitayamateruyasu.com/
Facebook ： https://www.facebook.com/teruyasu.kitayama
Tw i t t e r ： https://twitter.com/astro_teru

JR 八ヶ岳高原線・野辺山駅集合
→送迎バスにて『星と山の宿・りんどう』まで移動

座学講義、機材の使い方実習、ロケハン等

18：00頃 夕食

12：00頃 『星と山の宿・りんどう』より
送迎バスにて JR 野辺山駅まで移動・解散

19：00
～ 22：00

13：00
～ 17：00

撮影実習（室外）　以降、フリータイム

2日目

●動きやすい服装および靴（防寒対策も忘れずに）
●ヘッドライト（弱く赤く光るものが好ましい）
●オリンパス製ミラーレス一眼カメラ、レンズ

※お持ちの方。お持ちでない方は、無料レンタルをご利用下さい

※お持ちの方。お持ちでない方は、無料レンタルをご利用下さい

※レンタルはございません。忘れると撮影が出来ませんので、必ずご持参下さい

●三脚、レリーズ

●SD カード (class10 以上 32GB が望ましい )

おとな女子登山部員価格　15,000 円
一般価格　15,500 円

●筆記用具
●その他募集 PDF の装備表の通り

10：00 講評会およびまとめ

毎回大好評の女性限定オリンパスカメラ講座。
今回は星空を綺麗に撮れるコツを学びます。
1 日目の座学では基本的な星景撮影の方法から、2019 年に注目の天文
現象などを学び、夜間の撮影に備え事前に室内でカメラや三脚の使い
方を練習します。そして、いよいよ夕食後は、実際に屋外で星景撮影
会を行います。2 日目は、撮影した作品をみんなで見ながらの講評会
です。また、ツアー中はミラーレス一眼カメラや三脚などの機材レン
タルをご用意します。カメラをお持ちでない方や、これからカメラを
買おうと思っている方も、お気軽にご参加下さい。

・天候等により内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
・お申し込み・詳細に関しては好日山荘 HP の中の『おとな女子登山部ブログ』内にございます“活動スケジュール”からお申込み下さい。
・参加料のお支払い等はツアー会社（株）アトラストレックとなります。

10土 日

～12：00

（離れた場所からカメラのシャッターボタンを押せる道具）

詳細・お申込み
はこちら


