
※当プランは飛行機セットプランのみの設定となります。

旅行代金には諸税・サービス料等が含まれています

個人・グループ旅行

広島空港発着 広島：3750370

■旅行代金/往復広島空港発着ＡＮＡ便利用　おとなお一人様（食事なし）の場合

※18才以上でも高校生の場合は中人料金を適用します。取消料なし

※発売枚数には限りがあります。予定販売枚数に達した場合、完売となり取扱できない場合がございます。予めご了承下さい。

入場指定日から30日以内に限り4階一般窓口での入場券との引換となります。その場合は、当日券の列からご入場となりますので、予めご了承下さい。

東京スカイツリー天望回廊への入場料金は東京スカイツリー天望デッキで別途購入となります。

●営業時間/8：00～22：00●交通/（電車）とうきょうスカイツリー駅、押上（スカイツリー前）駅下車。

※当日の状況により変更となる場合もございます。東京スカイツリー公式ＨＰにてご確認お願いします。

入場指定日に4階チケットカウンター内日付指定券引換窓口で入場券に引き換えていただきます。お客様都合により指定日に入場できなかった場合は、

本プランにおいては日
付指定券となります。900円 600円

備考

料金

東京スカイツリー
天望デッキ（350ｍ）

大人
１８才以上

中人　12～17才
（中学生・高校生）

2,000円 1,500円

小人　6～11才
（小学生） 幼児4・5才

販売店の皆様へ 旅行開始後の取消・払戻はできません。

オプション コースコード

券種

東京スカイツリー
天望回廊（450ｍ） 1,000円

　３７２０344―００２【オプション・手配旅行】※予約時にお申し出下さい。

設定期間：2012年10月1日～2013年1月14日

東京スカイツリー　天望デッキ日付指定入場券引換券のご案内

800円 500円 300円
東京スカイツリー天望
デッキ（350ｍ）で別途お
求め下さい（現地払）

Ｆ券手0

Ｒ

単売
不可●チェックイン/１５：００ ●チェックイン/１５：００

※当プランはレイトチェックインとなります（通常１４：００） ※当プランはレイトチェックインとなります（通常１４：００）
●チェックアウト/１１：００ ●チェックアウト/１１：００

