
　

ＪＲセットプランのみの設定となります。

■旅行代金：お一人様　基本代金＋加減代金（裏面参照）

■基本代金/お一人様・1泊2日　朝食付　＋　ギフトカード付　　　　　　　　　

※注　添い寝のお子様（４歳以上）の設定はございません。 
パークチケット料金は、旅行代金に含まれておりません。現地でのご購入となります。 （単位：円）

ギフトカード引換券はホテルフロントにて交換いただきますようお願い致します。

チェックイン日の東京ディズニーシー®または東京ディズニーラ
ンド®の１デーパスポート購入権が付いたプランです♪
※事前にパークチケットをお持ちのお客様はお申込みいただけません。

122ｃｍ×2台
部屋タイプ

旅行代金にパークチケット料金は含みません。東京ディズニーリゾート®のパークチケットを現地でご購入いただけます。現地精算（現金払い）となります。
購入場所にて人員種別をお申し出の上、パークチケットをお求めください。パークチケットの追加購入及び券種・ご利用日・人数・パークの変更はできません。
１デーパスポートは1泊につきおひとり様１枚のご購入となります。（宿泊予約人数と同枚数のパスポートを確保いたします）

【購入場所/時間】ホテル内チケットブース又は舞浜駅前　東京ディズニーリゾート®・ウェルカムセンター内1階ホテルサービスカウンター
（ＡＭ８：００～ＰＭ３：００） となります。
パークチケット価格は変動料金の為、詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください
おとな（18歳以上）：７,９００円～、中人（中学生・高校生１２歳～１７歳）６,６００円～、小人（幼児・小学生４歳～１１歳）４,７００円～

2～3名
利用人員

35～40㎡
正ベット幅

※東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル特典は、一部変更しています。

セレブリオツイン（禁煙）

※パークの入園日は「ホテルチェックイン日」でのご利用となります。連泊の場合は、宿泊最終日を除くご利用限定です。
連泊でご利用の際、ご利用日数分をまとめてご購入はできません。ご利用日に都度購入が必要となります。
※当プランは４歳のお子様から、おとなと同額の宿泊代金が必要となります。

部屋の広さ

室数  ８２８室
IN  １５：００

OUT  １２：００
朝食

客室  洋室、バス・トイレ付

 レストラン （和洋食ブッフェ）

２名１室 ３名１室

００1 ００３

００２ ００４

コースコード：３６２０７７７－００１－０１７-▲▲▲　手３

東京ディズニーシーパスポート購入権付

東京ディズニーランドパスポート購入権付

地区施設コード　3560-306　Ｂ券
朝食付

添い寝（0～3歳）も
朝食付

入園ご希望日の東京ディズニーランド®、東京ディズニーシー®の運営時間については

公式ウェブサイト(https://www.tokyodisneyresort.jp/tdr/calendar.html)にてご確認くださ

い。公式ウェブサイトにて運営時間が「未定」となっている日程をご希望の場合は、運営時

間が未確定である為、パークチケット購入及びご入園は確約致しかねます。予めご了承の

うえご予約ください。※運営時間については公式ウェブサイトにて公開後、お客様ご自身に

てご確認ください。又、パーク営業やパークチケット取り扱い要領が変更される場合は、下

記プランに含まれる内容が変更となる可能性がございますので予めご了承ください。

A B C D E F

3名1室 34,900 36,300 37,400 38,000 40,800 42,700

2名1室 36,100 38,500 40,300 41,500 45,000 48,000

3名1室 23,000 24,400 25,500 26,100 28,900 30,800

2名1室 24,200 26,600 28,400 29,600 33,100 36,100

3名1室 10,100 11,500 12,600 13,200 16,000 17,900

2名1室 10,800 13,200 15,000 16,200 19,700 22,700

基本代金/宿泊日

往復ＪＲセットプラン
（新大阪発着）

おとな

こども

追加宿泊プラン
おとな・こど

も同額

旅行代金には諸税・ｻｰﾋﾞｽ料等が含まれております。

３６２０７７７ （フリープラン）
個人 ・ グループ旅行

ギフトカード
＋

往復ＪＲセットで！

・販売店でお渡しするクーポン券を、ホテルフロントにてお渡しいただき、ギフトカードとお引換えください。
・一部施設でご利用いただけない場合がありますので、レジ係員にご確認下さい。
・有効期限はありません。現金、商品券、ギフトカード類、印紙、切手、はがきとのお引換はできません。
現金との併用は可能です。おつりは現金でお渡しします。

