
～中之条ガーデンズ オープン1周年記念～

★トワイライト ローズガーデンパーティ

閉園後の暮れゆくローズガーデンを散策。優しくライトアップ
された夕暮れのガーデン。昼とは違ったバラの表情に触れなが
らスペシャルドリンクとスイーツを楽しみます。

★朝のローズガーデン散策と「森の朝ごはん」
バラが最も香る早朝にゆったり園内の散策と「森の朝ごはん」。

★講演会＆ガーデンツアー
総合デザインを担当された吉谷博光さん、ローズガーデン植栽
デザイン担当の河合伸志さんによる講演やガーデンツアー開催。

■宿泊: 四万温泉 四万やまぐち館／本館和室10畳（バス・トイレ付）
■食事: 朝1回･昼1回･夕1回 ■受付: 1名さま ■最少催行人員: 15名さま

■バ ス: 中央交通またはセーフティーバス認定バス会社 ■添乗員：当社スタッフが同行
◆上記日程は気象条件･道路状況･交通機関･感染症対策等で変更になる場合がございます。

◆雨天実施。朝晩は冷え込む場合があります。当日は歩きやすい靴･服装でお越しください。

◆中之条ガーデンズ内でのイベントは1日目と2日目で入替えや時間が変更になる場合があります。

◆気象状況により花が見ごろにならない場合があります。その場合でもツアーは実施し、ご旅行代金の返金は

ございません。写真はすべてイメージとなります。

◆出発日の1週間前までに、集合場所等詳細を記載した「旅のしおり」 をお送りいたします。

日時 スケジュール 🚌：専用バス 食事

6/9
(木)

新宿駅西口（8:50集合･9:00出発）🚌 神奈川県愛川町

Hattori Farm Garden 服部牧場 見学･昼食 🚌 群馬県中之条町

中之条ガーデンズ ＊吉谷桂子さん担当エリアをご案内

夕刻：ガーデンパーティ（ドリンク＆軽食付）

吉谷桂子さんを囲んでカクテルタイム 🚌 四万温泉（19:30着）

夕食:ホテルにて和食膳 温泉でごゆっくりお寛ぎください。

朝:－

昼:○

夕:○

6/10
(金)

ホテル（6:00発）🚌 中之条ガーデンズ 開園前のローズガーデン

見学･BOXスタイルの朝食「森の朝ごはん」＊吉谷桂子氏･吉谷

博光氏･河合伸志氏のスペシャルトーク＜自由昼食＞ 🚌 前橋

フラワーガーデン泉 お買物 🚌 新宿駅西口（18:00到着予定）

朝:○

昼:－

夕:－

■出 発 日 ：2022年 ６月 9日（木）＜1泊2日＞
■旅行代金：おひとりさま

2名1室 ３名1室 １名1室

52,800円 49,800円 58,800円

・男女別相部屋（2名1室利用）を承ります。他に相部屋希望の方がいない場合は、
1名1室代金を申し受けます。

・「GoToトラベル」再開時には割引適用となります。割引額10,000円／地域共通クーポン
6,000円（予定）。金額等が変更になる場合がございます。ワクチン検査パッケージに
よる感染症対策を活用します。詳細が決定しましたらお知らせします。

旅行企画・実施： 株式会社セブンカルチャーネットワーク
（観光庁長官登録旅行業第1870号）

園芸家 吉谷桂子さん

工業デザイナー､広告美術ディレク
ターを経て渡英。英国の暮らしを
生かしたガーデンライフの楽しみ
を提案。帰国後は英国園芸研究家、
ガーデンデザイナーとして、TV番
組や雑誌媒体の出演､著書多数。
中之条ガーデンズではスパイラル
ガーデンとナチュラルガーデンの
植栽を担当。

園芸家・育種家

河合伸志さん

ガーデンダイアリーにご協力いただく楽しいプログラムのほか、

バラグッズやお菓子など人気ショップが出店するマルシェも登場。

※イベント詳細は『旅のしおり』にてご案内いたします。

ガーデンデザイナー吉谷桂子さんがご案内する

中之条ガーデンズ･ローズイベント ２日間

空間デザイナー

吉谷博光さん

暮れてゆくローズガーデンを散策しながら、 トワイライトに浮かぶ薔薇に見
惚れるひととき。早朝のローズガーデンでバラの香りに包まれて過ごす特別
な時間。1周年を祝う中之条ガーデンズのイベントへ！

