
出
発
日

日帰り 4,800円（税込）旅行代金
おとなおひとり様

出
発
日

1泊2日 19,800円（税込）2020.5/30　、6/6　、7/10土 金土

2020.5/30　、6/７　、7/11土 土日

旅行代金
おとなおひとり様
（１～２名1室利用）

渋沢 栄一深谷市出身 塙 保己一本庄市出身 荻野 吟子熊谷市出身
しぶ    さわ 　    えい　  いち はなわ　　　ほ     き    いち おぎ     の         ぎん    こ

渋沢栄一が創設に携わった

富岡製糸場世界
遺産

「群書類従」とその原木も展示

塙保己一記念館

苦難を乗り越え、大きな実績を後世に残した埼玉三偉人ゆかりの地を
人気観光地とともに巡る充実の貸切バスツアー！ 1泊2日

年表や資料で荻野吟子の生涯を紹介

荻野吟子記念館

画像：渋沢栄一記念館所蔵

画像提供　富岡市 写真提供：熊谷市

写真提供：熊谷市

写真提供：本庄市教育委員会

写真提供：本庄市教育委員会

近代日本経済の父 日本の公許女医第一号江戸時代の盲目の国学者

日帰り

一般社団法人埼玉県物産観光協会

《埼玉三偉人ゆかりの地を巡る旅》 申込書
旅行手配のために必要な範囲での運送機関、保険会社等への個人情報の提供について同意のうえ、本旅行に申し込みます。

チェック

〈 プラン 〉 日帰りプラン１泊２日プラン 〈 出発日 〉 月　　　  日(　　)※参加希望の出発日をご記入ください。

※5名以上のお申し込みの際は、別途「旅行申込書」を担当者が用意しております。詳しくは、担当者までお問い合わせください。

メールアドレス（ 無 ・ 有 → ）勤務先名

代表者のお名前／フリガナ

代表者のご住所　〒
携帯電話自宅電話

同行者のお名前／フリガナ

生年月日 生年月日 大正  ・  昭和  ・  平成            　 年              月              日生 大正  ・  昭和  ・  平成             　年              月              日生

同行者のお名前／フリガナ 同行者のお名前／フリガナ

生年月日 生年月日 大正  ・  昭和  ・  平成            　 年              月              日生 大正  ・  昭和  ・  平成             　年              月              日生

✂ 切 り 取 り 線

旅行企画・実施

埼玉県知事登録旅行業第2-1231号
一般社団法人 全国旅行業協会正会員

〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル5階

一般社団法人埼玉県物産観光協会

承認NO.　020-007
パンフレット作成日　2020年4月15日

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り引きに関する責任者です。
この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、ご遠慮なく上記の業務取扱管理者にお尋ねください。

TEL.048-871-6984　FAX.048-871-6985
平日／10:00～17:00 　土・日・祝／休業　　総合旅行業務取扱管理者：岩岸 悟

お問い合わせ・お申込先

「埼玉県公式観光サイト ちょこたび埼玉」
ツアー一覧ページ

お手持ちのスマートフォン・タブレット等で
WEBからもお申し込みいただけるようになりました

《その他のご旅行条件》
①旅行契約内容・代金の変更／天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、官公署の命
令、当初の運行計画によらないサービスの提供その他当協会の管理できない事由が生じた場合、契約内容
を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変
動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代
金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目前に当た
る日より前にお知らせします。なお、本旅行代金は2020年4月1日現在の運賃・料金を基準としています。

②標記の最少催行人員に満たない場合は旅行を中止することがあります。この場合旅行開始日の前日
から起算してさかのぼって3日目（宿泊付は13日目）に当たる日より前に通知します。

③取消料／当協会の責任とならない事由によるお取消しの場合も取消料をいただきます。ただし、次の場合は取
消料はいただきません。旅行契約内容に以下のような変更が行われた時：(1)旅行開始日または終了日の変更、
(2)入場観光地・観光施設・その他の目的地の変更、(3)運送機関の種類または運送会社の変更、(4)運送機関の
設備・等級のより低いものへの変更、(5)ツアータイトルに記載があった事項の変更。(6)運賃・料金の変更により
旅行代金が増額された場合。当協会の責に帰すべき事由により当初の日程通りの実施が不可能となった時。

