
ご家族にも
大好評！

ホール「グランティエラ」
（バイキング）
ホール「グランティエラ」
（バイキング）

広々とした開放感と繊細に造り上げられた
料理が奏でるハーモニーはまさに絶品。
朝は大きな窓からふりそそぐ陽光と一緒に
ご朝食をどうぞ。

夕・朝食共

約60種類約60種類
和洋中
バイキング
和洋中
バイキング

夕食バイキングの一例 55夕食バイキングの一例 55

地産地消、旬の食材を活かし、豪華な料理はもちろん！
源泉入りのパンやコンニャクなどのヘルシー食材もご用意！
嬉しいキッズコーナーもあります！

地産地消、旬の食材を活かし、豪華な料理はもちろん！
源泉入りのパンやコンニャクなどのヘルシー食材もご用意！
嬉しいキッズコーナーもあります！

※こどもF（0～1才）無料 設定除外日 8/11～18

客室（定員）

交　　　通
チェックイン チェックアウト 

〈清祥館〉バス・トイレ付和室(5名・10畳) 

15：00　　　　　   10：00

　　  JR中之条駅下車、バスで約40分、四万温泉バス停下車、徒歩約1分。

　　  関越自動車道  渋川・伊香保I.Cより約38km。お車

電車

男性用1ヶ所
女性用1ヶ所

男性用2ヶ所
女性用2ヶ所

湯冷めしにくい塩化物泉の美肌の湯「四万温泉」は天然の保湿成分
メタケイ酸が豊富。湯上がり時にはお肌ツルツルに。

「大地の恵み、四万源泉バイキング」夕食バイキングの一例 55「大地の恵み、四万源泉バイキング」夕食バイキングの一例 55

ホール「グランティエラ」 55ホール「グランティエラ」 55

露天風呂「宝生の湯」（女性用） 55露天風呂「宝生の湯」（女性用） 55 大浴場「メルヘンの湯」（女性用） 55大浴場「メルヘンの湯」（女性用） 55 大浴場「岩船の湯」（男性用） 55大浴場「岩船の湯」（男性用） 55

バイキング盛りつけの一例 55
バイキング盛りつけの一例 55

夕食バイキングの一
例 55

夕食バイキングの一
例 55

ケーキの一例 55ケーキの一例 55

旅行代金（おひとり様）　　　　　　　　　　　　 　 　 　　　 利用列車：特急 草津号　　  　  　　 単位：円
出発日

利用人員

おとな

こどもB
（2～5才）

2～5名様1室

3～5名様1室

3～5名様1室

9,800
6,900
4,900

11,800
8,300
5,900

JRセットプランメイト宿泊プラン
1泊2食付

上野←往復→中之条

7/1～8/3、8/27～9/30
平日・休日 休前日

11,400
8,000
5,700

13,400
9,400
6,700

平日・休日 休前日

8/4～10・19～26

16,200
10,100
-

18,200
11,500
-

7/1～8/3、8/27～9/30
平日・休日 休前日

17,800
11,200
-

19,800
12,600
-

平日・休日 休前日

8/4～10・19～26

せい   しょう  かん

清祥館清祥館

当館を代表するお部屋。開放的な雰囲気でゆったりお寛ぎください。

外観 55外観 55

JRセットプラン、
共通のご案内は裏面をご覧ください。

加水
（適温）

こどもA
（6～11才）

こどもE（2～3才）1,575円　※販売店にて事前にお申込みください。

お部屋

客室の一例 55客室の一例 55

地産地消、旬の食材が食べ放題！群馬県/四万温泉

9,800円～13,400円
メイト宿泊プラン旅行代金 おとなおひとり様1泊2食付

四万グランドホテル
し　　　　   まし　　　　   ま

パンフレットは、ご旅行の際、ご持参ください。

2012.7/1 9/30
　　　　　　　　（8/11～18を除く）

D0K5118



国内旅行傷害保険加入の
おすすめ

安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で
保険をかけられますようおすすめいたします。

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

(1)近畿日本ツーリスト株式会社（以下「当社」）およびご旅行をお申込いた
だいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込みの際にご提出いただ
いた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配の
ために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提
供いたします。