・旅行代金に含まれます。ご利用にならなかった場合、返金等はございません。

自予・ＦＰ・Ｃ券　３６２０７７７-００１－００２（予約台帳から予約）α発券不可（引換要）
ギフトカードのみでは予約完了できません。宿泊＋JR+ギフトカードの３操作が必要です。

ご宿泊月の３０日でご予約いただき、ご利用日を券面訂正ください。

販売店の方へ

検温のご協力：入園時に検温を実施し、37.5℃以上の発熱や風邪症状等の不調がある場合は入園をご遠慮いただきます。

マスク着用のご協力：常時マスクの着用が必要となります。（２歳以下のゲストの着用は任意）。

ただし、熱中症対策の為、夏期の気温・湿度が高い時期において、屋外で人と十分な距離が保たれている場合は、はずしていただくことも可能です。

・使用済みのマスクはお持ち返りください。　・咳、くしゃみなどをする際は、咳エチケットにご協力ください。

ソーシャルディスタンス確保のご協力：各施設のキューライン、座席、レストランのテーブル、ベンチなどは、必要な距離を保つため目印を設置していますので、

ゲストの皆さま同士のソーシャルディスタンスの確保にご協力をお願いします。

・エントランスでご入園をお待ちいただく際、お並びいただいている列へ同行者の方の途中合流はご遠慮いただいております。お並びいただく際は、皆さまそろって列にお並びください。

・各施設では利用人数の制限やお席を分けてご利用いただく場合があります。

手洗い、消毒のご協力：消毒液をエントランスのほか、レストルーム、ショップ、レストラン等に設置しておりますので、手指消毒およびこまめな手洗いをお願いします。

・キャストが手洗い、消毒のためにゲスト用のレストルームを使用することがあります。

ご退園時のお願い：お帰りの際は、多くの方が集中いたします。必ずマスクを着用し、別のグループの方と間隔を空けてお進みください。

・閉園前後の時間帯は、公共交通機関が大変混雑いたします。退園時間をご調整いただき、混雑緩和にご協力をお願いいたします。

その他：政府・および千葉県では、新型コロナウィルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）のインストールを推奨しています。

・クレジットカードや電子決済などキャッシュレスでのお支払いを推奨しています。・入園後に体調不良となった場合、症状によってはご退園いただくことがあります。

・入園後に体調を崩された方は、速やかに救護室またはキャストにお申し出ください。・熱中症予防のため、水分補給を行ってください。・早期来園はお控えください。

【下記事項に該当する方のご来園はご遠慮ください。】・新型コロナウィルス感染症陽性者との濃厚接触がある方・同居家族や身近な知人に感染が疑われる場合がある方

・過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航ならびに当該在住者との濃厚接触がある方

※感染時に重篤化する可能性の高い高齢者や持病のある方は、来園について慎重な検討をお願いいたします。

※公的機関（保健所等）から新型コロナウィルスの感染拡大防止を目的とする要請がある場合、ゲストの個人情報を提供する場合があります。

※上記は変更になる可能性がございます。最新情報につきましては、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト（https://www.tokyodisneyresort.jp）をご確認ください。

【来園されるゲストの皆さまへのお願い事項】

お客様の個人情報について：東京ディズニーリゾートへのご旅行の行程において、ご利用となる各施設にて感染者が発生した場合、チケット
のご購入箇所から公的機関へお客様の個人情報を提供する可能性がございます。予めご同意いただいたうえ、お申込みください。



