
■乗車日別加算代金表（お一人様・片道）

交通機関の環境
バス車内の喚起について：外気導入モードにより、外気からの新鮮な空気を取り入れることで
おおむね５分で車内の空気を常に入れ替えております（２０２３年１月１日現在）　＜西日本ＪＲバス＞

■お申込み時に往路・復路の関西又は関東の発着地をお選びください。■出発当日の乗車地・下
車地の変更はできません。■バス席は全席座席指定となります。■添乗員は原則として同行いた
しません。■途中、道路・交通事情により予定通り運行できない場合や大幅に到着時間が変更と
なる場合がございます。その際の返金はございません。あらかじめご了承ください。■やむをえず
仕様が異なる車両で運行する場合があります。なお、座席の配列及び設備が異なる場合でも、運
賃の払戻しはできません。■運輸機関のダイヤ改正などにより、便名・発着時間が変更になる場
合がございますので、予めご了承ください（2023年1月現在）
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学 生 限 定
旅行代金には諸税・ｻｰﾋﾞｽ料等が含まれております。
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コースコード（フリープラン）：３6２１０３６－００1－００１-▲▲▲　地区施設コード　3560-301　Ｂ券
（手０）

3621036 （フリープラン）

宿泊プラン

ホテルインフォメーション

※営業時間・料理内容や会場が変更となる場合がございます。

朝食：レストラン（ブッフェスタイル又は和定食）
チェックイン：15：00　　チェックアウト：12：00
室数：1,016室
◎1988年築（2021年一部改装、パークウィングは2016年築）

※変更になる場合がございます。

駐車場：1泊3,100円、2泊目以上は1泊につき1,600円追加
「ディズニーリゾートクルーザー」で約1分又は徒歩約1分
交通：ディズニーリゾートライン「ベイサイド・ステーション」から
客室：洋室、バス・トイレ付

※ご予約時、眺望はお選びいただけません。

40㎡

4名

38㎡
36㎡

2～3名
4名
2～4名
2～3名

　グランデルーム（禁煙）

　パークウイングルーム（禁煙）

部屋タイプ

　スタンダードルーム（禁煙）

利用人員 部屋の広さ

40㎡

36㎡

オーシャンドリームルーム　（客室一例） グランデルーム　（客室一例）

トレジャーズルーム　（2～3名1室一例） 　パークウイングルーム　（客室一例）※ご予約時フロア（カラー）はお選びいただけません。※バルコニーはありません。

お風呂は洗い場

お風呂は洗い場付２０２１年１２月リニューアル！
お風呂は洗い場

スタンダードルーム　（客室一例）

大学生（大学院生）、短大生・各種専門学校生・高校生（15歳以上）の
みお申込み可能な学生限定の旅行商品となります。お申込みの際、係員
に学生証の提示をお願いいたします。基本代金には、東京ディズニーリ

ゾート🄬・パークチケットは含まれておりません。
※パークチケットについては、店頭販売店までお問合せください。
※大学生（大学院生）、短大、各種専門学校、高校生、中学生限定の「キャンパ
スデー・パスポート」も取り扱いしております。
【１８歳未満の方へ】旅行参加者の中で、１８歳未満の方につきましては親権者
の「同意書」が必要です。「同意書」の用紙は係員にお申し付けください。

■基本代金／大学生（大学院生）・短大生・各種専門学校生・高校生（15才以上）お一人様（単位：円）

※食事なしプランの設定はございません。　
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31,000 32,100 34,400

31,600 33,400 35,700

36,600

38,000 41,700 48,300

3名1室 2名1室
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朝食付

往復JR高速バスセットプラン
関西⇔東京ディズニーランド発着

スタンダードルーム

往復JＲセットプラン
新大阪⇔舞浜発着・のぞみ/普通
車指定席・スタンダードルーム

4名1室

当社では日本旅行業協会策定の「旅行業におけるコロナウィルス対応ガイドライン」に基づき適正な衛生管理と感染予防に努めております。また、当パンフレット掲載の交通機関や観光・宿泊施設の各業種によるガイドラインに準じた機関・施設を利用しています。

※同一人数、同一室数、同一プランに連泊の場合

下記基本代金より

　1泊につき　お一人様　１,０００円引
連泊プラン

パークウイングルームの追加代金は
下記スタンダードルーム基本代金より
　　　　　　　　　　　　1泊につき　お一人様　６００円

グランデルームの追加代金は
下記スタンダードルーム基本代金より
　　　　　　　　　　　1泊につき　お一人様　１,２００円

オーシャンドリームルーム　（客室一例） グランデルーム　（客室一例）

トレジャーズルーム　（2～3名1室一例） 　パークウイングルーム　（客室一例）※ご予約時フロア（カラー）はお選びいただけません。※バルコニーはありません。

お風呂は洗い場

お風呂は洗い場付２０２１年１２月リニューアル！
お風呂は洗い場

2023年1月20日

シェラトン・グランデ・

トーキョーベイ・ホテル

（2023年1月現在）

■オアシスパス１泊２日券をご用意
舞湯（お風呂＆サウナ）、室内プール、Wizkids（ウィズキッズ）、

フィットネス（18才以上）がご利用いただけます！

※おひとり様滞在中１枚

※施設点検などの都合により利用できない

場合がござ います。

その場合の返金等はございません。

※旅行代金に含まれます。

ホテルからのお楽しみメニュー

Wizkids（ウィズキッズ）イメージ

1月



22.4月改定

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）を指して当社らといいます。

ア．当社らは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旅行の安全管理のため、5⃣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、⑦旅行参加後のご意見

