
ご参加者の皆様へ

本企画（宿泊プラン／エクスカーション）は、群馬県内の魅力をより多く
の方に届けるため、株式会社JTB群馬支店が企画・実施するものです（企
画協力：群馬県商工会議所女性会連合会）。
この機会に、参加をご検討いただけますと幸いです。
宿泊・エクスカーションに関するご質問は、下記お問い合わせ先までご連
絡をお願いします。

【旅行企画・実施・お申込み・お問い合わせ先】

株式会社 JTB 群馬支店 営業課＜MICEデスク＞

群馬県高崎市東町9番地 ツインシティ高崎４階
TEL：027-310-3060 ／ FAX：027-310-3067
（営業時間：9:30～17:30 土日祝は休業） 総合旅行業務取扱管理者：坂本 一康
観光庁長官登録旅行業 第64号
一般社団法人日本旅行業協会正会員

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

宿泊プラン／エクスカーションのご案内

前橋市（イメージ）



このたび、群馬県前橋市において『関東商工会議所女性会連合会2023年度

総会「前橋大会」』が開催されますことを心よりお祝い申し上げます。

ご参加の皆様方のご便宜を図るため、大会事務局のご指導のもと、大会期間

中の宿泊・観光プランの手配を、株式会社JTB 群馬支店にてお取り扱いさせて

いただくこととなりました。大会のご成功に向け、精一杯のお手伝いをさせて

いただきますので、皆様方のお申込をお待ちしております。

つきましては、募集要項にてご案内させていただきますので、是非ご利用い

ただきますようお願い申し上げます。

皆様のご来場をスタッフ一同心よりお待ち申し上げます。

ご挨拶

株式会社JTB 群馬支店

支店長 黒﨑 徹



※大会登録及び宿泊/エクスカーションのお申込みは、当社申込システム
「AMARYS（アマリス）」よりお申し込み下さい（電話、FAX、メール
でのお申込は承りません）。
詳細については、総会の開催案内（2月送付予定）にてご連絡いたします。

《1》お申込み方法のご案内
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１：宿泊プランの概要と条件
●宿泊プラン設定日

2023年5月11日（木）～2023年5月12日（金）及び
2023年5月12日（金）～2023年5月13日（土）それぞれ1泊2日

●ご旅行代金
「２：宿泊プラン一覧」をご参照ください（諸税・サービス料金含む）

●食事条件
1泊朝食付プラン（朝食1回、昼食0回、夕食0回）

●添乗員
・同行しません。
・この旅行では約款に定める旅程管理業務は行いません。
・予約確認書を宿泊施設に提示し、ご自身でチェックインをお願いします。
・代替手配が必要となった場合もその手配はお客様ご自身で行っていただきます。

●最少催行人員
１名様

●その他
・宿泊代金は、定員利用時のお1人様あたりの代金となります。また、宿泊代金には1泊朝食
付き、税金・サービス料が含まれています。
・朝食が不要の場合もしくは朝食時間に間に合わない場合でも、特別料金のためご返金はで
きません（権利放棄となります）。
・個人勘定及びこれに伴うサービス料と諸税は、ホテルチェックアウト時に各自ご精算くだ
さい。
・お申込みの受付は先着順とさせていただきます。各宿泊施設の部屋数には限りがございま
すのでお早めにご検討ください。
・部屋タイプに表示がない場合は禁煙/喫煙部屋の確約はございませんので予めご了承くだ
さい。
・駐車場をご利用の場合は、各宿泊施設へ直接お問い合わせください。

●日程表

《2》宿泊プランのご案内
※当社との募集型企画旅行契約となります
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２：宿泊プラン一覧
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宿泊代金

5月11日 5月12日

(木) (金)

