
●環境省「令和２年度国立・国定公園への誘客の推進事業」補助金事業

～尾瀬国立公園サスティナブルツーリズム～

尾瀬・戸倉の森 自然体験プログラム

大 人 9,750円
子 供 7,150円
幼 児 6,500円

想い出に残る１泊２日の尾瀬の旅

１日目
尾瀬の麓

戸倉の森で
自然体験

２日目

秋の尾瀬
日帰り散策

宿泊は
尾瀬戸倉温泉

郷

９月２５日～１１月２日出発分

※パンフレットに掲載の写真はすべてイメージです。

大 人 15,000円
子 供 11,000円
幼 児 10,000円

お支払い実額
おひとりさま

一般料金
おひとりさま

○ お申し込みのご案内「※必ず旅行取引条件説明書（全文）をお受け取りおよび事前にご確認のうえ、お申し込みください。」 

１．募集型企画旅行契約 

この旅行は，東京パワーテクノロジー株式会社（以下「当社」という。）が企画・実施する旅行です。 

２．旅行のお申し込み及び契約成立時期 

（１）申込書に所定の事項を記入し，お申し込みください。 

（２）電話・郵送・ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合，当社が予約の承認の旨を通知した翌日から起算して，当社が定めた期間内に申込書と旅行代金の 

支払いをしていただきます。 

（３）旅行契約は，当社が契約の締結を承諾し，旅行代金を受領したときに成立するものとします。 

３．旅行代金のお支払い 

旅行代金は，別途郵便振込票を郵送いたしますので，当社の定める期日までにお支払いください。旅行代金，取消料，または違約料の一部として取り扱います。 

４．旅行内容の変更 

当社は，旅行契約締結後であっても，天災地変，戦乱，暴動，運送・宿泊機関等の旅行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運送サービスの 

提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において，旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは，お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の 

関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して，旅行日程・旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし，緊急の場合においてやむを得ない 

ときは変更後にご説明いたします。 

５．旅行代金の変更 

前項により旅行内容が変更され，旅行実施に要する費用が増加したときは，サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他諸設備の 

不足が発生したことによる変更の場合を除き，当社はその変更差額分だけ旅行代金を変更します。 

６．取消料 

（１）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。 

◆ 旅行契約の解除 ◆取消料 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 

①２１日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては１１日目） 無料 

②２０日目にあたる日以降の解除（日帰り旅行にあっては１０日目）   ③～⑥を除く 旅行代金の   ２０％ 

③７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当日旅行開始前の解除 旅行代金の   ５０％ 

⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の１００％ 

（２）お客様は下記に該当する場合は，取消料なしで旅行契約を解除することができます。 

①契約内容の重要な変更が行われたとき 

②前項に基づき旅行代金が増額改定されたとき 

③天災地変，戦乱等の事由が生じた場合において，旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき，または，そのおそれが極めて大きいとき 

④当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき 

７．当社による旅行契約の解除及び催行中止 

(１)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは，当社は旅行契約を解除することがあります。このときは，取消料に相当する額の違約料をお支払いい

ただきます。 

(２)次の各項目に該当する場合は，当社は旅行契約を解除することがあります。 

(３)お客様が病気，必要な介助者の不在その他の事由により，当該旅行に耐えられないと認めたとき 

(４)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし，または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき 

(５)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき 

(６)お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は，旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目にあたる日より前 

 (日帰り旅行は３日目にあたる日より前）に旅行中止の通知をいたします。 

(７)天災地変，暴動，運送・宿泊機関等のサービス提供の中止，官公署の命令その他当社に関与し得ない事由が生じた場合において，契約書面に記載した旅行日程に 

従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき，または，そのおそれが極めて大きいとき 

８．旅行代金に含まれるもの 

旅行日程表に明示した宿泊費，食事代，保険料，交通費，その他諸経費，旅行業務取扱料金および消費税等諸税。これらの費用はお客様の都合により一部利用されなく 

ても払い戻しいたしません。（コース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。） 

９．添乗員等 

（１）添乗員は同行いたしません。 

（２）添乗員が同行しない区間及び現地案内人が業務を行わない区間において，悪天候等による旅行代替サービスの手配及び必要な手続は，お客様自身で行っていただきます。 

10．個人情報の取り扱いについて 

当社は，個人情報保護法に基づき，お客様の情報は厳重に管理し，当社業務以外に使用することはありません。 

     11．その他詳細については係の者にお尋ねください  

『尾瀬国立公園サスティナブルツーリズム 尾瀬・戸倉の森 自然体験プログラム』参加お申し込みＦＡＸ用紙 

 