(2)当社、当社のグループ企業である株式会社KNTツーリスト等、販売店およ
び当社が提携する企業が取り扱う商品、サービスに関する情報をお客さま
に提供させていただくことがあります。
(3)上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、
当社の店舗またはホームページでご確認ください。

個人情報の取り扱いについて

メイトのご相談・お申し込みは下記の販売店をご利用ください。
受託販売：

〒130-0022　東京都墨田区江東橋3-4-2 錦糸町マークビル10F　メイト事業部

インターネットでも最新情報を
ご案内しております

観光庁長官登録旅行業第２０号　　一般社団法人 日本旅行業協会正会員

KNT 検 索

旅行代金

お申込金

3万円未満

6,000円～
旅行代金まで

3万円以上
6万円未満
12,000円～
旅行代金まで

6万円以上
10万円未満
20,000円～
旅行代金まで

10万円以上
15万円未満
30,000円～
旅行代金まで

15万円以上

代金の20％～
旅行代金まで

1.募集型企画旅行契約
　メイトは近畿日本ツーリスト株式会社（以下｢当社｣という）が企画・募集し実施する企画旅行であ
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することになります｡
　又､契約の内容･条件は、募集広告（パンフレット等）の各コースごとに記載されている条件のほか、
下記条件、最終旅行日程表及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」によります。
2.旅行の申し込み
(1)申込書に所定の事項を記入のうえ、お一人様につき下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金は
旅行代金、取消料または違約料のそれぞれの一部として取り扱います。またお客様が旅行の参加に際し、特別な配慮
を必要とする場合には、お申し込みのときにお申し出ください。可能な範囲内で当社はこれに応じます。
(2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。
この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を通知した翌日
から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。

3.契約の成立と契約書面の交付
(1)募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し前項の申込金を受領したときに成立するものとします。
(2)通信契約は前項の規定に関わらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、契約締結を
承諾する旨をe-mail等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(3)当社は契約の成立後旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任
に関する事項を記載した書面（以下「契約書面」といいます）をお渡しいたします。
　（当パンフレットはこのご旅行条件書において、契約書面の一部といたします）
　当社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービス範囲は、当契約書面に記載いたします。
4.申込条件
　15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。（但し一部のコースを除
きます。）15歳以上20歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
5.確定書面（最終日程表）の交付
　当契約書面において旅行日程または重要な運送･宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上
重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面の交付後、旅行開始日の前日（旅行開始日の8日前以降のお申込み
に関しては旅行開始日）までに、これらの確定状況を記載した書面（以下「確定書面」といいます）をお渡しいたします。
6.旅行代金のお支払い
　旅行代金は旅行開始日の15日前までにお支払い下さい。
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（注釈のないかぎりエコノ
ミークラス）、宿泊費、食事代及び消費税等諸税。
●添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。
　上記の諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払戻しいたしません。
　（行程に含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません）
7.お客様からの旅行契約の解除
(1)旅行開始前
　お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いただいて、旅行契約を解除するこ
とができます。この場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き
払い戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。（なお、表
でいう取消日とは、お客様が当社及び旅行業法で規定された「委託営業所」〔以下「当社ら」といいま
す。〕のそれぞれの営業日、営業時間内に取消する旨をお申し出いただいた時を基準とします。）

8.当社からの旅行契約の解除及び催行の中止
(1)旅行開始前
　当社は次に掲げる場合において、旅行開始前に国内募集型企画旅行契約を解除することがあります。
●最少催行人員に満たないときは旅行の実施を取りやめることがあります。この場合は旅行開始日の14日前（日帰り旅
行は4日前）までにご連絡をし当社にお預かりしている旅行代金は全額お返しし、この旅行契約を解除いたします。

9.添乗員等
個人旅行プラン
個人旅行プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供
を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提
供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。
また、悪天候等によって旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における
代替サービスの手配及び必要な手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
（集合場所では係員が受付、出発等のご案内をいたします。）

10.基準期日
　この旅行条件は、平成24年6月1日現在を基準としています。

旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加され
た場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了承ください。