中之条ガーデンズ:７つの庭とファームエリアからなるガーデンの集合体。

それぞれの庭にプロのガーデナーたちが表現した独自の世界が広がります。



岩本山公園

「中之条ガーデンズツアー」申込書

〔最少催行人員〕
募集パンフレットに記載。これに満たない場合、旅行の実施を中

止することがあります。ただし、この場合旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行の場合は3日目)にあた

る日より前に通知いたします。

〔現地手配代行者との連絡方法〕
添乗員が同行しない場合の現地での手配代行者との連絡方法は

最終日程表に明示します。

〔最終日程表の交付時期〕
確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最終日
程表は旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日
の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降にお申込
みいただいた場合には旅行開始日当日に交付することがあります。
なお、期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況につ
いてご説明いたします。

〔個人情報の取り扱い〕
当社は、旅行契約の申し込みの際に提出された申込書に記載さ
れた個人情報について、 お客様との間の連絡のために利用させ
ていただく他、運送・宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関等につい
てはパンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記載した日ま
でにお送りする確定書面に記載されています。）の提供するサー
ビスの手配及びそれらの旅行サービスの受領のための手続き（以
下「手配等」といいます。）に必要な範囲内、または当社の旅行契
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
範囲内において当該機関等に提供いたします。また、旅行先での
お客様の買い物の便宜のため、お客様のお名前および搭乗され
る航空便等に係る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業
者に提供いたします。お申し込みいただく際には、これら個人情報
の提供についてお客様に同意いただくものとします。
※この他、当社では、1.当社及び当社と提携する企業の商品や
サービス、キャンペーンのご案内 2.旅行参加後のご意見やご感
想の提供のお願い 3.アンケートのお願い 4.特典サービスの提
供 5.統計資料の作成の目的でお客様の個人情報を利用させて
いただくことがございます。

〔旅行条件・旅行代金の基準日〕
この旅行条件は、下記の日付を基準としています。

2022年 4月1日

旅行企画・実施：

株式会社セブンカルチャーネットワーク
東京都千代田区二番町8-8

観光庁長官登録旅行業第1870号

〔旅行契約内容・代金の変更〕
当社は、旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変更することがあります。
詳しくは、「条件書」によります。

〔取消料〕
お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができ
ます。当社の責任とならないローン、渡航手続きの事由によるお取消の場
合も下記取消料をいただきます。

〔当社の責任〕
当社は当社又は手配代行者がお客様に損害をあた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当社に故意または重大な過失

がある場合を除きお１人15万円までとし、損害発生の翌日から起算して１４

日以内に通知された場合）その他は「条件書」によります。

〔特別補償〕
当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行中急激かつ偶然な外
来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害の補償金及
び見舞金を支払います。詳しくは「条件書」によります。

〔旅程保証〕
旅行日程に重要な変更が行われた場合には、当社はその変更の内容に
応じて変更保証金を支払います。詳しくは「条件書」によります。

〔お客様の責任〕
当社はお客様の故意または過失、法令もしくは功序良俗に反する行為によ
り当社が損害を被った際はお客様から損害賠償を申し受けます。

〔クレジットカード利用の通信契約〕
当社は当社が提携するクレジットカード会社の会員（以下「会員」といいま
す。）より、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けること（以下
「通信契約」といいます。）を条件に電話その他の通信手段による旅行のお
申込みを受ける場合があります。その場合、会員は「出発日」「旅行名」に
加えて「カード名」「カード番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いた
だきます。通信契約による旅行契約は、電話による申込みの場合、当社が
受諾した時に成立し、その他の通信手段による申込みの場合は、当社が
契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。通信
契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代
金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立
日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。

