
ツアー
お申込は

下記ウェブサイトよりお申込みください。
群馬のインスタ映えスポットを巡るフォトジェニックツアー お申込みサイト

https://va.apollon.nta.co.jp/kenmingunma

旅行代金（お一人様）

最少催行人員： １５名様

募集人数 20名

11/14(土)
食事
朝：－
昼：○
夕：○

行 程 表

11/15(日)
食事
朝：○
昼：○
夕：ー

※ツアーのお申込みは
こちらのQRコードから

ご宿泊 「四万グランドホテル」

四万グランドホテルの魅力といえば、何といってもバリ
エーション豊かな温泉！
温泉の湯には、天然の保湿成分「メタケイ酸」が通常の
3倍以上も含まれており、入浴後はお肌がプルップルに
なる女性にとってもうれしい温泉です。

旅行代金 (Ａ) ４３，９００円
旅行代金への給付額 (Ｂ ) １ ４ ， ０ ０ ０円
地域共通クーポン ６ ， ０ ０ ０円
お支払い実額 (Ａ )－ (Ｂ ) ２ ９ ， ９ ０ ０円

２９，９００円(税込)

群馬のインスタ映えスポットを巡る２日間

～フォトジェニックツアー～

2020年

11/14(土)~11/15(日)

8：20 前橋駅南口==8：50 高崎駅東口==10：30～11：30 八ッ場ダム 展望台

==11：40～14：00 川原湯温泉遊びの基地NOA(バーベキュー)==

==15：00～15：20 四万湖==15：40 四万グランドホテル(泊)

ホテル到着後はスイーツ巡りや美肌の湯、温泉巡りをお楽しみください。

9：00 ホテル発==11：10～12：00 吹割の滝

==12：30～13：30 悠湯里庵(昼食)==13：40～14：10 道の駅 川場田園プラザ

～季節のフルーツでパフェ作り体験！～ ～感動のイルミネーション～

==14：30～15：30 原田農園==16：30～17：30 ぐんまフラワーパーク

===18：30 高崎駅東口==19：00 前橋駅南口
===:貸切バス

～フォトジェニックな「景色」～

～フォトジェニックな「食」～悠湯里庵 昼食

絶景の四万ブルー「四万湖」、
“東洋のナイアガラ“「吹割の滝」、
ラストは、「ぐんまフラワーパーク」
感動のイルミネーション！
思わず何度も見返してしまうような、
絶景写真が沢山撮れること間違いなし！

1日目昼食は、湖畔に面した屋根付き
屋外テント内でバーベキュー！
2日目昼食は、
地産地消「赤城鶏の鍬焼き御膳」、
デザートはフルーツでパフェ作り体験！
フォトジェニックなパフェを
自分で自由にデザイン☆

※写真は全てイメージです。

お土産購入には
地域共通クーポン

6,000円利用可

Photo 
Contest
開催！

GO TO トラベル 支援対象事業

１、この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。
２、旅行代金からGoToトラベル事業による給付金を引いた金額がお客さまのお支払い実額となります。
当社が定める日以降にご出発の旅行(別途、ご案内いたします。)に関しては、旅行代金に応じた
地域共通クーポンが付与されます。

３、給付金の受領について国からの給付金はお客様に対して支給されますが、
当社およびGoToトラベル事務局は、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、
お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。
なお、当社およびGoToトラベル事務局による代理受領についてご了承にうえお申込み下さい。

４、取消の際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。

※2名1室利用の場合

四万湖

原田農園
リンゴ２個
お土産付！

ぐんまフラワーパーク

パフェ作り体験



安心してご旅行をしていただくため、
お客様ご自身で保険をおかけになることをおすすめいたします。

この旅行は、㈱日本旅行高崎支店（以下「当社」といいます）が企画･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を締結していただくことになります。

１．お申込み方法と契約の成立

(1)当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、下記のお申込金を添えてお申込み下さい。お申込金は、

旅行代金、取消料、または違約料の一部または全部として繰り入れます。

旅行代金の額 申込金（おひとり）

20,000円未満 5,000円以上

20,000円以上50,000円未満 10,000円以上旅行代金まで

50,000円以上100,000円未満 20,000円以上旅行代金まで

100,000円以上 旅行代金の20％以上

5．免責事項…お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当社は賠償の責任を負いません。

・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行中止

・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止

・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難

・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地・滞在時間の短縮

6．特別補償…お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害については、

当社の故意、過失の有無にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、補償金及び見舞金をお支払

いします。

7．旅程保証…当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行

契約の部 第29条別表二欄）に掲げる重要な変更が生じた場合は、同条に定めるところにより変更

補償金をお支払いします。

8．個人情報の取り扱い

（1）当社及び受託旅行会社は旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報についてお客様との連絡や