22.4月改定

※旅行代金の取消料は、パークチケット代金を引いた旅行代金に対して、上記の取消料が発生しま

す。

（2）なお取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申し出いただいた日とします。

（3）お客様の都合で出発日・コース・宿泊ホテル・人数等を変更される場合に、旅行代金全額に対しての

取消料が適用されます。

（4）宿泊のみご予約になった場合

7.個人情報の取り扱いについて
（1）株式会社日本旅行（以下「当社」といいます）及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者（以下「販売

店」といいます）ご提供いただいた個人情報について①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運

送・宿泊機関等のサービスの手配、提供のため、③旅行に関する諸手続のため、④当社の旅行契約上の

責任において事故時の費用等を担保する保険手続のため、⑤当社および当社と提携する企業の商品や

サービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、に利用させていただきます。

7日間まで、わずか1,000円で安心旅行 旅行中の思いがけないケガ、賠償責任、盗難事故などワイドな補償でお応えします。楽しいご旅行に国内旅行傷害保険をご用意ください。

※一部取り扱いできない販売店がございます。

1.募集型企画旅行契約
（1）赤い風船は（株）日本旅行（以下「当社」といいます）が企画・募集し実施する国内旅行であり、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。

（2）募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件のほか、ご旅行お申し込み

時にお渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表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。

2.旅行のお申し込みと契約の成立
（1）申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下記の申込金または旅行代金の全額を添えてお

申し込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱いしま

す。

（2）電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段によるお申込みを受け付けます。この場合

予約の時点で契約は成立しておらず、当社から予約の旨を通知した後、予約の申し込みの翌日から起算

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。この期間内に申込書と申込金を提出されない場

合は、お申し込みはなかったものとして取り扱います。

（3）申込金（お一人様につき）

（4）募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前（3）の申込金を受領したときに成立したものとしま

す。

（5）通信契約による旅行契約は、当社らが申し込みを承諾する通知を発し、当該通知がお客様に到達し

た時に成立します。

3.旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前にあたる日より前にお支払いいただき

ます。

4.旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止す

る場合があります。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日前に当たる日（日帰り旅

行は3日前）より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。

5.旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
（1）パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、消費税等諸税、

空港施設使用料及び添乗員同行費用が含まれます。

（2）旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は含まれません。

6.お客様からの旅行契約の解除（取消料）
（1）お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、旅行契約の解除をす

ることができます。この場合、すで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。

（2022年4/29～5/4は、ご宿泊のみの場合でも右記の取消料が適応されます。

（2）左記②.③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を輸

送・宿泊機関、土産物店に提供する事があります。

（3）当社及び当社グループ会社はお客様からご提供いただいた個人情報のうち、氏名、住

所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内の

ために、共同して利用させていただきます。なお当社グループ会社の名称は当社ホーム

ページ（http://www.nta.co.jp)をご参照ください。

8.ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は2022年4月1日を基準としています。また旅行代金は2022年5月1日現在の

有効な運賃・規則を基準としています。

赤い風船旅行条件書 この書面は、旅行業法第12条の4の定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5の定めるところの契約書面の一部となります。

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前に確認のうえお申込みください。

※乗車券は東京駅

での途中下車が可能です

（途中下車では有人改札を

ご利用ください）

のぞみA利用および、ひかりA利用の場合は片道につき割増代金が必要です。

詳しくは、下記のJR利用出発時帯加算代金表をご覧ください。

ホテル

基本代金

宿泊地

1⃣JR利用出発時間帯加算代金

食事

＋ 宿泊加減代金2⃣発着地加減代金＋

最終日 １日目の逆コースになります

舞浜

JRセットプランのご案内　■ 出発日：２０２２年５月１５日～２０２２年６月３０日（２０２２年７月１日帰着まで）

＝ ＋旅行代金（お一人様）

■ＪＲセットプラン行程表 ※ご利用日・ご利用列車・発着地により、お一人様あたり下記の代金が加減されます　ＪＲ（発手） 

■ ＪＲセットプラン旅行代金の計算方法　■往復ＪＲセットプラン（新大阪発着）の基本代金を基準として算出してください。

※お食事はホテルでのご用意となります。ただし、食事なしプランを除きます。※往復ＪＲセットプランの基本代金は往復とも新大阪発着ののぞみＢ・ひかりＢ利用の場合となります。