●アクセス ●アクセス
JR品川駅または京浜急行線品川駅から徒歩約2分 JR品川駅または京浜急行線品川駅から徒歩約５分

品川駅からホテル間循環バス有り（要現地確認）
●客室/洋室・バス・トイレ付 ●客室/洋室・バス・トイレ付

スーペリアナチュラルツイン
シングル（定員1名/13.2㎡） 【全室禁煙】

ツイン（定員1～３名/29.9㎡）
ツイン（定員２名/21㎡） スーペリアモダンツイン

ツイン（定員２～３名/29.9㎡）
ダブル（定員1～2名/20.4㎡）

イーストタワー

メインタワー

アネックスタワー

グランドプリンスホテル新高輪品川プリンスホテル 3750370-002

設定期間：9月1日～9月30日

ツイン（定員2～3名/29.9㎡）

ツイン（定員2～3名/29.9㎡）

一部ご利用いただけない店舗もございます。
利用可能店舗はホテルにてご確認下さい。

飲み放題＋おつまみ2点
（枝豆・チーズ盛り合わせ等）

コーヒーラウンジ「マウナケア」売店
（メインタワー2階）
1,890円分のお買物券としてご利用いただけます。

前売り券に交換
（翌日から半年間の有効期限）
・アクアリウム（水族館）入場

一般館 ・フィットネスジム利用（1回）レンタルタオルセット付
・ゴルフ利用（打ちっぱなし）1時間　ゴルフクラブ付
※予約制（お問合せ）03－3442－7171

・最大3ゲーム＋貸靴付
・2名１ゲームずつ＋貸靴付
（館内利用券１枚で２名様がご利用いただけます）
・２ゲーム貸靴付＋インストラクターによる１０分間のレッスン付

飲み放題プラン　ディナータイム
飲み放題＋おつまみ１点＋室料
（フライドチキン・フライドポテト・ソーセージ盛り合わせ）

飲み放題プラン　ディナータイム
飲み放題＋おつまみ１点
（唐揚げ・フライドポテト・ミックスナッツ等）

※一部ご利用いただけない店舗もございます。利用可能店舗
はホテルにてご確認下さい。（シガーショップ＆ル・コネスール
は飲食のみご利用いただけます。）

ネイルカラーをご利用いただけます。（予約制）
※その他コース、1,890円分の金券としてご利用いただけます。

1,890円分の金券としてご利用いただけます。
（予約制）

1,890円分のお買物券としてご利用いただけます。

マルモラーダランチブッフェでご利用いただけます。

光明ハムステーキサンドセット又は
ミックスサンドウィッチセット

1,890円分の金券としてご利用いただけます。

1レッスン（70分・予約制）
※スケジュールはアップフォーヨガにてご確認下さい。

プリンスホテルオリジナル菓子の
お得なセットをお買い求めいただけます。

七軒茶屋ランチ（牛ロース照り焼き御膳）
をご利用いただけます。

ホテルからのお楽しみ
２ホテル共通で使える 2,050円分の館内利用券付

（お一人様１泊につき１枚）

品川プリンスホテル
朝食・昼食・ディナーに利用可

※一部ご利用頂けない店舗もございます。利用可能店舗はホテルにてご
確認下さい。

カラオケ山手線

レストラン売店
コーヒーラウンジ「マウナケア」売店（メインタワー２Ｆ）
※2,050円分のお買い物券としてご利用頂けます。

ボウリング

シネマ プリンスシネマ（一般席）

高輪ゴルフセンター・スポーツジム高輪

品川プリンスホテル敷地内のセブンイレブンにて2,050円分の
お買い物券としてご利用可

（おつりは出ません。差額はお客様負担となります。）
グランドプリンスホテル新高輪ご宿泊のお客様もご利用いただけます。

グランドプリンスホテル新高輪
昼食・ディナーに利用可

※一部ご利用いただけない店舗もございます。利用可能店舗はホテルにてご確認下さい。

ホテル内ショップ

2,050円分のお買い物券としてご利用いただけます。

レストラン・マルモラーダにて朝食利用可

グランカフェパティオ

アップフォーヨガ（ヨガスタジオ）

1レッスン（70分・予約制）
※スケジュールはアップフォーヨガまでご確認下さい。

※チェックイン時フロントでお渡しいたします
※おつりはでません。また差額が発生した場合はお客様負担となります。

グランドプリンスホテル新高輪
スペシャル

組売
可

大人 幼児
18才以上 4・5才

販売店の皆様へ 旅行開始後の取消・払戻しはできません。

310円
東京スカイツリー天望デッキ（350ｍ）

天望回廊（450ｍ） で別途お買い求めください。（現地払）

東京スカイツリー
1,030円 820円 510円

620円
本プランにおいては

天望デッキ（350ｍ） 日付指定券となります。
東京スカイツリー

2,060円 1,540円 930円

券　種
料　金

中人　12～17才 小人　6～11才
備　考（中学生・高校生） （小学生）



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「施設利用料金」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

旅行企画・実施

株式会社日本旅行
赤い風船 西日本事業部 広島企画センター
〒732-0057

広島市東区二葉の里3丁目8番21号 JR西日本広島支社北館2階

観光庁長官登録旅行業第２号

赤い風船旅行条件書
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。お申込金は旅行代金、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）

旅行代金

お申込金

20,000円未満

5,000円以上

20,000円以上

50,000円未満

10,000円以上

50,000円以上

100,000円未満

20,000円以上

100,000円以上

旅行代金の

20％以上

6．お客様からの旅行契約の解除（取り消し料）

（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、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。（12月31日及び1月1日は、ご宿泊のみの場合でも

旅行契約の解除期日 取消料

旅行開始日の前日から起算し 右記日帰り旅行 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 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 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 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％

総合・国内旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店（営業所）での取引きに関する責任者です。

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、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。 「地球にやさしい旅人宣言」 −自然や文化遺産を大切に− 赤西広3750370

旅行開始後の解除

または無連絡不参

加

当
日

４
日
前

２
日
前

３
日
前

前
日

５
日
前

６
日
前

７
日
前

8日前〜20

日前

1〜14名 100％ 50％ 20％ 無料

15〜30名 100％ 50％ 20％ 無料

31名以上 100％ 50％ 30％ 10％

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）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。
（2）上記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のホームページ

（http://www.nta.co.jp）をご参照下さい。

8.ご旅行条件・ご旅行代金の基準

この旅行条件は2015年8月1日を基準としています。また旅

行代金は2015年8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・WENS赤い風船のお問合わせ・お申込みは下記へ。

旅行業務取扱管理者印 お客様担当（外務員）氏名

（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、お申込みを承諾する通知

を発した時に成立します。ただし、ｅ-mail等の電子承諾通知

による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到

着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、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。

（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）お客様のご都合で出発日・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。

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し込み下さい。 14.7改定

＊但し、12月31日及び1月1日にご宿泊の場合は、（１）の取

消料が適用となります。

グランドプリンスホテル新高輪　3609-302

■最少催行人員：おとな1名 ■添乗員：同行いたしません
■客室：洋室バス・トイレ付き ■食事条件：なし

■旅行代金算出方法

品川プリンスホテル　3609-306　

■出発日 　2015年9月1日（火）～2015年9月30日（水）帰着

〔コースコード〕フリープラン/宿泊（Ｂ券）：飛行機（Ｃ券）
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001
素材グループ