シングル

1名利用

ダブル

1名利用

シングル

1名利用

シングル

1名利用

シングル

1名利用

シングル

1名利用

シングル

1名利用

シングル

1名利用

ツイン

1名利用

ダブル

1名利用

シングル

1名利用

ダブル

1名利用

シングル

1名利用

ツイン

1名利用

シングル

1名利用

ツイン

1名利用

シングル

1名利用

ご利用可能日

大人お一人様あたり

1泊朝食付

（税・サービス料込）

○

JR前橋駅北口

徒歩約12分又は車約

3分

⑤ グレースイン前橋

○④ アパホテル前橋駅北
JR前橋駅北口

徒歩約13分
9,500円 ○

○8,500円
JR前橋駅北口

徒歩約8分
○

ホテルラシーネ

新前橋

10,500円 ○ ○

JR新前橋駅東口

徒歩3分

○

⑩ メトロポリタン高崎

14,500円 ○ ○

21,000円 ○ ○

⑪
高崎ワシントンホテルプラ

ザ

JR高崎駅西口

徒歩約3分
9,700円 ○

JR高崎駅

直結

○

○

8,500円 ○

17,000円 ○ ○

○

11,800円 ○ ○

14,800円 ○

9,300円 ○ ○

○

① 東横イン前橋駅前

8,000円 ○

JR前橋駅南口

徒歩約1分

○ ○

JR新前橋駅西口

車約5分

③
JR前橋駅北口

徒歩約3分
10,000円 ○ ○

コンフォートホテル

前橋

　No. ホテル名 部屋タイプアクセス（目安）

② ベルズイン前橋
JR前橋駅北口

徒歩約3分

⑨

9,800円 ○

⑥ 前橋ホテルサンカント  8,600円 ○

⑦ ホテルサンダーソン

9,800円 ○

○
JR新前橋駅東口

車約5分

⑧
ホテル1-2-3前橋

マーキュリー

11,700円
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≪前橋駅周辺≫

≪新前橋駅周辺≫ ≪高崎駅周辺≫

≪全体図≫

【移動の目安】
○前橋駅から新前橋駅

…JRで約4分
○前橋駅から高崎駅

…JRで約15分
★前橋駅から
ベイシア文化ホール

…車で約10分

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

ベイシア
文化ホール

⑧

⑨

⑩

⑪

★

↓至高崎駅



３：取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受
けます。

４：交通機関のご案内
宿泊先の計画輸送は行っておりません。
大会当日の「前橋駅⇔大会会場⇔宿泊先」のシャトルバス計画輸送に関しては
別途ご案内します。

５：変更・取消のご案内
変更・取消は、ＡＭＡＲＹＳ(アマリス)にて申込内容の変更・取消をお願いします。間違い
防止のため、お電話での変更・取消はお受けいたしません。
変更・取消のご連絡は、当社の営業時間内にお申し出ください。営業時間外の変更・取消は
翌営業日扱いとなりますので、予めご了承ください。
※旅行開始後の取り消し連絡については電話にて承ります。なお、お申込後の取消につきま
しては、それぞれ規定の取消料を申し受けます。
取消後の返金につきましては、取消料を相殺した残額をご返金いたします。
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契約解除の日 取消料（お１人様）

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

1．21日目にあたる日以前の解除 無料

2．20日目にあたる日以降の解除（3～6を除く） 旅行代金の20％

3．7日目にあたる日以降の解除（4～6を除く） 旅行代金の30％

4．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％

5．当日の解除（6を除く） 旅行代金の50％

6．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100％

MEMO



１：エクスカーションの概要と条件
・お申込みは受付順とし、満員になり次第、締め切りとさせていただきます。
・申込人員が最少催行人員に満たない時は、締め切り後に追って旅行中止の通知をいたします。
・各コースの詳細の旅程につきましては、ご出発前にお送りする最終旅程表にてご確認ください。
・行程や入場・食事施設、宿泊施設は、募集人数や感染症の状況により、施設や時間変更になる可能
性がございますので、あらかじめご了承の程。お願いいたします。

・当日の交通状況によって、時間が変更になる場合がございます。接続の列車等の予約をされる場合
は余裕を持ってお願いいたします。遅延による交通機関の取消料に関して、当社では負担できませ
ん。あらかじめご了承の程、お願いいたします。

・1泊2日のコースにつきましては、3～4名1室（※コースによって変動あり）ベースとなります。
1名1室や2名1室ご要望の方は、追加料金や対応可否などお問合せください。

・交通事業者：群馬中央バス ※最終案内にて改めてご案内申し上げます。

２：エクスカーションの変更・取消のご案内
・変更・取消は、インターネットホームページにて申込内容の変更・取消をお願いします。
間違い防止のため、お電話での変更・取消はお受けいたしません。
・変更・取消のご連絡は、当社の営業時間内にお申し出ください。営業時間外の変更・取消
は翌営業日扱いとなりますので、予めご了承ください。
※旅行開始後の取り消し連絡については電話にて承ります。なお、お申込後の取消につきま
しては、それぞれ規定の取消料を申し受けます。
・取消後の返金につきましては、取消料を相殺した残額をご返金いたします。

３：取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受
けます。

４：プラン一覧
次ページ以降にプランを掲載いたしましたので、是非ご検討くださいませ。

５：エクスカーション
行程内マークの説明

･････ パワースポット・寺社仏閣等

･････ シンデレラ体験

･････ 徒歩が必要な施設・散策など

･････ 体験施設

･････ お買い物施設

《3》エクスカーションのご案内
※当社との募集型企画旅行契約となります

契約解除の日 取消料（お１人様）

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

1．21日目にあたる日以前の解除 無料

2．20日目にあたる日以降の解除（3～6を除く） 旅行代金の20％

3．7日目にあたる日以降の解除（4～6を除く） 旅行代金の30％

4．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％

5．当日の解除（6を除く） 旅行代金の50％

6．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100％
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6：集合場所
前橋駅南口ロータリー（●）

集合場所
●
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軽井沢アウトレット (イメージ) 

1泊 2日プラン A ： シンデレラ体験・草津温泉・軽井沢 人気観光コース 

設定日：2023年 5月 13日（土）～14（日） ご旅行代金：大人お 1人様あたり＠5８,000円 

最少催行人数：２０名様 / 添乗員：全行程 1名同行 /利用交通機関：貸切バス（群馬中央バス予定） 

日次 月日曜 行程 食事 

1 

 

5/13 

(土) 

 

08:45発               09:45発                    10:45発 

前橋駅  臨江閣 （見学）  敷島公園・バラ園（見学）  

09:00着                  10:00着 

                                  13:45発                16:15発 

  高山村ロックハート城 （昼食・見学）  草津温泉湯畑 （散策）  草津温泉(泊) 

    11:45着  ◎ヨーロッパ古城でランチ        15:15着 ◎「湯もみショー＆湯もみ体験」予定 

      ご希望の方はプリンセスドレス体験           

                                       【宿泊施設】草津温泉 1泊 2食和室 4名 1室利用 

朝：－ 
 
昼：○ 

 
夕：○ 

 

2 

 

5/14 

(日) 

 