運送、宿泊機関等の手配およびそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させて頂きます。

（2）当社、当社グループ会社および販売店では、①取り扱う商品、サービス等のご案内②ご意見、ご

感想の提供・アンケートのお願い③統計資料の作成。にお客様の個人情報を利用させていただく事があ

ります。

（3）この他当社の個人情報取り扱いに関する方針等についてはHP（http://www.nta.co.jp)でご確認

下さい。

（4）当社は、お客様のお買い物等の便宜のために、免税店等に電子的方法等によりお客様の個人情報

を提供します。なお、これらの事業者への個人情報の提供の「停止」を希望される場合は、お申込み窓

口に出発の14日前までにお申し出下さい。

9．このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、2020年9月10日現在を基準としています。

このパンフレットは、旅行業法第12条の4に定める取引条件の
説明書面及び同法第12条に定める契約書面の一部となります。

《国内旅行傷害保険加入のおすすめ》

(2)契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立いたします。

(3)団体、グループ(家族)の代表者を契約責任者として契約の締結及び解除に関する取引を行います。

(4)旅行代金は旅行出発日の15日前までにお支払いいただきます。

２．旅行中止の場合…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、

当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算して

さかのぼって13日に当たる日より前に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。

３．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの

パンフレットに記載された日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、消費税等諸税及び

添乗員同行費用が含まれます。旅行日程に記載のない交通費等の諸費用及び個人的性質の

諸費用は含まれません。

４．取消料…お客様は、次の取消料をお支払い頂くことにより旅行契約を解除することができます。

なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に解除する旨をお申出頂いた日とします。

旅行契約の解除期日 取消料（お一人様あたり）

①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
20日目以降にあたる日から８日目までの解除

旅行代金の 20%

②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
7日目以降に あたる日から前々日までの解除

旅行代金の 30%

③旅行開始日の前日 旅行代金の 40%

③ 旅行開始日当日 旅行代金の 50%     

④無連絡不参加及び旅行開始 旅行代金の 100%    

月～金 9：30～17：30 （土・日・祝祭日休業）

【ツアー募集締切日】
2020年10月20日（火）

総合旅行業務取扱管理者 ：小川 貴之
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関しご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記旅行業務取扱管理者に
ご質問ください。

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致します。

事前にご確認のうえお申し込みください。

■旅行日程｜２日間 2020年11月14日（土）～11月15日（日）

■お支払い実額｜お一人様あたり(2名1室利用) 29,900円 （税込）

お一人様あたり(3名4名1室利用) 28,800円 (税込)

子供料金 25,400円 (税込)

幼児料金 21,900円 (税込)

※子供料金は大人2名以上同部屋で適用となります。

■利用ホテル｜四万グランドホテル（2名1室利用）

■利用バス会社｜日本中央バス

■食事条件｜朝食１回 昼食2回 夕食１回

■募集定員｜20名

■最少催行人員｜ 15名

■添乗員｜2名

※定員になり次第締切致します。
お申込はお早めにどうぞ！

《旅行企画・実施》観光庁長官登録旅行業第2号

株式会社日本旅行 高崎支店
担当 ： 岡田・柴山

TEL:０２７-３２２-３６１１ FAX:０２７-３２３-２３１６
〒370-0831 群馬県高崎市あら町3-6 ラ・ポールtakasaki1・2階

ニューノーマルに対応したコロナ対策について

ご旅行条件

国内募集型企画旅行条件書(要約)※必ずお読み下さい。 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、お申し込み下さい。

ご旅行内容についてのお問合せ

旅行催行確定について

ツアー内で撮ったお写真で
「ＰＨＯＴＯ ＣＯＮＴＥＳＴ」に

参加しませんか？
上位入賞者には景品が！？

入賞目指して
フォトジェニックな写真を

ジャンジャン撮っちゃいましょう！

参加方法は簡単！
お写真を「Instagram」に
載せて頂くだけ！その際は
・以下のハッシュタグを付ける
・群馬県民の日募集ツアー専用
Instagramアカウントのフォロー
(当選者には通知にて連絡させて頂きます！)
→２０２０年１１月２６日(木)までにご連絡いたします.

以上の２点をお忘れなく！ 写真は１枚までです！！
とっておきの１枚を載せて下さいね！

「＃群馬県民の日フォトジェニックツアー」
期限：～２０２０年１１月１７日(火) ２３:５９

・交通機関、宿泊施設、観光施設、食事施設におい
て、それぞれのガイドラインに従った利用ができる
よう旅程管理致します。
①最大４５名定員のバスを利用し、2席を1名利用
でゆとりを持ってご利用頂けます。

②四万グランドホテルは定員5名の客室を2名1室
でゆったり利用していただけます。ご希望により3
名～4名1室も承ります。
又、夕食は会席膳、朝食は和弁当スタイルとなり
ます。
共用スペースの毎日の清掃・消毒の徹底、各客
室において毎日のアルコールでの拭き取り作業
の実施等、万全のコロナ対策をしておりますので
ご安心ください。

③川原湯温泉駅バーベキュー場は8月11日にオー
プンした八ッ場あがつま湖に面する屋外屋根つき
バーベキュー場です。開放感のある雰囲気の中、
バーキューをお楽しみ頂けます。

④悠湯里庵では向かい合わせにならないような席
配置となっております。

最少催行人員に満たない場合、
旅行を中止とさせて頂く場合がございますので、

予めご承知下さい。
催行の可否は10月21日(水)にご連絡致します。

≪旅行代金に含まれるもの≫

①バス運賃

（前橋駅－四万グランドホテル／往復）

②宿泊代（１泊２食）

③昼食代金

≪旅行代金に含まれないもの≫

①個人的な費用（食事時のお飲物費用等）

四万湖

ぐんまフラワーパーク

東日本20-089