④当協会による契約解除／旅行代金を期日までにお支払いいただけない時、申込条件の不適合、病気・団体

行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能な時は当協会は契約を解除することがあります。
⑤当協会の責任／当協会または当協会の手配代行者がお客さまに損害を与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1人15万円）。

⑥特別補償／当協会は、お客さまが旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、
手荷物に被った一定の損害について一定の補償金および見舞金を支払います。

⑦旅程保証／旅行日程に前記③の(1)から(5)に掲げる重要な変更が行われた場合は、旅行代金に
1～5％の所定の率を乗じた額に変更補償金を支払います。ただし、1募集型企画旅行につき合
計15％を上限とし、また補償金の額が1,000円未満のときはお支払いいたしません。また、当
協会は変更補償金の支払いを物品・サービスの提供で代替することがございます。

⑧お客さまの責任／当協会はお客さまの故意または過失により当協会が損害を被った時はお客さ
まから損害の賠償を申し受けます。

⑨このパンフレットは旅行業法12条の4および5にいう説明書面、契約書面の一部になります。
⑩ここに記載のない事項については当協会募集型企画旅行約款によります。
⑪当協会はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
⑫詳しくは別にお渡しいたします旅行条件書をご確認ください。

個人情報の取扱について
一般社団法人埼玉県物産観光協会は、旅行申込の際に提供された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申込みいただいた
旅行において、運送、宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関等については各スケジュール表に記載されております。）の提供するサービスの手配、受領手続等および本イベント運営、金融商品や各種サー
ビスに関するご提案のための必要な範囲内で利用させていただきます。

■募集型企画旅行契約
　この旅行は、一般社団法人埼玉県物産観光協会が企画し実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当協会と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結していただき
ます。また、旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、及び当協会旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「当協会約款」といいます）によります。
■旅行お申込みと契約の成立時期
　上記申込書に必要事項を記入の上、ご提出下さい。尚、旅行代金についても同時に全額をお支払いいただきます。また、電話、郵便、ファクシミリその他通信手段によるお申込みを受付けることがあり
ます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当協会らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出をしていただきます。この期間内に申込書の提出がなされ
ない場合、当協会らはお申込みはなかったものとして取り扱う場合があります。本契約の締結日は、前記旅行代金を当協会が受理し契約を承諾した日とします。
■旅行代金に含まれるもの／旅行日程に明示した宿泊代（１泊２日プランのみ）、食事代、見学入場料、体験料、消費税等諸税。※左記費用はお客さまの都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
■旅行代金に含まれないもの／上記以外は旅行代金に含まれませんが、その一部を例示します。
　コースに含まれない交通費等の諸費用、電報電話料、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料、傷害、疾病に関する治療費。
■取消料／お申込の後、お客さまのご都合により取消される場合、旅行代金に対し下記の料率で取消料をいただきます。

■添乗員／同行してお世話します。　■食事／【１泊２日プラン】朝食1回 昼食2回 夕食０回、【日帰りプラン】朝食0回 昼食1回 夕食0回　■利用交通機関／貸切バス（大和観光自動車株式会社予定）
■募集人員／各回30名様（最少催行人員各回15名様）　■申込締切日／出発日の５日前（各回とも）
■確定日程表／確定情報を記載する確定日程表につきましては、当協会より特に連絡のない場合は、パンフレット記載内容をもってかえさせていただきます。

募集型企画旅行条件書(要約) 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、お申し込みください。
（この募集広告は旅行業法第12条の4に定めた取引条件説明書面の一部です）