   09:00発                          10:50発                    12:20発 

草津温泉  軽井沢千住博美術館（見学）  旧軽井沢銀座通り（散策）  

                 10:10着                         11:20着 

                              13:30発                            15:40発 

 軽井沢プリンスホテル（昼食）  軽井沢プリンスアウトレット（散策）   

       12:30着                         13:40着         

 軽井沢駅 （高崎駅） 

15:50着  （17:00着） 

朝：○ 
 

昼：○ 
 

夕：－ 
 

【名所のご案内】        ※募集人数や感染症状況によって、食事・入場・宿泊施設や時間を変更させていただく場合がございます。 

●臨江閣 

本館と茶室は市の迎賓館として、別館が明治 43年に共進会の貴賓 

館として建てられた。近代和風の建築物として貴重。本館は県指定、 

別館は市指定であり、書院風建築重要文化財です。 

●高山村ロックハート城 

英国スコットランドより移築・復元された本物 

のお城。数多くのドラマ・映画・ミュージックビ 

デオに使用されております。500種類の中か 

らお選びいただけるプリンセスドレス体験は老若男女問わず人気です！ 

●軽井沢 

188８年にカナダ人宣教師のアレキサンダー・クロフト・ショーが軽井沢の別荘 

で一夏を過ごしました。その後、避暑地「軽井沢」が多くの著名人に知られるよ 

うになり、四季を通じて静養できる日本有数のリゾート地へと変貌を遂げました。 

●軽井沢千住博美術館 

自然地形を活かした一室空間の美術館を中心にして、ギャラリー、ミュージ 

アムショップ、ベーカリー・カフェ、カラーリーフガーデンから成り立っています。 

軽井沢の豊かな自然の中で、作品と建築が一体となる空間をご体験できます。 

 

●旧軽井沢銀座通り 

明治以降、外国人の避暑地として脚光を浴びた軽井沢。その名残を残す 

旧軽銀座には、今も老舗ベーカリーやショップが並び、一流の味わいと 

レトロな雰囲気が楽しめます。 

【宿泊のご案内】 大阪屋 （予定） 
草津温泉の中心湯畑下の滝下通りに位置している落ち着いた雰囲気の和風旅館。 

地方の産物を生かした会席料理もお客様からご好評をいただいております。  
草津温泉 湯畑（イメージ） 

ロックハート城(イメージ) 

プリンセス体験(イメージ) 

臨江閣 （イメージ) 臨江閣 外観（イメージ) 

大阪屋 外観（イメージ） 

旧軽井沢銀座通り（イメージ） 

軽井沢千住博美術館(イメージ) 



10

1泊 2日プラン B ：シンデレラ体験・四万ブルー・高崎パワースポット巡るコース 

設定日：2023年 5月 13日（土）～14（日） ご旅行代金：大人お 1人様あたり＠5５,000円 

最少催行人数：２０名様 / 添乗員：全行程 1名同行 /利用交通機関：貸切バス（群馬中央バス予定） 

日次 月日曜 行程 食事 

1 

 

5/13 

(土) 

 

09:00発               10:15発                               11:15発 

前橋駅  敷島公園・ばら園 （見学）  臨 江 閣 (見学)  

              09:15着                         10:30着 

                               14:15発               15:45発 

 高山村ロックハート城(昼食・見学)  奥四万湖（見学）  四万温泉(泊) 

     12:15着  ◎ヨーロッパ古城でランチ        15:15着                16:00着 

         ご希望の方はプリンセスドレス体験 

 

                                      【宿泊施設】四万温泉 1泊 2食和室 3名 1室利用 

朝：－ 

 

昼：○ 

 

夕：○ 

 

2 

 

5/14 

(日) 

 

08:30発                     10:30発                               12:00発 

四万温泉  榛名神社 （見学）  だるまのふるさと大門屋 (体験)  

           09:30着                    11:10着 ◎だるま絵付け体験 

                              13:20発                     14:30発 

 ザ･ジョージアンハウス 1997 (昼食)  高崎 白衣大観音(見学)  

     12:20着  ◎英国邸宅の欧州料理  ※予定       13:45着 

                                            15:30発 

 ガトーフェスタハラダ本社工場（買物）  高崎駅 

                      14:50着                                  16:00着 

朝：○ 

 

昼：○ 

 

夕：－ 

 

【名所のご案内】       ※募集人数や感染症状況によって、食事・入場・宿泊施設や時間を変更させていただく場合がございます。 

● 高山村ロックハート城 

英国スコットランドより移築・復元された本物のお城。 

数多くのドラマ・映画・ミュージックビデオに使用されております。 

500種類の中からお選びいただけるプリンセスドレス体験は老 

若男女問わず人気です！ 

● だるまのふるさと大門屋 

200年以上前から多くの人々の守り神 

として親しまれてきた高崎「福だるま」。 

その「福だるま」にオリジナルの名入れをして、 

宴会の演出や祈願成就にいかがでしょうか。 

● 奥四万湖 

CM撮影場所として話題の“四万ブルー”と称される、神秘的なターコイズブルーの人造湖「奥四万 

湖」周辺をダムと共に専任ガイド付きで見学。「奇跡の四万ブルー」と新緑や紅葉とのコントラスト 

はまさに絶景の一言です。  

● ガトーフェスタハラダ本社工場 

群馬県が誇る銘店「ガトーフェスタ ハラダ」。 

1901年に和菓子業として創業後、洋菓子・製パン業への取組を展開。 

2000年に定番であるガトーラスク「グーデ・デ・ロワ」発売開始、 

以後ラスクの代名詞とも謂えるほどの絶大な人気を誇っております。 

【宿泊のご案内】 四万やまぐち館 （予定） 

湯量豊富な温泉郷四万温泉は、大自然に包まれ、四季の移ろいを真近に 

感じられる恵まれた環境にあります。やまぐち館は渓流露天風呂「四万 

川の湯」、お題目大露天風呂、檜大浴場「つぼ湯」、貸切展望風呂 4 ヶ所 

があり、お風呂の宿、お客様のふるさとでありたいと思っております。 

伝統工芸士による説明（イメージ） 

ロックハート城(イメージ) 

グーテ・デ・ロワ（イメージ） 

高崎 福だるま（イメージ） 

プリンセス体験(イメージ) 

四万やまぐち館 外観（イメージ） 四万やまぐち館 大浴場（イメージ） 

ガトーフェスタハラダ本社工場（イメージ） 

奥四万湖（イメージ） 
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1泊 2日プラン C ： 伝統工芸｢桐生織物｣体験・伊香保温泉日本の名湯 コース 