やご感想のお願いのため、⑧アンケートのお願いのため、⑨特典サービス提供のため、10統計資料作成の

ため、に利用させていただきます。

イ．当社らは、取得した購買履歴やWEBでの閲覧履歴等の情報を分析して、当社及び当社と提携する企業

の商品やサービス、キャンペーン情報のご案内及び広告の表示のため、利用させていただきます。

※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、旅行費用全額に対して取消料が

適用されます。

（4）宿泊のみご予約になった場合

（5）東京ディズニーリゾート🄬・パークチケットは、指定入園日の14日前から当日までお一人様1日につき200

円の取消手数料がかかります。

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・（ＷＥＮＳ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12/31、2023/1/1、4/29～5/5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）左記ア．②、③、④の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、クレジット

カード情報、搭乗便名等を輸送・宿泊・宿泊機関、土産物店、当該クレジット会社等に書類

又は電子データにより、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2023年1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。

■ 旅行代金の算出のしかた

＝ ＋ ＋ 　

＝ ＋

 ※お食事はホテルでのご用意となります。ただし、食事なしプランは除きます。

※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

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。

日次

最終日 １日目の逆コースになります

舞浜ホテル東京 舞浜
相生・姫路・西明石・
新神戸・新大阪・京都・米原

宿泊地 食事

アクセスセットプランのご案内　■ 出発日：２０２３年１月２０日～２０２３年３月３０日（２０２３年３月３１日帰着まで）

コース

※ＪＲ利用の場合；往復とも新大阪発着/のぞみ・ひかり普通車指定席・Ｂの時間帯が基本便/往復ともに下記の加減が必要です

■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　■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　ＪＲ（発手） 

※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。）
※3月18日予定のＪＲダイヤ改正に
より記載の利用列車・料金などの条
件が変更となる場合が有ります。

※朝

基本代金

1 ⃣JR利用出発時間帯加算代金 2 ⃣発着地加減代金

1

旅行代金
（お一人様）

ＪＲ高速バス（ドリーム号）車種別・乗車日別加減代金　往路　　・　復路

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

1/20～3/30乗車

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。

●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。ご乗車の列車に必要な特大荷物スペースにつき座席に必要な特急券、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】●おとなを含む２名以上、往復でお申込みください。●乗車変更について…旅行開始前（列車出発の2時間前まで）にお申込み店（ＪＲ発券店舗）に営業時間内にＪ
Ｒ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。）旅行開始後及びお申込み店（ＪＲ
発券店舗）以外での変更はできません。●お申込み店と発券店舗が異なる場合、変更の手続きに日数を要する場合があり、変更手続きを承れない場合があります。詳しくはお申込み店にご確認くだ
さい。●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、営業時間内に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駅係員に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。パンフレットに記載のある途中下車可能駅を除き、途中下車はできません。
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泊以上のセットプランであれば、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。

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ヶ月前発売となり、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。

1/21～3/31乗車
※注1：ひかり533号（新横浜6：00発）、
のぞみ79号/品川6：00発は全日Ｂラン

クとなります。

乗車日・
乗車曜日

新大阪駅
発車時刻

東京駅
発車時刻

乗車日・
乗車曜日
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。

1 ⃣ＪＲ利用出発時間帯加算代金表

B
A

のぞみ・ひかり　席数限定（お一人様/片道）

+1,500円

±0円

全日乗車日時間帯

2 ⃣発着地加減代金表 おひとり様/片道

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 ±0円 +300円-500円

京都

●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。

販売店の方へ

・・・・・・・・

区分

発着地

【注意点】左記コードは席無乗車券となり、指定席は別

途予約となります。座席券（指のみ券）は、高速バス

ネットweb予約となります（電話予約不可）指定席の予

約確認書を席無券に添付しお渡しください。席番を席

無乗車券の券面に記載ください）イントラ・エクストラ

ネットの「営業関連」→「日程表」→「西日本」→「東京」

に予約方法の案内がございますので、ご利用ください

019

020

021

022

赤西　3621036

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

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12/31、2023/1/1、4/29～5/5にご宿泊の場合は、（1）の取消料が適用となります。

１～14名

旅行開始後の解除
または無連絡不参加

100%

100%
100%31名以上

15～30名
20% 無料

20% 無料
30%

3621036-001