受託販売

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
取消料

①21日前以前 ②20日前～11日前 
（③～⑧除く）

③10日前～8日前 
（④～⑧除く）

無料
無料

無料
20%

20%
20%

30％

④7日前～2日前 
（⑤～⑧除く）

40％

⑤旅行開始日の 
前日（⑥～⑧除く）

50％

⑥当日 
（旅行開始前）

100％

⑧旅行開始後

100％
30％ 40％ 50％ 100％100％

⑦無連絡不参加

取消料率
日帰り
宿泊付

上記にご記入のうえ、ファクシミリにてお申込みください。折り返し「予約確認書」と「お振込案内書」をお届けいたします。
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渋沢栄一
おぎ       の           ぎん       こ

荻野吟子
はなわ　　　  ほ       き       いち

塙保己一
近代日本経済の父

1840～1931年　現在の深谷市生まれ

現在の日本経済の基盤を作り、新しい1万円札の
絵柄にも選ばれた渋沢栄一。生涯に500あまりの
企業の設立に関わり、約600の教育・社会福祉事

業の支援と民間外交にも尽力した。

1746～1821年 現在の本庄市生まれ

７歳で病いのため失明。15歳の時に江戸へ出て、
その後学問の道に進む。『群書類従』を40数年の
歳月をかけ編纂・刊行した。ヘレン・ケラーが敬意を

示し、心の支えとした日本人である。

1851～1913年 現在の熊谷市生まれ

女性の医師への道が閉ざされていた明治初期に、
制度の改革から取り組み、1885年医術開業試験
に合格。医師としての一方、社会活動家として女性
の地位向上や衛生知識の普及にも大きく貢献した。

江戸時代の盲目の国学者 日本の公許女医第一号

栄一の肉声テープ、遺墨や写真など数多くの資料が展示
されています。また、記念館の北側には、栄一の銅像が建
てられています。

渋沢栄一記念館
画像：渋沢栄一記念館所蔵

渋沢栄一生誕地に建ち、栄一の妹夫妻によって明治28
年に上棟された建物。栄一が帰郷した際には頻繁に立ち
寄り、寝泊まりした場所です。

生誕の地「中の家（なかんち）」
画像：渋沢栄一記念館所蔵

「群書類従」とその原木をはじめ、古文書など約200点を
展示。そのほかにも保己一の遺品などを収蔵展示し、保己
一の残した偉業について紹介しています。

塙保己一記念館
写真提供：本庄市教育委員会

保己一が生まれてから江戸に上がるまでの幼少期を過ごし
た。入母屋造りの茅葺き二階建ての生家は、国の史跡に
指定されています。保己一の墓所もこの近くにあります。

塙保己一旧宅 国指定史跡

写真提供：本庄市教育委員会

荻野吟子の生家の長屋門を模した、瓦葺屋根・漆喰一部下
見板の和風建築の記念館。展示室には荻野吟子の生涯を
時代に合わせて説明した年表や資料を展示しています。

荻野吟子記念館
写真提供：熊谷市

日帰りスケジュール

8:30 大宮駅西口・ソニックシティ 集合・出発
10:00 塙保己一記念館･生家　解説案内+映像+自由見学
11:20 上里カンターレ　休憩・買物
12:30 割烹 楓　煮ぼうとうの昼食
13:25 尾高惇忠生家　車窓見学

渋沢栄一記念館　解説案内+自由見学
中の家(なかんち)　解説案内+自由見学

15:30 妻沼聖天山　解説案内+自由見学
16:30 荻野吟子記念館　解説案内+自由見学
17:30 熊谷駅北口　到着・解散

日帰りプラン
埼玉三偉人ゆかりの地を１日でギュッと観光！
気軽に参加できるプランです♪

■募集人員／各回30名様　■最少催行人員／各回15名様　
■貸切バス利用（大和観光自動車株式会社予定）　
■食事／朝食0回、昼食1回、夕食0回　■添乗員／同行してお世話します。

2020年5月30日(土)/6月7日(日)/7月11日(土)出発日

旅行代金 おとなおひとり様
日帰り 4,800円（税込）

小学生の参加はおひとり様800円引となります。

大宮発
熊谷着

１泊２日スケジュール

8:30 大宮駅西口・ソニックシティ 集合・出発

11:30 上里カンターレ　イタリアンビュッフェの昼食
13:50 富岡製糸場　解説案内+自由見学
15:50 ガトーフェスタ ハラダ　工場見学+買物
17:30 本庄市内ホテル　チェックイン