お申し込み日程 

★出発日をご記入ください 

 
月 日（ ）出発 

★P.2 Ａ～Ｅより１つ選びご記入ください 
 

ご希望の体験プログラム〔 〕 

★P.3 ①～⑲より１つ選びご記入ください 
 

ご希望の宿泊施設〔 〕・ 希望なし 

 

お 名 前 
ふりがな 年齢 参加人数 

 
歳 男 名・女 名 計 名 

 
連 絡 先 

〒 
ＴＥＬ： 

ＦＡＸ： 

携 帯： 

 

備 考 欄 

（同行者がいらっしゃる場合は、こちらにお名前・年齢・ご住所・電話番号をご記入下さい。） 

 

●Gotoトラベル事業支援対象



新型コロナウイルス感染症対策として
●三密を避けるために、１人のガイドがご案内する定員を４名としています。ただし、ご家族の場合は増員可能です。
●活動は主に野外で行い、室内では換気を行います。また、野外で活動する際のマスク着用は必須ではありません。
●発熱・体調不良の方は参加を控えてください。また、集合の際、スタッフが検温を実施します。
●ガイドは検温・手洗いなどをこまめにし、体調管理に留意しています。

～尾瀬国立公園サスティナブルツーリズム～

尾瀬・戸倉の森 自然体験プログラム

【１日目】 午後 戸倉の森で自然体験

【２日目】 秋の尾瀬 日帰りトレッキング

Ｅ．会津沼田街道トレッキング

③尾瀬の宿いさ

Ｂ．アロマと癒しの森歩き

●ご希望のプログラムを一つお選びください

Ａ．ヤマネ調査体験

針葉樹の人工林を自然林にもどす目的
で植えたブナ林があります。より健全な
森へと育てていくために作業を行います。

作業を通して自然にふれ、心身をリフ
レッシュしましょう。

植物がもつ香りの成分は、私たちの

心身に良い影響をもたらしてくれます。
森の香りに癒されたり、旬の自然の
楽しさを見つけていきます。散策後
は蒸留体験にチャレンジします。

昔は植物から染料を取り出し、糸や布
を染めていました。戸倉の森に自生す
る植物から染色液をつくり、ハンカチを
染めます。自然の色合いに染まってい
く様子を楽しみます。

標高が高く、冷涼な気候の尾瀬は、季節が一足早く、秋から晩秋へと進みます。
この期間は、湿原の植物が色づく草紅葉が見頃となり、続いて森の紅葉がはじまります。

●湿原の草紅葉 ９月中旬～１０月上旬 ●森の紅葉 ９月下旬～１０月中旬

戸倉の森には多くの生き物が生息して
います。天然記念物に指定され、樹の
上で生活するニホンヤマネも。森に設
置した巣箱やセンサーカメラを調べて、
生き物の生態について調べます。

会津沼田街道は、尾瀬沼の湖畔を通り、
上州と会津の交易を結ぶ道として古くか
ら利用されていました。紅葉美しい巨木
に囲まれた道を、歴史を感じながら散策
します。コースは大清水発着です。
（歩行距離：約 ４ Ｋｍ／歩行時間：約 ２．５時間）

Ｃ.森の植物で草木染め

④ロッジまつうら①旅館玉泉

⑪旅館わかば

⑮ふじや旅館

②ホテル玉城屋 ⑤展望の湯ふきあげ ⑥戸倉旅館 ⑦平人旅館

⑧温泉宿四季亭

⑯ペンションゆきみち

⑬シャレー尾瀬戸倉⑫ヴィラ風花⑨マルイ旅館

⑰尾瀬パークホテル ⑲旅館みゆき

尾瀬の美しさを堪能し、自然についても体験しながら学ぶことができる
１泊２日のプログラムを実施いたします。
１日目は尾瀬の南麓に広がる戸倉の森での自然体験。

２日目は秋の尾瀬を散策します。両日とも尾瀬認定ガイドがご案内いたします。
お泊りは心も身体もあたたまる戸倉温泉郷です。

Ｄ．木こり体験

尾瀬ぷらり館内 尾瀬ネイチャーセンター

⑱尾瀬高原ホテル

⑭旅館山びこ⑩山の鼻荘

●宿泊先をご指定ください尾瀬戸倉温泉郷ご宿泊一覧

片品村の戸倉地区は尾瀬の玄関
口にあります。春～秋は尾瀬観光、
夏は高原でのスポーツ合宿が盛ん
です。冬はスキー・スノーボードが
楽しめる好立地にあります。
温泉は美肌の湯と呼ばれ、お肌が
スベスベになると大評判です。