設定日：2023年 5月 13日（土）～14（日） ご旅行代金：大人お 1人様あたり＠5６,000円 

最少催行人数：２０名様 / 添乗員：全行程 1名同行 /利用交通機関：貸切バス（群馬中央バス予定） 

日次 月日曜 行程 食事 

1 

 

5/13 

(土) 

 

09:00発                   10:30発                       

前橋駅  縁切寺満徳寺（見学）  桐生新町重要伝統的建造物保存地区群（見学）・・・・ 

        09:50着                  11:20着                                            

                   12:50発                    14:10発 

  ・・・・・・・・・四辻の齋嘉（昼食）  織物参考館“紫”（見学）  伊香保温泉(泊) 

         ◎ひもかわうどん等      13:10着 ◎桐生織物藍染め体験      15:30着 

 

                      【宿泊施設】伊香保温泉 1泊 2食和室４名１室利用 

朝：－ 
 
昼：○ 

 
夕：○ 

 

2 

 

5/14 

(日) 

 

※出発まで石段街自由散策 

    10:00発                                   11:20発              12:10発 

伊香保温泉  伊香保おもちゃと人形自動車博物館（見学）  水沢観音（見学）  

              10:20着                                   11:30着  

                    13:20発                 14:50発 

   大澤屋（昼食）  ららん藤岡（買物）  高崎駅 

   12:20着                14:10着                   15:20着         

   ◎水沢うどんと舞茸の天ぷら     

朝：○ 
 

昼：○ 
 

夕：－ 
 

【名所のご案内】       ※募集人数や感染症状況によって、食事・入場・宿泊施設や時間を変更させていただく場合がございます。 

● 桐生新町重要伝統的建造物群保存地区 

桐生の歴史は古く、今から約 400年前に天満宮を起点として桐生新町ができました。本 

町一・二丁目には、現在でも織物関係の蔵や町屋、ノコギリ屋根工場など歴史的な建造物 

が多くみられます。また、当時の土地の区画（敷地割）もよく残されています。 

 

● 織物参考館“紫”  

≪動く、さわれる、生きている≫織物参考館”紫”（ゆかり）では、皆  

様に織物の歴史を知っていただける様、消えつ

つある古 い染織技術、文化の発展、足跡を物語

る貴重な資料 1200 点余りを展示しております。 

 

● 水沢観音 

水澤観世音は１３００有余年の昔、推古天皇、持統天皇の勅願により、高麗の高僧恵灌 

僧上の開基にして、国司高光中将公の創建です。境内の中心にある本堂は、本尊千手 

観世音菩薩を安置。また六角二重塔は地蔵堂、六角堂とも呼ばれ、六地蔵尊を安置し 

元禄時代に建立された重要文化財です。 

● 【昼食】大澤屋 

伊香保温泉の水沢観音下に構える豪壮な和風建築の趣あふれるうどん店

です。木のぬくもり豊かな落ち着いた雰囲気の中、名物水沢うどんを味わ

いながらゆったりとお寛ぎいただけます。 

 

 【宿泊のご案内】 和心の宿大森 （予定） 

気兼ねなくお寛ぎいただける家庭的な宿づくりを心に地場産・ 

旬・オリジナルで体にやさしい料理も自慢。標高８００メート 

ルの屋上露天風呂はご好評をいただいております。 

 和心の宿大森 風呂（イメージ） 

桐生新町重要伝統的建造物群保存地区 

（イメージ） 

織物参考館紫（イメージ） 

水沢観音（イメージ） 織物参考館紫（イメージ） 

伊香保温泉・石段（イメージ） 

大澤屋 水沢うどん （イメージ） 大澤屋 外観 （イメージ） 

  和心の宿大森 外観（イメージ） 
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1泊 2日プラン D ：日本一のモグラ駅・片品沼田・水上温泉 自然満喫コース 

設定日：2023年 5月 13日（土）～14（日） ご旅行代金：大人お 1人様あたり＠5８,000円 

最少催行人数：２０名様 / 添乗員：全行程 1名同行 /利用交通機関：貸切バス（群馬中央バス予定） 

日次 月日曜 行程 食事 

1 
 

5/13 

(土) 
 

  08:30発                     10:40発                 12:00発 

前橋駅  吹割の滝（見学）  土田酒造(見学)  

                  09:50着                11:20着 ◎酒造見学とお買物 

                            13:40発                     14:30発 

   川場田園プラザ（昼食）  青龍山 吉祥寺（見学）  

         12:10着                       13:50着 

                                    15:45発 

       原田農園（体験）  水上温泉(泊) 

                  14:45着 ◎「やよいひめ」・「かおり野」いちご狩り       16:30着 

                                      【宿泊施設】水上温泉 1泊 2食和室 3名 1室利用 

朝：－ 

 

昼：○ 

 

夕：○ 

 

2 
 

5/14 

(日) 
 

   09:00発                                  11:00発              11:50発 

水上温泉  谷川岳インフォメーションセンター（見学）  土合駅（見学）  

             09:30着  ◎ご希望の方は谷川岳ロープウェイ・散策   11:10着 ◎厳しい方はカフェ立寄 

   

                       13:30発                           15:00発 

  上牧温泉 辰巳館（昼食）  月夜野びーどろパーク（体験・見学）  高崎駅 

      12:30着 ◎囲炉裏・田舎料理       13:45着 ◎タンブラー絵付け＋美術館       16:00着 

朝：○ 

 

昼：○ 

 

夕：－ 

 