基本代金

＝

飛行機利用日別加算代金

下記の加算代金表を
ご覧ください

広島空港⇔羽田
飛行機往復

+宿泊食事なし（1泊）

＋旅行代金 ●添乗員の同行しない個人旅行です。ご旅行に必要なクーポン券類をお渡しいたしますので
　ご旅行中の諸手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
●ご予約成立後の便の変更、お名前の変更はできません。また人員増はお受けできない場合
　がございます。
●ご予約の最終受付は7日前までとなります。

【航空セットプランのご利用について】

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日までのお取扱が可能です。

●ご予約後の利用便の変更・お名前の変更は一切できません。（変更する場合は新たに旅行契約を締結して
いただくことになります。この場合、時期により所定の取消料をいただく場合があります。）
●プレミアムクラスのご利用については当日航空会社カウンターでお尋ね下さい（事前予約はできません）。
●ＡＮＡ便は、ＡＮＡ・エアーニッポンの機材乗務員にて運行します。●往復航空機＋１泊以上のセットであれば

予定フライトであり、設定中止や大幅な変更が発生する場合がございます。便名と時間帯がずれる時は、原則
として便名を優先します。●ご予約時・ご出発前にフライトスケジュールをご確認下さい。●旅行商品上、ご利用

いただける席数に制限がある場合がございます。一般席に空席があっても当該商品では満席なる場合がござ

います。●お申し込み最終期限は、出発の7日前となります。●ご旅行出発前に航空券・予約確認
書をお渡しいたしますので、お客様ご自身でチェックインをお済ませの上、出発の１５分前までに保安検査所を
通過してください。●同一グループでも席が離れる場合がございますので予めご了承ください。

●航空便は「ＩＩＴ」運賃を利用しています。●本文中に掲載しているフライトスケジュールは２０１４年10月現在の

お客様へのご案内

　　　　　　　　ＡＮＡ
羽田空港

※ご自由にホテルへチェックインしてください
　ホテルまでの交通費は含まれておりません。

　　　広島空港1
品川プリンスホテル

グランドプリンス
ホテル新高輪

日次 行　程

（往路の逆コースとなります）

（到着後フリー）

宿泊

最終日 　

001

販売素材番号

グランドプリンス
ホテル新高輪

スーペリアモダン スーペリアナチュラル

004 005
品川プリンス

ホテル

メインタワーツイン アネックスダブル イーストシングル

003 002

2015年8月現在

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ D A A Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ D A A Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ - - D Ｂ A A A D A A Ｃ -

金 土月金金

9/19・20

火 水 土 火 水水

除外日
月 火 火日 金水 木 日木日 木 月木 日火

9月

月水

■共通宿泊日カレンダー
土 土

※こども（6～11才）の加算額は、こども加算限度額を限度とし、未満はおとな代金と同額、以上は限度額を加算となります。※幼児（3～5才）の旅
行代金は23,400円を基本代金とします。それにこども加算額を限度とし、未満はおとなと同額、以上は限度額を加算となります。

Ｄ 33,900 34,800 34,900

Ａ

Ｂ

Ｃ

30,100 29,600
30,900

イーストタワーシングル メインタワーツイン アネックスタワーダブル

１名１室 ２名1室 ２名1室 １名１室

ホテル 品川プリンスホテル
宿
泊
日

36,600

40,400 36,400
37,900

35,600

■1泊2日基本代金/おとなお一人様・食事なし 【単位：円】

33,600
35,800

スーペリアモダンツイン

36,900

32,600

スーペリアナチュラルツイン

3名１室

29,800
30,400
31,500

29,400 28,800

31,300
38,400

33,000
33,600
35,200

31,400
32,000

２名1室

34,800

34,200
34,700
36,400

33,100

グランドプリンスホテル新高輪

3名１室 ２名1室

＋6000

9/18

10:45

9:25

8:15 9:40

ＡＮＡ685 18:30

ＡＮＡ681

18:45

+5,400+600

＋2,800

（単位：円）

＋4,300

ＡＮＡ687

12:05
16:20

ＡＮＡ683 17:30
15:00

19:35

ＡＮＡ675

19:55

ＡＮＡ677

ＡＮＡ673

15:20 16:45

17:55

22:05

19:35

8:20

21:00

9:05 10:25

11:55

20:40

復
路

便名 発時刻

発時刻

ＡＮＡ671 7:00

ＡＮＡ684

10:30ＡＮＡ676

ＡＮＡ680

ＡＮＡ682

17:15
ＡＮＡ686

ＡＮＡ688

往
路

ＡＮＡ672

ＡＮＡ674

9/21・22

18:50

＋5,90021:00

9/22・23

0

＋2,200

9/2～17、24～30

月～木・土

＋5,600＋10,900

こども加算限度額9/19・21

0

金・日

■飛行機利用日別加算代金表

着時刻

10:50

右記を除く期間 9/18・23

16:30

着時刻

7:35 9:00

便名
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