富岡製糸場

なかんち

旧渋沢邸「中の家」

日本とフランスの建築技術が融合
世界最大規模を誇った製糸工場

養蚕農家屋敷の姿を残す、
実業家・渋沢栄一の出発点の名家

画像提供：富岡市
画像提供：深谷市

絹遺産の専門家・佐滝剛弘 氏 が楽しく解説
渋沢栄一がつないだ「埼玉・群馬絹の道」
日帰りツアー

さいたま絹の道
深掘りツアー

きょうしんしゃもはんさんしつ

競進社模範蚕室
新たな養蚕法を確立し、養蚕
農家を指導した教育機関遺構

画像提供：深谷市

大河ドラマ館
「青天を衝け」
の小道具や衣装が展示
ドラマの世界観を間近で体験！

2021年

旅行代金

12 12
月

お一人様

画像提供：深谷市

画像提供：深谷市

同行ガイド・旅程監修

日日

9,800 円

交

30名様

（税込）

Schedule

「埼玉の絹と蚕糸の歴史」を紐解く特別な1日

20名様

渋沢栄一と県北養蚕農家たちが近代日本の礎を築いた
歴史が1本の線でつながる

同行してお世話します

450件余りの世界遺産を踏破した絹遺産の専門家
佐滝氏ならではの解説と見学ポイント！
大河ドラマだけではわからない、つい話したくなるエピソード
を知ることができる発見型ツアー

スケジュール

大宮駅西口ソニックシティビル横集合・出発
[貸切バス]

新型コロナウイルスの感染症対策
ワクチン・検査パッケージの導入

なかんち

10：00

旧渋沢邸『中の家』着・見学（35分）

10：50

渋沢栄一『青天を衝け深谷大河ドラマ館』着・見学（60分）

12：00
13：30
14：45

割烹楓にて名物『煮ぼうとう』のご昼食（55分）
『競進社模範蚕室 』着・見学（30分）
世界遺産『富岡製糸場』着・見学（75分）
帰路の途中、
上里サービスエリアにて休憩・お買い物

18：15 頃

大宮駅西口ソニックシティビル横

Profile

おすすめ ポ イント

全行程貸切バス
（大和観光自動車予定）

通

添 乗 員

8：15

最少催行人員

よしひろ

城西国際大学観光学部教授。
専攻は、観光、世界遺産、文化財、蚕糸遺産。
埼玉県北のＮＰＯで絹産業関連のツアーの作成、
同行の専門ガ
イドとして多くのツアーを主宰。主な著作に
「世界遺産の真実」
「観光公害」
（ともに祥伝社新書）、
「赤レンガを守った経営者た
ち〜富岡製糸場 世界遺産への奇跡〜」
（上毛新聞社）
など。

おとな・こども
（小学生以上）
同額

募集人員

さたき

佐滝剛弘 プロフィール

到着・解散

”ちょこたび埼玉”のツアーは「ワクチン・検査
パッケージ」の考え方を導入し、参加のお客様
も添乗員も
「新型コロナワクチン2回接種済み」
または
「検査結果陰性」
の方といたします。
＜参加条件＞以下①か②のいずれかを満たす
ことがツアー参加の条件となります。
①新型コロナワクチンを2回接種し、2回目の接
種から出発日前日までに14日以上経過して
いることが必要です。
②旅行前のPCR検査または抗原定量検査の結
果が陰性であることが必要です。

※出発日までに①または②が確認できる書類の
写しや写真データを確認させていただきます。
旅行の企画時、旅行実施中の取組み
旅行先の選定、事業者の選定、
ゆとりを持った
バスの配席など、感染防止に配慮した企画を行
います。
旅行中はお客様の体調確認と検温、
マスク着用
のお願いと手指消毒など感染
防止の取組みをしっかり行い
ます。
取組み内容の詳細は
「ちょこた
び埼玉」
ホームページにて確認
をお願いいたします。

新型コロナウイルスの影響等により、行程の内容が急遽中止になることがあります。
あらかじめご了承下さい。 ※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。

一般社団法人

埼玉県物産観光協会

《さいたま絹の道深掘りツアー》申込書

チェック

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。

出発日

2021年12月12日（日）

代表者のお名前／フリガナ
生年月日

同行者のお名前／フリガナ

昭和 ・ 平成

年

月

日生

生年月日

同行者のお名前／フリガナ
生年月日

昭和 ・ 平成

年

月

日生

年

月

日生

同行者のお名前／フリガナ

昭和 ・ 平成

年

月

日生

生年月日

昭和 ・ 平成

代表者のご住所 〒
自宅電話
勤務先名

携帯電話

メールアドレス（ 無・有 → ）

※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。
✂

切 り 取 り 線

▲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。▲
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。
募集型企画旅行条件書（要約） （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）

■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。

取消料
取消料率

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
②20日前〜11日前
①21日前以前
（③〜⑧除く）

日帰り

無料

③10日前〜8日前
（④〜⑧除く）

無料

⑥当日
④7日前〜2日前 ⑤旅行開始日の （旅行開始前）
（⑤〜⑧除く） 前日
（⑥〜⑧除く）

20％

30％

40％

50％

⑦無連絡不参加

⑧旅行開始後

100％

100％

■添乗員／同行してお世話します。 ■食事／朝食０回 昼食１回 夕食0回 ■利用交通機関／貸切バス
（大和観光自動車予定）
■募集人員／30名様（最少催行人員20名様） ■申込締切日／出発日の5日前
■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。
≪その他のご旅行条件≫

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。

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、 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
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

す。
（お荷物に関する賠償限度額は1人15万円）。

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 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
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

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。

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 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％
日より前にお知らせします。なお、本旅行代金は2021年11月1日現在の運賃・料金を基準としています。

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

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

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

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。

を物品・サービスの提供で代替することがございます。

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 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

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、

害の賠償を申し受けます。

（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 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。
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 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。
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。

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。

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 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。

旅行企画・実施

一般社団法人埼玉県物産観光協会

〒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
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

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：伊藤 充
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。

「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
承認NO. 021-009

パンフレット作成日 2021年11月1日

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

お問い合わせ・お申込先

受託販売