【名所のご案内】        ※募集人数や感染症状況によって、食事・入場・宿泊施設や時間を変更させていただく場合がございます。 

●吹割の滝 

奇岩が多い吹割渓谷にある幅約 30m、高さ約 7mの滝です。まるで大地が裂けたかのよう 

な大岩から、水しぶきを上げて落下する様は圧巻で、滝壺は竜宮に通ずるという伝説もあり 

ます。 

● 原田農園 

果実の里では、季節の味覚狩りができます。 

甘酸っぱい赤い実がかわいい人気者のいちごが、園内食べ

放題！ハウス栽培の為、雨天時でもお楽しみいただけます。 

●月夜野びーどろパーク 

日本トップレベルのガラス工芸の職人技を間近で見ることができるテーマ 

パーク。本格的な吹きガラスの一輪挿し、グラスに繊細な絵を削りだすサン 

ドブラスト、グラスに直接筆を使って文字や絵を描く絵付けが体験できます。 

  

●【昼食】辰巳館 いろり献残焼 

土地の材料を生かした手作りの郷土料理 31 ヶ所のいろり囲んで炭

火で焼く、地鶏、和牛、つり魚肉・茸の串など、山菜入り水炊き、残り

火で焼くオニギリに自家製の味噌を付けて召し上りいただきます。 

 

【宿泊のご案内】 みなかみホテルジュラク （予定） 

奥利根の清流と谷川岳を望む水上の温泉街の中にあり、四季 

折々の自然の美しさに触れ合いながらゆったりとお過ごしい 

ただけます。露天風呂、桧の大浴場等を備えた男女大浴場、 

手作りパンショップなどがお客様から人気になります。 

夕食のテーマバイキングは旬の味覚が味わえ好評です。 
みなかみホテルジュラク 夕食会場 （イメージ） みなかみホテルジュラク 風呂（イメージ） 

辰巳館 外観 （イメージ）  辰巳館 昼食（イメージ） 

体験風景 （イメージ） 

サンドブラストタンブラー（小） 

（イメージ） 

いちご狩り （イメージ） いちご狩り （イメージ） 

吹割の滝 （イメージ） 
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1泊 2日プラン E ： 温泉記号♨発祥と日本最初の富岡製糸 歴史を学ぶコース 

設定日：2023年 5月 13日（土）～14（日） ご旅行代金：大人お 1人様あたり＠5３,000円 

最少催行人数：２０名様 / 添乗員：全行程 1名同行 /利用交通機関：貸切バス（群馬中央バス予定） 

日次 月日曜 行程 食事 

1 

 

5/13 

(土) 

 

 08:50発                     10:40 発                        12:00発 

前橋駅  碓氷製糸（見学）  碓氷峠鉄道文化むら（見学）  

              10:00着                  11:00着  

                            13:10発                          14:30発 

    おぎのや横川店(昼食)  上州一之宮 貫前神社（見学）   

          12:10着   ◎峠の釜めし等 ※予定    13:50着      

                                                  15:40発 

                  群馬県立自然史博物館（見学）  磯部温泉(泊) 

                        14:40着                          16:00着 

                      【宿泊施設】磯部温泉 1泊 2食和室 3名 1室利用 

朝：－ 

 

昼：○ 

 

夕：○ 

 

2 

 

5/14 

(日) 

 

 09:30発                                            10:40発 

磯部温泉  群馬県立世界遺産センター「セカイト」（見学）  

                  09:50着      

                11:50発                       13:00発           14:30発 

  富岡製糸場（見学）  富岡・ときわ荘（昼食）  楽 山 園  

    10:50着                    12:00着  ◎上州すきやき御膳    13:30着 

                                                   15:30発 

                       こんにゃくパーク（買物）  高崎駅 

                            14:45着                          16:00着 

朝：○ 

 

昼：○ 

 

夕：－ 

 

【名所のご案内】       ※募集人数や感染症状況によって、食事・入場・宿泊施設や時間を変更させていただく場合がございます。 

● 群馬県立自然史博物館 

地球の生い立ちと自然と生命の進化の歴史、群馬県の自然と環境に 

指の博物館です。常設展示室、その他天体ドーム、情報コーナー、学 

習室、実験室も完備しています。     

● 富岡製糸場 

明治５年１０月、わが国最初の官営模範製糸工場として、明治政府の 

依頼でフランス人ブリュナが指導し、建てられた。木骨と赤レンガ造り

の建造物群は現在もほとんど当時のままの姿で保存されており、日

本の近代産業発祥の地として貴重な建築物です。 

● 楽山園 

織田氏によって造られたもので、「智者ハ水ヲ楽シミ、仁者ハ山ヲ楽シ 

ム」という『論語』の故事から名づけられたと言われています。江戸時 

代初期の池泉回遊様式の庭園で、京都の桂離宮と同じ特色を有して 

おり、県内では唯一残っている大名庭園として貴重な遺跡です。 

  

● 【昼食】 峠の釜めし本舗おぎのや横川店（予定） 

製造工場が隣接しており、いつでも出来たての温かい「峠の釜

めし」をお召し上がりいただけます。ひとつひとつに真心を込め

たこだわりの味をぜひご賞味ください。 

 

【宿泊のご案内】 磯部ガーデン （予定） 
伝説舌切雀のお宿。別名「美人の湯」と呼ばれるお肌がつるつるになる 

美肌湯をお楽しみください。磯部温泉は温泉マーク発祥の地です。 

磯部ガーデン 外観（イメージ） こんにゃくパーク（イメージ） 

おぎのや横川店 外観（イメージ） 峠の釜めし味噌汁鍋（イメージ） 

楽山園 外観（イメージ） 楽山園（イメージ） 

富岡製糸場 外観（イメージ） 富岡製糸場（イメージ） 

群馬県立自然史博物館 外観（イメージ） 

群馬県立自然史博物館（イメージ） 
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日帰りプラン A ： 裾野は長し赤城山 前橋の人気観光コース 

