大洗
から
初心者 け
向
初級者 ー！
ツア
カメラ

今や旅行に行ったらTwitterやInstagramなどのSNSに写真を投稿するのは当たり前。
そんなイマドキ女子にオススメの撮影テクニックと大洗町のイチオシスポットをご紹介します！
大洗サンビーチのリフレクションビーチや食事を楽しみながらプロの写真家が撮影スポットにあわせて
テクニックを教わりながら大洗町を巡るツアーです。SNSで「いいね！」が増えるテクニックも教えちゃいます！
集合場所案内図

ツアースケジュール

・11/25（日）
2018.11/24（土）
開催日

集合場所／かあちゃんの店別館前（茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8253-21）
受付時間／8時30分〜
開始／9時ツアースタート

・11/25（日） 9時〜16時
11/24（土）
【集合】かあちゃんの店別館
【午前】ツアー説明、
講習会の後 大洗サンビーチにてリフレクションビーチ撮影
【昼食】かあちゃんの店別館（料理撮影会を含みます）
【午後】遊覧船に乗って大洗の風景撮影
※雨天の場合は撮影ポイントが変更に
【講評】かあちゃんの店別館 終了後解散
なる場合がございます。

★
［集合場所］
かあちゃんの店別館前

交通アクセス／
■マイカー…北関東自動車道 水戸大洗I.C.より車で約10分
［大洗漁港駐車場利用可
（かあちゃんの店別館向かい）
］
■公共交通機関…
（鉄道）
JR水戸駅より鹿島臨海鉄道 大洗鹿島線「大洗駅」下車、タクシーにて10分
（バス）
JR水戸駅北口より茨城交通 アクアワールド大洗・那珂湊駅行き 沼屋前バス停下車、徒歩3分
※「大洗駅」より大洗町循環バス「海遊号」漁港入口バス停（土曜日）魚市場前バス停（日曜日）下車

お問い合せ先

イベント企画 受付時間／8：30〜17：00［平日（月〜金）］

大洗町商工観光課 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881-275
大 洗 観 光 協 会 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8249-4

029-267-5111
029-266-0788

旅 行 企 画 営業時間／8：30〜17：00［平日（月〜金）］

大洗ポートトラベル（大洗ターミナル株式会社）茨城県東茨城郡大洗町港中央1

（茨城県知事登録旅行業第2-503号

総合旅行業取扱管理者

佐藤真一）

ツアーのお申込は
専用サイトからお申込ください
http://www.ooarai-cameratour2018.com
大洗カメラ女子ツアー

検 索

029-266-3325

PO I NT

撮影風

景

リフレクションビーチで「プロ」
っぽく撮れる！？

リフレクションビーチって！？
今回のツアーでご案内する大洗サンビーチは、国内でも有
数の遠浅ビーチとして有名で、海外にも勝る絶景の撮影ス
ポットになっています。満潮から干潮に向かう時間の浜辺が
海水で鏡のように反射する現象で、今流行の写真映えする
新たなスポットとなっています。
リフレクションビーチを利用
してあなた好みの一枚を撮影しちゃおう！

jump！

なるべく低い位置から撮影をすると、
うまくリ
フレクションして綺麗に撮影ができます。

カメラマン紹介
11月24日
（土）
講師
Proﬁle

東京カメラ部

Photographer

柄木 孝志

15年前に鳥取県にIターン。風景写真家として活動する一方、写
真を活用した地域活性事業にも従事する。鳥取県での活動が評
価され、現在まで全国10以上の自治体のコンサル業務を請け
負ってきた。東京カメラ部2013年10選。近年では、アサヒカメ
ラでの特集記事ほか、JR西日本の広報媒体も担当し、2018年
の山陰DCではメインカメラマンを担当。8月には第2弾写真集
「24Hours」
を発刊、あわせて9月には植田正治写真美術館にて
個展を開催予定。
（東京カメラ部10選）