（イ）JR券部分に対して（大人・子供同額）

取消日

210円

320円

210円

乗車券（片道一人につき）
指定席特急券
指定席グリーン券・寝台券
指定席券（一列車一人につき）
自由席

出発日の前日から
出発時刻まで

旅行代金の30％

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって20日～2日前

取
消
料

（ロ）メイト宿泊プランの取消料 ※連泊の場合は、1泊目の宿泊日が取消料の基準日となります。
平成24年度版　取消料
（出発日を含まず）

申込人員15名以上　20％

20～6日前 5～4日前 3～2日前

申込人員14名以下　無料
無料 20％

20％

当日
（旅行開始前）

50％ 100％

旅行開始後及び
無連絡不参加
（※）

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

下記以外の宿泊日

5/3～5、8/12～15
12/31～1/2の宿泊日

旅行開始日
の前日

20％
取
消
料
率
※当社またはサービス提供機関に対し、宿泊当日の12時までにご連絡がなく宿泊されなかった場合、
　無連絡不参加として扱わせて頂きます。

ご旅行条件書（抜粋・パーソナルJR型）

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う取引の責任者です。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、旅行業務取扱管理者にご質問ください。 ○首-003

請求コード M－７４０７  ３３５９１２０６４３０１（メイト）
（ 一星 ）（AC無）

＜JRご利用コースのご案内＞
JR利用プランは各コース割引乗車券及び割引特急券を利用しております。下記の点にご注意ください。
①JR券に記載された駅以外での途中下車はできません。また、途中下車の際には自動改札ではなく有人改札をお通りください。
②乗車変更は旅行開始前に同一区間、同一種別の列車への変更を１回に限り、お取扱いいたします。ＪＲの駅および列車内では取扱いできません
ので、変更差し替え可能な時間内までに発行店へお申し出ください。但し、お申込み店により差し替えに所定の日数がかかる場合がございますの
で、詳しくはお申込み店係員にご確認ください。
③ご利用日の変更はできません。（一旦、取消精算の上再度のお申込の扱いとなります。）
④払い戻しについて
　・往復でのご利用が原則ですので、片道のみの払い戻しはできません。・　指定された列車が運行不能、または２時間以上遅れて到着した場合には、
　特急料金を払い戻し（返金）いたします。（駅係員に証明を受けて必ずJR券をご持参ください。証明及びJR券のない場合は払い戻しはできません。）
　・払い戻しは発行箇所に限り取り扱います。　・払い戻しは旅行終了後10日以内にお願いします。
⑤有効期間について
　指定席ご利用の場合は券面に表示された乗車月日列車に限って有効です。
※旅行商品にご利用いただける席数には制限がございます。　※臨時列車はJRセットプランでのご利用はできません。
※JRセットプランは1泊2日から最大13泊14日まで設定できます。また1泊3日などのパターンも可能ですが、必ず1泊目を本パンフレットから宿泊いただきます。
※ご旅行日程中、当社手配によるJR・宿泊・オプショナルプラン等が全く行われていない期間に、お客様が被った被害については、当社約款に基づ
く補償金などの支払い対象とはなりません。

JRセットプラン 設定期間 2012年7月1日～9月30日帰着

宿
泊
プ
ラ
ン
の
ご
案
内

■お申し込みについて
　1室あたりおとな2名様以上でお申し込みください。最少催行人員2名。
　※こどものみのお申し込みはできません。（必ずおとなを含めてお申し込みください。）
■旅行代金に含まれるもの
　●宿泊プラン…宿泊費（1泊につき夕・朝食付）・消費税等諸税・旅行取扱料金・特色が含まれております。
　※各宿泊旅館・ホテルの特色は、お客様の都合でご利用にならない場合でもご返金はいたしません。
　●JRセットプラン…宿泊プラン1泊分とJRの往復乗車券・特急券（普通車指定席）がセットされています。延泊の場合は宿泊プラン
の代金を加えてください。（２連泊以上の時は、時期によりJR代金の変動が生じることがありますので、係員にお尋ねください。）