設定日：2023年 5月 13日（土） ご旅行代金：大人お 1人様あたり＠1３,000円 

最少催行人数：２０名様 / 添乗員：全行程 1名同行 /利用交通機関：貸切バス（群馬中央バス予定） 

日次 月日曜 行程 食事 

1 

 

5/13 

(土) 

 

  08:45発                09:４５発                      1１:０0発 

前橋駅  臨江閣（見学）  敷島公園・ばら園（見学）  

    09:0０着                  １０:００着 

                         12:３0発                  13:５０発 

 とんとん広場（昼食）  赤城神社（見学）  

         11:３0着  ◎前橋名物“福豚”料理    1３:１０着 

                                 1５:１０発 

   道の駅前橋赤城（買物）（予定）  前橋駅  高崎駅 

          14:３0着 ◎オープン・混雑状況により変更可能性あり    15:４0着      16:１0着 

朝：－ 

 

 

昼：○ 

 

 

夕：－ 

 

【名所のご案内】              ※募集人数や感染症状況によって、食事・入場施設を変更させていただく場合がございます。 

● 臨 江 閣 

本館と茶室は市の迎賓館として、別館が明治 43年に共進会 

の貴賓館として建てられた。近代和風の建築物として貴重。本 

館は県指定、別館は市指定であり、書院風建築重要文化財です。 

 

 

● 敷島公園門倉テクノばら園 

平成 20年 3月 29 日にリニューアルオープン。 

改修後のばら園は、敷島公園の松林をぬけた西奥

に 600種のバラ 7,000株が植栽されています。 

また、平成 20年 3月 29日から 6月 8日まで、 

全国都市緑化ぐんまフェアの総合会場でした。 

 

● 林牧場 福豚の里とんとん広場 

赤城山の自然環境で育てられた林牧場「福豚」。 

今では国際コンクール金賞に輝く「福豚ハム工房」、 

ウィンナー作りが楽しめる「ウィンナー体験教室」、 

収穫体験や食育体験をする「とんとん食農学習」等 

五感で楽しめる施設になりました。   

 

 

● 赤城神社 

上毛三山のひとつ赤城山。 

前橋市内には三夜沢町の赤城神社、二之宮町の二宮赤城

神社など、赤城神社と呼ばれる神社が 14社あります。 

そのうちでももっとも有名なのが、赤城山頂の大沼湖畔小

鳥ケ島に鎮座する「赤城神社」。 

古くから女性の願掛け神社として知られる壮大なる自然

に囲まれた人気パワースポットです。 

臨江閣 （イメージ) 臨江閣 外観（イメージ) 

ばら園 （イメージ） ばら （イメージ） 

昼食 （イメージ） 

赤城山と利根川 （イメージ） 

赤城神社 （イメージ） 

赤城神社 （イメージ） 
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日帰りプラン B ： 県内屈指のパワースポット「榛名神社」含めた高崎王道コース 

設定日：2023年 5月 13日（土） ご旅行代金：大人お 1人様あたり＠15,000円 

最少催行人数：２０名様 / 添乗員：全行程 1名同行 /利用交通機関：貸切バス（群馬中央バス予定） 

日次 月日曜 行程 食事 

1 

 

5/13 

(土) 

 

  08:30発                 10:30発                             12:00発 

前橋駅  榛名神社（見学）  だるまのふるさと大門屋（体験）  

             09:30着                  11:10着  ◎だるま絵付け体験 

                                   13:20発                      14:30発 

  ザ･ジョージアンハウス 1997(昼食)  高崎 白衣大観音（見学）  

       12:20着  ◎英国邸宅での欧州料理 ※予定        13:45着 

                                         15:30発 

     ガトーフェスタハラダ本社工場(買物)  高崎駅 

           14:50着                                      16:00着 

朝：－ 

 

 

昼：○ 

 

 

夕：－ 

 

【名所のご案内】             ※募集人数や感染症状況によって、食事・入場施設を変更させていただく場合がございます。 

● 榛名神社 

１４００余年前、第３１代用明天皇の時代に創建されたといわれる古社。 

本殿は２００余年前の文化３年に再建され、御祭神は後方の御姿岩の 

洞窟の中に祀られています。境内には、戦国時代、武田信玄が箕輪城 

攻略の際、矢を立て戦勝を祈願した矢立杉をはじめ、文化財・天然記 

念物が多数点在しています。パワースポットとして賑わっています。 

 

●だるまのふるさと大門屋 

200 年以上前から多くの人々の守り神として親しまれてきた高崎「福

だるま」その「福だるま」にオリジナルの名入れをして、宴会の演出や祈願

成就にいかがでしょうか。絵付け体験は、伝統工芸士の方から高崎だるま

の歴史や秘密、だるまの意味のご説明を聞いた後、会場内にある「だるま」

をご自身で選び絵付けをした「だるま」に特別に名入れを致します。 

 

 

●高崎白衣大観音 

高崎のランドマークとも言える存在。その白衣は、悟りを求める清 

らかな心を表しているそう。高さ約 41.8m、重さ約 6,000tで、 

建設当時は東洋一の大きさ。胎内には 20体の仏様や高僧の像 

があり、観音様の肩の高さまで登ることが可能。近年では、縁結び 

の聖地として話題を呼び女性に人気です。 

 

 