Photographer

安宅 真樹
11月25日
（日）
講師
Proﬁle

Proﬁle

東京カメラ部

Photographer

八木 千賀子

撮影：八木 千賀子

ツアー概要

2015年より 不定住。拠点を持たずにフォト

2013年、東京カメラ部10選に選出、2016年に会社を退職し
BS朝日
「The Photographers3」
で取り上げられ、風景写真家
として歩み始めた。伊豆諸島
（八丈島・三宅島）
を中心に光を意
識した作品を撮影している。自然奏フォト所属。写真家の辰野
清氏、栄馬智太郎氏に師事。

グラファーとして依頼を受けた土地を巡り世
界各地どこへでも。
人物写真を主とし、被写体の生きるその場の
物 語や 感 情 の 瞬 間を写し撮る。そ ん なス
ローフォトグラフィーを大 切にしている。
2018年春に茨城県かすみがうら市の小さ
な森の隣に建っていた住処で暮らし始める。

今回の料金は大洗町モニター料金の設定となります。

7,000

6,500

ツアー終了後

アンケートに
11月24日(土) 9時〜16時【参加者募集中】
レンタルカメラ料込
円 レンタルカメラ料なし
円
ご協力ください。
11月25日(日) 9時〜16時【参加者募集中】
（講師料・カメラレンタル料・昼食代・旅行傷害保険料・消費税込）
ツアーテーマ
東京カメラ部監修
「東京カメラ部×大洗カメラ女子ツアー」
カメラについて カメラがなくても参加OK！
（レンタルカメラ有り）
集合時間・場所 8時30分〜9時 かあちゃんの店別館前
（茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8253-21）
レンタルカメラをお申し込みの方は最新の一眼レフカメラを使用して撮影ができます。
交通アクセス／
応募資格
初心者から初級者向け！写真を撮るのが大好きな女子。
■マイカー…北関東自動車道 水戸大洗I.C.より車で約10分
ただし女子が同伴する場合はペア
（カップル／夫婦）
も可。
［大洗漁港駐車場利用可
（かあちゃんの店別館向かい）
］
※未成年の方のみでのご参加の場合、保護者
（法定代理人）
の同意書が必要です。
■公共交通機関…
募集人員
20名
（最少催行人員5名）
（鉄道）
JR水戸駅より鹿島臨海鉄道 大洗鹿島線
「大洗駅」
下車、
タクシーにて10分
申込締切
11/13
（火）
23時59分締切
（ただし定員になり次第締切）
（バス）
JR水戸駅北口より茨城交通 アクアワールド大洗・那珂湊駅行き 沼屋前バス停下車、徒歩3分
注意事項
・晴れの日は自転車で撮影スポットを周り、
※
「大洗駅」
より大洗町循環バス
「海遊号」
漁港入口バス停
（土曜日）
魚市場前バス停
（日曜日）
下車
雨の日は公共交通機関で撮影スポットを周ります
撮影場所
●大洗サンビーチ、大洗港、遊覧船上から大洗の風景など
・屋外に出るため、動きやすい服装でお越しください。
添乗員
この旅行には添乗員は同行いたしませんが
「東京カメラ部×大洗カメラ女子ツアー」
旅行代金
お一人 7,000円（レンタルカメラ料込） 6,500円（レンタルカメラなし）
スタッフが旅行開始より終了まで同行いたします。
※カメラ講師料・昼食代・旅行傷害保険料・消費税込
お申し込み方法 下記申込フォームより必要事項を入力してお申し込みください。
SD カード購入
SDカード1枚につき1,000円で購入できます。
専用サイトよりお申し込みください。
持ち物
●スマートフォン
（http://www.ooarai-cameratour2018.com）
※当日はレンタルカメラ、
ご持参のカメラからスマートフォンへ写真データを
旅行代金をご確認のうえ、申し込み日より5日以内に下記口座までお振り込みください。
転送しinstagramに投稿した写真で講評を行います。
〈振込先〉
データ容量が大きくなりますので、SDカードの持参または購入をおすすめします。
常陽銀行大洗支店 普通口座 6184673 大洗ターミナル株式会社
●リフレクションビーチでの撮影は長靴がおすすめです。
※振込手数料＜入金・返金ともに＞お客様ご負担となります。予めご了承ください。
雨が予想される場合はレインコートなどの雨具、防寒着をご持参ください。
ツアー料金
お一人様