チェックイン後 各自夕食

10:00 塙保己一記念館･生家　解説案内+映像+自由見学

8:30 本庄市内ホテル　朝食後、ホテル出発

11:30 麺屋 忠兵衛 煮ぼうとう店　煮ぼうとうの昼食

葛和田の渡し　見学
16:00 道の駅めぬま　休憩･買物

9:00 尾高惇忠生家　解説案内
渋沢栄一記念館　解説案内+自由見学
中の家(なかんち)　解説案内+自由見学

13:00 妻沼聖天山　解説案内+自由見学
14:30 荻野吟子記念館　解説案内+自由見学

18:00 大宮駅西口　到着・解散

2日目

1日目

1泊2日プラン
埼玉三偉人にどっぷり浸る２日間。
ひと足のばして富岡製糸場も見学する充実プランです♪

■募集人員／各回30名様　■最少催行人員／各回15名様　
■貸切バス利用（大和観光自動車株式会社予定）　■食事／朝食1回、昼食2回、夕食0回　
■宿泊施設／5月宿泊：ホテルルートイン本庄駅南、6・7月宿泊：埼玉グランドホテル本庄
■添乗員／同行してお世話します。

2020年5月30日(土)/6月6日(土)/7月10日(金)出発日

旅行代金 おとなおひとり様
1泊2日／１～２名1室利用 19,800円（税込）

小学生の参加はおひとり様1,800円引となります。

宿泊施設

■部屋／風呂・トイレ付洋室
　（定員1名シングル、2名ツイン）
■食事／レストラン（朝食：バイキング）

ホテルルートイン本庄駅南

お部屋の一例（ツイン）

■部屋／風呂・トイレ付洋室
　（定員1名シングル、2名ツイン）
■食事／レストラン（朝食：バイキング）

埼玉グランドホテル本庄

お部屋の一例（ツイン）

５月宿泊 ６・７月宿泊

外観（イメージ）

上里カンターレ
イタリアンビュッフェ

大宮発
大宮着

1872年に建設された、日本で最初の官営模範製糸場。農家出身で蚕桑や蚕種
に詳しかった渋沢栄一は、富岡製糸場設置主任に任命され官営製糸場の設立に
尽力しました。重要文化財のうち繰糸所、東置繭所、西置繭所の3棟は2014年
12月に国宝となりました。

東置繭所

繰糸所内部

キーストーン富岡製糸場 世界遺産

ゆかりの地だから行ける！１泊２日プラン

画像提供　富岡市画像提供　富岡市

希望者は、座繰り体験（糸取り
体験）にご参加いただけます♪
■料金(おひとり様・税込)／
　200円（現地申し込み・現地払い）
■お持ち帰りの繭付き

日本三大聖天の1つで、縁結びのパワースポットとしても有
名。絢爛豪華な本格的装飾建築で、「埼玉日光」との別名
もあり、本殿「聖天堂」は国宝に指定されています。

妻沼聖天山（めぬましょうでんざん）
写真提供：熊谷市

・　　　 の２つのプランをご用意日帰り1泊2日

写真提供：熊谷市画像：渋沢栄一記念館所蔵 写真提供：本庄市教育委員会

※写真・イラストはすべてイメージです。※記載された予定時間・内容は、道路状況等により変更となる場合がございます。
★新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止・延期となる場合があります。また記念館等の臨時休業のため、行程の一部が変更となる場合があります。

※地図は略図です。

ここも
見所！

荻野吟子記念館と合わせて
巡りたい妻沼の人気観光地

ラスクが有名な人気洋菓子店ラスクが有名な人気洋菓子店

ガトーフェスタハラダ

店内

渋沢栄一も好んで食べていた渋沢栄一も好んで食べていた

深谷煮ぼうとう

イメージ