●ガトーフェスタハラダ本社工場 

「シャトー・デュ・エスポワール（希望の館）」と名付けられた本社工場は最新の

製造設備だけでなく、「夢と希望」をコンセプトに列柱が立ち並ぶギリシャ伝統

の建築様式にデザインされた壮麗な雰囲気の建物も見どころです。ラスクの

製造工程を見学でき、人気のラスクのこだわりや製造過程を楽しく学べます。 

工場見学のあとは、併設された直営店でお買い物をお楽しみください。                                                                                       

 白衣大観音内部（イメージ） 

白衣大観音（イメージ） 

榛名神社 （イメージ） 

榛名神社 （イメージ） 

だるま （イメージ） 

伝統工芸士による説明（イメージ） 

高崎 福だるま（イメージ） 

グーテ・デ・ロワ（イメージ） 

ガトーフェスタハラダ本社工場 

（イメージ） 
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日帰りプラン C ： 道の駅全国 1位「川場田園プラザ」と沼田観光コース 

設定日：2023年 5月 13日（土） ご旅行代金：大人お 1人様あたり＠1６,000円 

最少催行人数：２０名様 / 添乗員：全行程 1名同行 /利用交通機関：貸切バス（群馬中央バス予定） 

日次 月日曜 行程 食事 

1 

 

5/13 

(土) 

 

  08:40発                     10:30発                     11:40発 

前橋駅  迦葉山弥勒寺（見学）  青龍山 吉祥寺（見学）  

            09:50着                      11:00着 

                         13:20発                       15:00発 

道の駅・川場田園プラザ(昼食・買物) 月夜野びーどろパーク（体験・見学） 高崎駅 

 11:50着                         13:50着 ◎タンブラー絵付け＋美術館   16:00着 

朝：－ 

 

 

昼：○ 

 

 

夕：－ 

 

【名所のご案内】             ※募集人数や感染症状況によって、食事・入場施設を変更させていただく場合がございます。 

● 迦葉山弥勒寺 

日本三大天狗の一角とされる名刹。 

江戸時代後期に著わされた読本、雨月物語にも、霊鳥「仏 

法僧」の棲む山として記されています。 

徳川初代将軍の祈願所として、十万石の格式を許された 

由緒ある古刹で、拝殿に祀られた日本一の大天狗面は圧 

巻です。 

 

● 青龍山 吉祥寺 

南北朝時代に創建され、川場村の歴史とともに歩んできた禅寺。 

境内には 100 種類をこえる草花が息づいており、花寺としても知

られています。春は水芭蕉や桜、紫陽花などが境内を彩ります。 

 

 

 

● 道の駅・川場田園プラザ 

川場田園プラザは、武尊山の麓に広がる自然豊かな環境 

で一日中遊べて美味しいモノいっぱいのタウンサイトです。 

地元の新鮮野菜・果物が買えるファーマーズマーケットや、 

地元食材を使用したレストラン、パン工房、ビール工房、カ 

フェや日帰り温泉などがあり、お年寄りからお子様まで楽 

しめます。  

 

● 月夜野びーどろパーク 

日本トップレベルのガラス工芸の職人技を間近で見ることができるテ

ーマパーク。本格的な吹きガラスの一輪挿し、グラスに繊細な絵を削り

だすサンドブラスト、グラスに直接筆を使って文字や絵を描く絵付けが

体験できます。 

 

 川場田園プラザ（イメージ） 

体験風景 （イメージ） 

サンドブラストタンブラー（小） 

（イメージ） 

 迦葉山弥勒寺 外観（イメージ）  迦葉山弥勒寺（イメージ） 

 吉祥寺 外観（イメージ） 

 吉祥寺（イメージ） 

 川場田園プラザ（イメージ） 



17

日帰りプラン D： ゆかりは古し貫前神社・日本最初の富岡製糸 歴史を学ぶコース 

設定日：2023年 5月 13日（土） ご旅行代金：大人お 1人様あたり＠1７,000円 

最少催行人数：２０名様 / 添乗員：全行程 1名同行 /利用交通機関：貸切バス（群馬中央バス予定） 

日次 
月日 

（曜） 
行程 食事 

1 

 

5/13 

(土) 

 

  08:40発                     10:00発                              11:00発 

前橋駅 上州一之宮 貫前神社(見学) 群馬県立世界遺産センター「セカイト」（見学） 

         09:30着                      10:15着     

                        12:10発                     13:20発                

 富岡製糸場（見学）  富岡・ときわ荘（昼食）  

        11:10着                     12:20着  ◎上州すき焼き御膳 

                       14:10発                   15:20発 

   こんにゃくパーク(見学)  ららん藤岡(買物)  高崎駅 

       13:40着                     14:40着                    15:50着 

朝：－ 

 

 

昼：○ 

 

 

夕：－ 

 

【名所のご案内】             ※募集人数や感染症状況によって、食事・入場施設を変更させていただく場合がございます。 

● 上州一之宮 貫前神社 

千年余を経た古木に包まれ、あたりは荘厳な空気が 

漂います。延喜式神名帳に名神大社として列せられ 

ている名社。安閑天皇元年に武神である経津主神と 

農耕と機織の神である比売大神が祀られています。 

 

 

● 富岡製糸場 

明治５年１０月、わが国最初の官営模範製糸工場として、明治政府の依

頼でフランス人ブリュナが指導し、建てられた。木骨と赤レンガ造りの建

造物群は現在もほとんど当時のままの姿で保存されており、日本の近

代産業発祥の地として貴重な建築物です。 

 

 

 

 

 

 

● こんにゃくパーク 

こんにゃくの美味しさと文化を多くの方にお伝えする施設です。 

こんにゃくの製造工程や様々なアレンジ料理のバイキングも楽 

しめます。 

 