解除時期など 取消料

旅行開始日の前
日からさかの
ぼって

20日目（日帰りは
10日目）～８日目

旅行代金の 20%

７日前～前々日 旅行代金の 30%

旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40%

旅行開始当日の解除 旅行代金の 50%

旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100%

ふりがな 生年月日 性別 ＊お部屋のご希望

□2名1室 □1名1室 □３名１室

※相部屋希望: 様
申込者氏名

年

月 日
男 ・ 女

ふりがな 生年月日 性別 ＊お部屋のご希望

□2名1室 □1名1室 □３名１室

※相部屋希望: 様
同行者氏名

年

月 日
男 ・ 女

申込者住所

〒 －

メールアドレス ：

電話〔自宅〕 （ ） － 〔携帯〕 （ ） －

旅行保険 旅行傷害保険への加入をおすすめします。ご希望の方にはくわしいご案内をお送りします。 保険のご案内・・・□要 □不要

確認項目

<個人情報の取扱いについて>
旅行条件書の「個人情報の取扱いについて」を読み、旅行手配等のために運送・宿泊機関、保険会社、免税店等へ個人データを提供す
る等、その内容について同意の上、本旅行に申し込みます。 □同意する

<特別な配慮を必要とされるお客様へ>
旅行に参加できるかどうか、確認及び旅行手配等のために運送・宿泊機関等への情報の提供について同意します。 □同意する
※特別な配慮を必要とされる方はお申し出ください。（食物アレルギー、心身に障がいのある方、妊娠中の方など）

■お問合せ・お申し込み ㈱セブンカルチャーネットワーク 本社営業所

〒102-0084 東京都千代田区二番町8-8 総合旅行業務取扱管理者：船橋陽介・遠山晋一

TEL： ０３-６２３８-３０８５ FAX： ０３-６２３８-１９６７ E-Mail： s1-tabi@7cn.7andi.co.jp
受付： 月～金10：00～17：00 （土日祝＝休み）
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引に関する責任者です。
旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点がございましたら、上記の取扱管理者にお尋ねください。

お申し込み方法
①WEB「セブン旅倶楽部」 ②FAXまたはEメール

お電話でのお申し

込みは受付してお

りません。

弊社ホームページ「セブン旅倶楽部」
下記の申込書を

FAX または Eメールでお送りください。

お支払い方法 各種クレジットカード または 銀行振込 銀行振込

〔募集型企画旅行契約〕
（１）この旅行は、株式会社セブンカルチャーネットワーク（東京都千
代田区二番町8-8、観光庁長官登録旅行業第1870号） (以下当社と
言います。) が企画・募集・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
締結することとなります。
（２）旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、別途お渡
しする募集型企画旅行条件書、確定書面（最終日程表）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。

〔旅行のお申し込み・契約成立の時期〕
当社所定の旅行申込書にご記入の上、下記の申込金を添えてお申
込みいただきます。

■申込金 （お一人様につき）

※お申込みから一週間以内にお支払ください

振込先： 三井住友銀行 しらゆり支店 （普通）1206911
口座名： （株）セブンカルチャーネットワーク

申込金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取り扱います。お
客様との旅行契約については、当社の承諾と上記の申込金の受理
をもって成立するものといたします。

〔旅行代金のお支払い〕
残金はご旅行出発の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる
日より前にお支払いいただきます。

〔旅行代金に含まれるもの〕
旅行日程に明示した利用交通機関の運賃、料金、観光料金（バス料
金、ガイド料金、入場料）・旅行日程に明示した宿泊料金及び税、
サービス料金(部屋条件は別途明記します) ・旅行日程に明示した食
事料金（機内食を除く）・団体行動に必要な心付・添乗員付ｺｰｽの添
乗員同行費用

〔旅行代金に含まれないもの〕
上記「含まれるもの」に記載のないもの。以下一例となります。
定員以下での部屋利用の場合の追加代金（各コースごとに異なりま
す）・超過手荷物料金・飲み物代、クリーニング代、電報電話料、ホテ
ルのボーイ、メイド等に対する心付・追加飲食代その他個人的性質
の諸費用及びそれに伴う税金、サービス料・日本国内における自宅
から集合／解散場所までの交通費、宿泊料・希望者のみ参加するオ
プショナルツアーの代金・お客様の傷害・疾病に対する医療費

旅行代金（おひとり） 申込金（おひとり）

15万円以上 旅行代金の20％以上､旅行代金まで

10万円以上15万円未満 30,000円以上旅行代金まで

6万円以上10万円未満 20,000円以上旅行代金まで

3万円以上6万円未満 12,000円以上旅行代金まで

WEBお申込み

2022-TR-020/D00231

Eメール：s1-tabi@7cn.7andi.co.jp ＦＡＸ： ０３-６２３８-１９６７ (＊コピーをご提出ください)

mailto:s1-tabi@7cn.7andi.co.jp