1 東京 舞浜
相生・姫路・西明石・
新神戸・新大阪・京都・米原

※朝

日次 コース

月 火～木 金 土・日 月 火～木 金 土・日

始発～6：44発 A B B B 始発～6：50　※注1 A B B B
6：45～10：49発 A A A A 6：51～10：59発 A A A A
10：50～15：19発 B B B B 11：00～15：59発 B B B B
15：20～19：34発 A A A A 16：00～19：59発 A A A A
19：35～最終発 B B A B 20：00～最終発 B B A B

※注1：ひかり533号（新横浜6：00発）、

●東海道・山陽・九州新幹線に3辺の合計が160ｃｍを超える荷物（以下、「特大荷物」）を車内にお持ち込みいただく場合には、事前に特大荷物スペースつき座席の予約が必要です。また、3辺の合
計が250ｃｍを超える荷物はお持ち込みいただけません。自由席への特大荷物の持ち込みはできません。事前予約せずに「特大荷物」をお持ち込みされた場合、車内で手数料（1．000円・税込）が必
要となります。また、指定した列車に乗り遅れた場合で、（契）乗車票の券面に「乗り遅れた時、のぞみ・ひかり・こだまの自由席に限り乗車可」と記載されている（契）乗車票をご利用の場合にも特大
荷物ご持参のまま自由席にご乗車はできません。ご乗車の列車に特大荷物スペースにつき座席に必要な必要な特急券、乗車券を別にお買い求めください。

【ＪＲセットプランのご利用について】●おとな１名以上、往復でお申込みください。ベット・食事不要の幼児でＪＲの座席が必要な場合は、通常のＪＲ切符をご購入下さい。ＪＲセットプランのご利用はできません。●同一グルー
プでも座席が離れる場合があります。●乗車変更について…旅行開始前（列車出発の２時間前まで）で、お申込み店（ＪＲ発券店舗）に営業時間内にＪＲ券を持参された場合、１回に限りお申込み店（ＪＲ発券店舗）でのみ変
更可能です（乗車日・乗車区間・列車プラン・座席種別の変更は乗車変更扱いになりません。）旅行開始後及び申込み店（ＪＲ発券店舗）以外での変更はできません。●取消・減員が発生した場合、列車の出発前までにＪＲ
券を持参の上、お申込み店舗に申し出ください。持参できない場合は、最寄りのＪＲ駅（みどりの窓口）にて往復分の指定席取消証明を受けてください。片道のみの払戻しはできません。（払戻しにはＪＲ券が必要となります）
払戻は10日間までを目安に、お申込み店にＪＲ券をお持ちください。●ＪＲセットプランでは、特別割引による乗車券・特急券類を使用しています。このため、次のような点で通常のＪＲ切符とは取扱が異なりますので、ご注意
ください。●東京・舞浜駅途中下車が可能です。途中下車駅では、自動改札を通らず、有人改札をご利用ください。●旅行商品上、ご利用いただける席数に制限がございます。一般席に空席があっても当該商品では満席に
なる場合があります。●往復ＪＲ＋１泊以上のセットであれば、他のパンフレットの宿泊プランやお客様手配の宿泊と組み合わせて最大13泊14日までの取り扱いが可能です。