● ららん藤岡 

上信越自動車道藤岡 ICに隣接し、高速道路と一般道の両方か

ら利用できる道の駅「ららん藤岡」。 

夏場はお子様の水遊びの場となる大きい噴水のあるふれあい

広場を中心に、農産物やお土産品を扱う店舗や、人気飲食店、

観覧車やメリーゴーランドのあるミニ遊園地などがあります。 

こんにゃくパーク （イメージ） 

 富岡製糸場（イメージ） 

 貫前神社 （イメージ） 

 昼食 すき焼き（イメージ） 

富岡製糸場（イメージ） 

 富岡製糸場 外観（イメージ） 

富岡製糸場 内観（イメージ） 

藤岡市 ふじ（イメージ） ららん藤岡（イメージ） 

 貫前神社 （イメージ） 
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日帰りプラン E ： 桐生は日本の機（はた）どころ 東毛を巡る満喫コース 

設定日：2023年 5月 13日（土） ご旅行代金：大人お 1人様あたり＠1７,000円 

最少催行人数：２０名様 / 添乗員：全行程 1名同行 /利用交通機関：貸切バス（群馬中央バス予定） 

日次 月日曜 行程 食事 

1 

 

5/13 

(土) 

 

 08:30発               09:49発〔わたらせ渓谷鉄道〕        10:40発 

前橋駅  大間々駅   神戸駅  

             09:30着        【トロッコ乗車体験】   10:26着 

                                                       13:00発                      

 桐生重伝建保存地区群（見学）・・・・・・・・・ 四辻の齋嘉（昼食）  

           11:30着                             ◎ひもかわうどん等  

                     14:10発                    15:40発 

 織物参考館”紫”  縁切寺満徳寺  熊谷駅 

       13:10着 ◎桐生織物藍染め体験     15:00着                     16:20着 

朝：－ 

 

 

昼：○ 

 

 

夕：－ 

 

【名所のご案内】             ※募集人数や感染症状況によって、食事・入場施設を変更させていただく場合がございます。 

● わたらせ渓谷鉄道 

群馬県の桐生駅～栃木県の間藤駅を結ぶ 44.1kmの鉄道です。 

渡良瀬川沿って山間を蛇行しながら走っています。乗車時間は片 

道約 1時間 20分です。わたらせ渓谷鐵道の売りはなんと言って 

も「豊かな自然」です。車窓から新緑や紅葉、四季折々の草花や雄 

大な渓谷を満喫できます。 

 

● 桐生重伝建保存地区群 

桐生の歴史は古く、今から約 400 年前に天満宮を起点として桐生新町ができました。 

本町一・二丁目には、現在でも織物関係の蔵や町屋、ノコギリ屋根工場など歴史的な建

造物が多くみられます。また当時の土地の区画（敷地割）もよく残されています。 

   

 

 

● 織物参考館”紫” 

≪動く、さわれる、生きている≫織物参考 

館”紫”（ゆかり）では、皆様に織物の歴史を 

知っていただける様、消えつつある古い染 

織技術、文化の発展、足跡を物語る貴重な 

資料 1200点余りを展示しております。 

  

 

● 縁切寺満徳寺 

                                                           新田義季の娘浄念尼が開いた尼寺で、江戸時代には鎌

倉市の東慶寺と並んで日本で２つしかない幕府公認の

縁切寺として知られていました。満徳寺の資料を展示し

た資料館には、水洗トイレが２つ並んだ縁切・縁結厠が

あり人気です。 

縁切寺満徳寺(イメージ） 

桐生新町重要伝統的建造物群保存地区（イメージ） 

織物参考館紫（イメージ） 

織物参考館紫（イメージ） 

縁切寺満徳寺(イメージ） 

わたらせ渓谷鉄道(イメージ） 

わたらせ渓谷鉄道(イメージ） 

織物参考館紫（イメージ） 

昼食 ひもかわうどん （イメージ） 
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◆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、必ず内容をご確認の上お申込ください。

•募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社JTB 群馬支店（観光庁長官登録旅行業第64号 以下「当社」という）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（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によ
るほか、別途お渡しするご旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行
契約の部によります。当社約款をご希望の方は当社にご請求ください。
•旅行のお申込み及び契約成立時期
1.所定の申込書に所定の事項を記入し、お申込みください。
2.旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
3.申込金：ご旅行代金全額
•旅行代金のお支払い
旅行代金はお送りする請求書に記載された当社が指定する期日までにお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会
員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日
は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
•取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、ご案内書の取消料表に基づく金額を取消料として申し受けます。
•旅行代金に含まれるもの
1.各旅行日程およびご案内に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代、入場料・拝観
料等及び消費税等諸税。
2.添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付け。
3.パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨表示したもの。

これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
•旅行代金に含まれないもの
上記「旅行代金に含まれるもの」以外のものは含まれませんが、その一部を以下に例示します。
1.超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について）。
2.空港施設使用料等（パンフレット等に明示した場合を除きます）。
3.クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
4.ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー（別途料金の小旅行）の料金。
5.運送機関が課す付加運賃・料金（例：燃油サーチャージ）。
6.自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
•特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お
客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の
金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。
•死亡補償金：1,500万円
•入院見舞金：2～20万円
•通院見舞金：1～5万円
•携行品損害補償金：お客様1名につき～15万円（但し、補償対象品１個又は1対あたり10万円を限度とします。）
•「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを
受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
1.通信契約による旅行契約は、当社らの旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。また申
込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。
2.与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同
額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りでは
ありません。
•国内旅行保険への加入について
旅行先において、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や
賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分
な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、お問い合わせください。
•事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込個所に
ご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）
•個人情報の取扱について
1.当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただ
くほか、お客様がお申込みいただいた旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契
約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のため
に必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、お
申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたしま
す。
2.当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この
個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、
連絡先の方の個人情報を当社及び販売店に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
3.その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。なお、当社の個人情報に
関するお問い合わせ窓口は次の部署となります。
株式会社JTB お客様相談室 〒140-8602 東京都品川区東品川2-3-11
https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp
•旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件及び旅行代金は、2022年12月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

ご旅行条件（要約）

本ご案内に使用される写真は特記を除いてadobe stockから使用しています。