尾瀬戸倉温泉郷について

※環境省「令和２年度国立・国定公園への誘客の推進事業」補助金事業により実施しております。

TEL：0278-58-7311/FAX：0278-58-7636
営業時間 9:00 ～ 17:00 ［定休日 土･日･祝日］

※詳しい旅行条件を説明した書面（旅行取引条件説明書）をお渡しいたしますので、
事前にご確認のうえ、お申し込み下さい。

※宿泊先のご希望がない場合はこちらでご案内させて頂きます。

燧ヶ岳

旅行日程

旅行代金

料金に含まれる内容

集合場所時間

9月25日（金）～11月3日（火）の期間で1泊2日 ※最終出発日11月2日（月）

おひとりさま 大人 9,750円・子供 7,150円・幼児 6,500円

尾瀬ぷらり館尾瀬ネイチャーセンター（１２：００集合）
・群馬県利根郡片品村戸倉736-1
・電話：070－2163-0707

1泊2食付 宿泊代、2日目 昼食代、交通費（戸倉－鳩待峠往復）、保険代

地図

■お申し込み・お問い合わせ先
【旅行企画・実施】群馬県知事登録旅行業 第2-482 号
東京パワーテクノロジー株式会社（グリーントラベル尾瀬）
〒378-0411 群馬県利根郡片品村戸倉761

国内旅行業務取扱管理者 伊藤康人
■ＨＰ：https://www.tokyo-pt.co.jp/oze/

集合・室内プログラム実施場所

「尾瀬国立公園」の尾瀬ヶ原、尾瀬沼の南麓
に広がる森で、利根川水系片品川の最上流
部に位置します。
ブナやミズナラなどの落葉広葉樹が多く、

森の恵みは人々の暮らしの糧になっていま
した。戦後の復興期には、カラマツの植林が
行われ、秋の紅葉
時期には美しい黄葉
が目を惹きます。
この森のカラマツは
尾瀬の木道にも利用
されています。

- Ｐ２ - - Ｐ３ -

尾瀬では美しい自然の魅力、
歴史や自然保護の取り組み、

暮らしの中に息づく文化がありま
す。こうした魅力を、安全に散策
しながら楽しんで頂けるように

尾瀬ガイド協会に認定された認定
ガイドが活動しています。

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支援金を引いた金額がお客様のお支払い実額と

なります。10月1日以降出発の旅行に関しては、別途、旅行代金に応じた地域共通クーポン
が付与されます。

３. 支援金の受領について
国からの支援金はお客様に対して支給されますが、当社は、支援金をお客様に代わって
受領（代理受領）いたしますので、お客様は、旅行代金に対する支援金を差し引いた
「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取り消しの際は、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。お客様は、当社による代理受領ついて
ご了承のうえお申込みください。

尾瀬・戸倉の森自然体験プログラム 利用料金

項目 大人 子供 幼児

旅行代金（A） １５,０００ １１,０００ １０,０００
旅行代金への支援額（B） ５,２５０ ３,８５０ ３,５００
地域共通クーポン ２,０００ ２,０００ ２,０００
お支払い実額（A-B） ９,７５０ ７,１５０ ６,５００

申込時に1日目のプログラムと
宿泊先の希望をお伝えください

※大人は中学生以上。子供は小学生。幼児は４～６歳の未就学児童。３歳以下の乳幼児は無料（食事なし）

私たちがご案内します

～尾瀬認定ガイド～

スケジュール
（予定）

戸倉

沼山峠

御池

鳩待峠

笠ヶ岳

三平下

大清水

至仏山

富士見峠

山ノ鼻

山ノ鼻

見晴

尾瀬ネイチャーセンター
戸倉の森

●各回最少催行人員２名（定員４名 ※ご家族の場合は増員可能 ）
●添乗員は付きません。１組につき「現地ガイド１名が同行」し解説をいたします。

お支払い実額

（宿泊地：群馬県片品村）

※天候によりコースを変更する場合がございます。
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