■各種割引について
　連泊割引等は、人数・氏名・客室タイプ・食事条件・プラン同一が条件となります。裏面、取消料対象となる日を過ぎてからの人
数・氏名・客室タイプ・食事条件・プラン等の変更は、取消料の対象となります。早割の割引適応期日以降に人数区分、客室タ
イプ、食事内容、泊数の増減等の変更がありましたら早割の適用はできません。
■客室について
　1室あたりの利用人数によって客室の広さが異なる場合がございます。洋室を1室3名様以上でご利用の場合、エキストラベッ
ドまたはソファーベッドを加えて使用する場合がございます。和室または和洋室ご利用の場合、寝具の上げ下げはセルフサー
ビスとなる場合がございます。
■お料理・食事場所について
　掲載のお料理写真は一例です。宿泊日や人数、また、連泊された場合の2泊目以降についての料理内容・器等が異なる場合
がございます。食事会場は各旅館・ホテルにより禁煙とさせていただいている場合がございます。また、夕食場所がお部屋食の
場合、お申し込み人数等により、食事場所がレストラン・広間等に変更になる場合があります。
■お風呂について
　各宿泊旅館・ホテルのお風呂は、24時間入浴可能な場合でも清掃時間・団体貸切時間は入浴できません。また、貸切風呂
のご利用でご利用状況によりご希望の時間に添えない場合およびお断りする場合がございます。

　●施設の都合で、男性風呂に女性モデルを入浴させるポジ（写真）を使う場合があります。また、女性モデルが撮影時にタオルを巻いて入浴する
　場合がありますが、実際のご入浴にはタオルのご使用はお控えください。
　●旅館・ホテルの都合で、臨時に男性用・女性用を入れ替える場合があります。
■平日・休日・休前日について
　「平日」とは月曜日～金曜日を示し「休日」とは日曜日及び祝日を示します。「休前日」は「休日」の前日と土曜日を示します。
　尚、「休前日」にあたる「休日」（7/15、9/16）は休前日扱いとなります。
■こども代金について
　こどもA・Bは6～11才、こどもE・Fは6才未満の幼児が対象となります。（但し、6才未満の幼児がJRの座席をご利用になる場合はこどもAまたはB
代金となります。）※一部こども代金適用年齢の異なる宿泊旅館・ホテルまたは設定がない場合がございます。※こどもA・Bは、旅行代金算出の
人数に数えますが、こどもE・Fは数えません。

　 ●幼児施設使用料（食事・寝具なし）と表示がありますが、食事がバイキングの場合、食事料金または席料として別途お支払いただく場合がございます。
■添乗員について
　この旅行では添乗員は同行いたしません。お客様に旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン券をお渡し致しますので、旅行サービス
　の提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行ってください。
■その他
　●当パンフレットに記載の各施設の営業日・営業時間・料金・会場は予告なく変更となる場合がございます。
　●インターネットオンライン販売では、一部特色がつかない場合がございます。  

※

お
申
し
込
み
い
た
だ
く
前
に
必
ず
お
読
み
く
だ
さ
い
。

※食事がバイキングの場合はおとなと同内容のお食事となります。 

こどもA　 おとなに準じた料理と寝具の提供
こどもB　 お子様料理と寝具の提供
こどもE　 食事・寝具なし（施設使用料）※一部、バイキングの食事代が含まれている場合があります。
こどもF　 食事・寝具なし（施設使用料無料）

　

高崎営業所 土・日・祝日営業
TEL027（323）4321
〒370-0849　群馬県高崎市八島町20-1　武蔵屋ビル1階

E-mail : takasaki@or.knt-t.co.jp

●営業時間／10:00～18:00
●定 休 日 ／年末年始（12/30～1/3）

※土・日・平日の夕方などお電話が繋がりにくい場合がございます。
　予めご了承ください。

      特急 草津号利用

行
程
表

往路 上野駅
（特）草津号

中之条駅
各自

　（泊）お客様負担

復路
各自

中之条駅
（特）草津号

上野駅
お客様負担

途中発着駅乗車差額表　●（特）草津号（上野駅発着基準) 　　　　おとな片道（小学生半額）
乗車日 7/1 〜 9/30 乗車
発着駅 赤羽 浦和 大宮

中之条 200 円引 200 円引 300 円引

四万グランド
ホテル

四万グランド
ホテル

四万方面　　 四万グランドホテル
予約コード

ロザ □※ 401-303 -4

ハザ □※ 401-300 -4

販売店の方へ

必ず時刻表にてご確認の上、
ご予約ください。
JR 予約コードの□※ には
往路 A、復路 Bを入れてください。

グリーン車利用割増代金表　●（特）草津号（上野駅発着基準) 　　　　 おとな片道（小学生半額）
乗車日 7/1 〜 9/30 乗車
発着駅 赤羽・浦和・大宮
中之条 1,000 円増