開催日

ご旅行条件書

お申込の際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

◇旅行契約 この旅行は大洗ターミナル㈱
（以下当社という）
が企画・募集し実施する旅行です。お客様との契約の内容・条
件は下記記載のほか、最終旅行日程表および当社旅行業約款によります。◇お申込み・申込金 旅行申込にあたっては
「大
洗観光協会」
特設ホームページ内お申込フォームに必要事項を入力してお申込みください。申込金7,000円＜カメラレンタ
ルあり＞、6,500円＜カメラレンタルなし＞
（旅行代金の全額・取消料の一部として取扱います）
を申込み後5日以内に指定口
座までお振込みください。◇お申込み条件 未成年の方のみのご旅行の場合、保護者
（法定代理人）
の同意書が必要です。
◇契約の成立 お客様との契約の成立は、予約確認メールにてご案内する申込金を収受したときに成立します。◇確定書
面 当社は出発の７日前までに、旅行内容の確定状況を記載した書面をお渡しいたします。◇旅行代金に含まれるもの 旅
行日程に明示した運送機関の運賃料金・食事代・レンタルカメラ・レンタサイクル諸費用および消費税。◇契約の変更 天
災地変・戦乱・暴動・運送機関のスケジュール・交通事情・気象条件その他やむをえない事由により旅行日程を変更する場合
があります。その場合、変更後の旅行内容により旅行代金を変更する場合があります。また、お客様の都合により旅行内容
を変更する場合はその追加代金をいただきます。◇お客様の交替 お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を第3者に
譲り渡す事ができます。◇取消料 お客様はいつでも次に定める取消料を支払う事により契約を解除する事が出来ます。
旅行開始日の前日からさかのぼって
11日目にあたる日まで

10日〜2日前

旅行開始日の前日

旅行開始当日

無料

旅行代金の30％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

◇最少催行人員 この旅行の最少催行人員は5名です。参加者の人数が、明示した最少催行人員に達しない場合は旅行を中止いたします。
この場合は旅行開始日前日から起算し、
さかのぼって11日目に当たる日より前までに、
お客様にその旨を通達いたします。◇添乗員 この旅
行には添乗員は同行いたしませんが
「大洗カメラ女子ツアー」
スタッフが旅行開始より終了まで同行いたします。◇当社の責任 当社は旅行
契約の履行にあたり、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、発生日から2年以内にその申出があった場合に限りその損
害を賠償する責に応じます。ただし、次に例示するような事由による場合はその責を負うものではありません。
＜天災地変･戦乱・暴動、運送･
宿泊機関の事故、運送機関の遅延・不通もしくは火災又はこれらのために生ずる日程の変更もしくは旅行の中止および滞在時間の短縮また
は延長、公官署の命令又は伝染病による隔離、食中毒、盗難。
＞◇お客様の責任 お客様の故意または過失により当社が損害を被ったとき
は、当該のお客様は当社に対し損害を賠償しなければなりません。◇旅程保証 当社は契約内容に重要な変更を行った場合、別途定める変
更保証金を旅行終了後30日以内にお支払します。尚、次に掲げる変更は対象となりません。
＜天災地変・戦乱・暴動・公官署の命令・運送宿泊
機関等のサービスの提供の中止・当初の運送計画によらない運送サービスの提供・参加者の生命または身体の安全確保のための措置＞
◇特別補償 当社は当社の責任の生じるか否かを問わず、特別補償規定に定めるところにより、
お客様の生命・身体または手荷物の上に被っ
た一定の損害について、あらかじめ定める補償金および見舞金を支払います。
この旅行条件は平成30年10月1日現在を基準としています。

旅行企画

大洗ポートトラベル（大洗ターミナル株式会社） 029-266-3325

茨城県東茨城郡大洗町港中央1（茨城県知事登録旅行業第2-503号

総合旅行業取扱管理者

佐藤真一 ）