　　　　 のぞみ79号（品川6：00発）は全日Bランクとなります。

５/１５～６/３０乗車
7/19（火）は月曜扱い、7/18（月・祝）

は日曜扱いとなります。

５/１６～７/１乗車
7/19（火）は月曜扱い、7/18（月・祝）

は日曜扱いとなります。

往路/新大阪駅発車時刻　【新大阪】発車時刻
が基準となります。

復路/東京駅発車時刻　【東京】発車時刻が
基準となります。

【ご案内】
●関西地区の往路発駅・復路着駅、関東地区の往路着駅・復路発駅の組み
合わせが可能です。
●切符の有効期間は、特急券・乗車券ともに１日間となります。
●指定席は、１か月前発売となり、希望の列車がお取りできない場合がござ
います。あらかじめご了承ください。
■のぞみ号利用の場合
①米原発着の設定はございません
②相生発着は、姫路または新神戸または新大阪で乗換ができます。
③姫路発着は、新神戸または新大阪駅で乗換も可能です。
④西明石発着は、新神戸または新大阪駅で乗換も可能です。
⑤新神戸は発着は、新大阪駅乗換も可能です。
（②～⑤は乗換駅までは、さくら・ひかり・こだま号自由席利用となります。）
■ひかり号利用の場合
●相生～新大阪間で直通列車以外を利用し、新大阪で乗換をする場合は、
新大阪まではさくら・ひかり・こだま号自由席利用となります。

乗車日・
乗車曜日

新大阪
発車時刻

東京発車時刻

乗車日・
乗車曜日

※席数限定につき一般の空席にかかわらずお取りできない場合が

　ございます。
※往復とも、ご希望の時間帯をお選びください。
※新大阪発着以外は【２】発着地加減代金表をご覧ください。

1⃣ＪＲ利用出発時間帯加算代金表（）内はこども料金

A
±０円 （±０円）B

のぞみ・ひかり　席数限定（お一人様/片道）
全日

＋１,６００円 （＋８００円）

乗車日
時間帯

2⃣発着地加減代金表 おひとり様/片道（こども代金はおとなの半額）

±0円 +300円

京都 新大阪 西明石

+800円

姫路・相生

-1,600円

新神戸米原

+900円おとな -500円

●相生～米原⇔品川・東京間につきましては、乗車券・特急券の区間が同一の場合は、
乗車船用・新幹線指定席用が一枚になった乗車券が発券できます。
その場合は「素材グループ」から「一枚券」で専用の（契）コース番号を検索してください。
●ご希望の列車が取れなった場合は、別の列車をご案内ください。
●列車の変更や人員増は新規の予約扱いとなります。取り消して取り直す場合、
お取りできない場合がございますので、ご注意ください。
●追加のリクエストはお受けできません。
一般席からの振り替えや自由席のご利用できません。
●４/２８～５/８乗車はのぞみＡまたはひかりＡでご予約ください。

販売店の方へ

・・・・・・・・

発着地

区分

赤西　3620777

旅行代金 20,000円未満 20,000円以上50,000円未満 50,000円以上100,000円未満 100,000円以上
申込金 5,000円以上 10,000円以上 20,000円以上 旅行代金の20％以上

旅行契約の解除期日
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 右記日帰り旅行以外 日帰り旅行

①21日目に当たる日以前の解除 無料 無料
②20日目に当たる日以降の解除（③～⑦を除く） 旅行代金の20％ 無料

③10日目に当たる日以降の解除（④～⑦を除く） 旅行代金の20％ 旅行代金の20％
④7日目に当たる日以降の解除（⑤～⑦を除く） 旅行代金の30％ 旅行代金の30％
⑤旅行開始日前日の解除 旅行代金の40％ 旅行代金の40％
⑥旅行開始日当日の解除（⑦を除く） 旅行代金の50％ 旅行代金の50％
⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100％ 旅行代金の100％

取消料

宿泊施設などにより、幼児（6才未満）をお連れのときに寝具やお食事をご用命・ご利用にならなくても、およそ2,000～5,000円程

度の「施設利用料金」を申し受けることがあります。この「施設使用料金」はご旅行代金には含んでいませんので、お連れのおと

なの方が現地にて直接お支払いください。

当日 前日 ２日前 ３日前 ４日前 ５日前 ６日前 ７日前 ８日前～２０日前

50%

50%
50% 10%

※ただし、2022年4/29～5/4にご宿泊の場合は、（1）の取消料が適用となります。

20% 無料
20% 無料

30%31名以上
15～30名
１～14名

旅行開始後の解除
または無連絡不参加

100%

100%
100%


