
　　　　※但し4/28～5/6は除く

（おとなお一人様/食事なし/ＪＲ往復ひかり・こだま号普通車指定席利用/スタジオ・パス（1日券）利用の場合） （おとなお一人様/食事なし/ＪＲ往復ひかり・こだま号普通車指定席利用/スタジオ・パス（1日券）利用の場合）

■旅行代金（お一人様）  (       )内はこども（6～12才の小学生）代金です　*食事はついておりません 　　　　単位（円）

　■全車自由席のこだま号は利用できません。

　■指定列車にお乗り遅れの場合でも払い戻しはありません。
　　また後続の自由席にもご乗車いただけませんので
　　　ご注意ください。
　※乗車券・特急券ともに無効になり払い戻しもできません。

. 　　この場合、別途乗車券・特急券の購入が必要です。

※ＷＥＮＳ赤い風船でご利用いただくＪＲ乗車券・特急券類は団体割引を適用しておりますので通常の切符とは取扱が異なります。指定列車以外の乗車の際は、別途乗車券、特急券の購入が必要です。

■日程表（中国地区発着駅は同一駅に限ります）　下車前途無効となります

注）新幹線はひかり号指定席のご利用も可能です。ただしひかり・こだま共自由席の設定はありません

広島3780360-002新下関～岡山発着

個人・グループ旅行

出発日：２０１８年４月１日（日）
～２０１８年６月３０日（土）

添乗員の同行しない個人旅行です
最少催行人員：２名

２名様以上でお申し込み下さい

岡山 新倉敷 福山 新尾道 三原 東広島

４／１～４／２７
５／７～６／３０

13,500 15,900 16,300 17,300 17,500
(8,200) (9,400) (9,600) (10,100) (10,100) (10,200)

17,300

厚狭・新下関

４／１～４／２７
５／７～６／３０

17,500 18,300 19,900 21,100 21,900 23,100
(10,200) (10,600)

広島 呉 新岩国 徳山 新山口

旅行代金には諸税・サービス料等が含まれております

(11,400) (12,000) (12,400) (13,000)

〔予約コード〕 フリープラン/Ｂ券 手0
（ＪＲ）3780360-002

【販売店の方へ】
＊【予約台帳から直接予約】より宿泊ダミーを最初に予約した後、

ＪＲマル契行程を登録して下さい。
＊岡山・新倉敷駅はユニバーサル・シティ駅を選択して下さい。
（ＵＳＪチケット）ＱＲ発券

チケットパターン ＜YSP＞ ※旅行業約款に準じた取消料のチケットパターン
業務番号＜911＞または＜913＞

往路

復 復路は往路の逆コースです

ユニバーサル・スタ

ジオ・ジャパンTM

注）

＜スタジオ・パスのご案内＞

●入園当日すべてのアトラクションを体験できるパスです。

※3歳以下の幼児のお子様は無料です。

●ご購入いただくスタジオ・パスは、予約引換券となりますので現地で
チケットと交換してください。

*シニア（65歳以上）の設定はございません。おとな代金と同額となります。
*幼児（0～3歳）はおとな又はこども1名に付き1名まで無料となります。
*幼児（4・5歳）代金はおとな又はこども1名に付き1名まで往復新幹線ひかり・こだま号指定席代金は無料となりますが、

別途ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM スタジオ・パス代金 ５，４００円（税込）が必要です。 但し、いずれの幼児も指定席利用の場合はこども代金が必要です

岡山・新倉敷・福山・新尾道

三原・東広島・呉・広島・新岩国
徳山・新山口・厚狭・新下関

※旅行代金にはＪＲ新幹線ひかり・こだま号指定席（発駅⇔ユニバーサルシティ駅往復）およびスタジオ・パス（1日券）が含まれております。

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

（社）日本旅行業協会正会員

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。2018年4/28・29、

5/3～5はご宿泊のみの場合でも下記の取消料が適用されま

す。）

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3780360-002

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2018年3月1日を基準としています。また旅

行代金は2018年3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。

（4）宿泊のみご予約になった場合

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。 18.1改定

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

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（⑥・

⑦を除く）
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％

（こだま・ひかり）

（呉～広島間は普通列車）

※取消料は、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM」入場予約券

代金を加算した旅行代金に対して上記６－（1）の取消料が発生

＊但し、2018年4/28・29、5/3～5にご宿泊の場合は、（１）の取消

料が適用となります。

＜特別な配慮を必要とする方のお申込について＞
お客様のお状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。

特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただきますので係員に必ずお申し出ください。

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ください。

※ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM


