1/7〜3/20

2019.

高崎エリア発

日帰り

東京ディズニーリゾート旅

への

13,500円

〈大学（大学院）生・短大生・
各種専門学校生（18歳以上）〉
往復上越新幹線
普通車自由席ご利用の場合

旅行代金

基本代金

ニューデイズ・
キオスク

往復の
JR

高崎駅発着
旅行代金 大人1名様

利用券

（500円）
付

大学（大学院）生・短大生・各種専門学校生・高校生・中学生の方限定
入場予約引換券（1日用）

キャンパスデーパスポート

600

大人（18歳以上）
通常7,400円 ▶6,800円
通常の
大学（大学院）生・短大生・各種専門学校生
パスポート
中人
（12〜17歳）
料金から
通常6,400円 ▶5,800円
中学生・高校生

※おつりは出ません。

●利用日：2019年1月7日（月）〜3月20日（水）

※東京ディズニーランド®はメインエントランス・インフォメーション&チケットブース、
東京ディズニーシー®はチケットブース・ノース、チケットブース・サウスにて引き換えが必要となります。

うれしい
特別料金！

円引！
！

東京ディズニーランド®または東京ディズニーシー®を1日楽しめる学生向けチケットです。
（1日に両方のパークに入園することはできません。）
※お申し込み時に「入園されるご本人の学生証・生徒手帳」をご提示ください。※ご入園時は「入園されるご本人の学生証」を提示していただくことがありますので、ご旅行当日は必ずご携帯ください。
※こちらのパスポートはパークでは販売しておりません。あらかじめご購入ください。※18歳の高校生は中人でお申し込みください。※キャンパスデーパスポート入場予約引換券のみの払い戻しはできません。

未成年の方
（20歳未満）のお友達同士での参加および親権者以外の方とご同行される場合は、ご親権者様の同意をいただいてのお申し込みと
なりますので、同意書の提出をお願いいたします。詳しくは係員におたずねください。なお、同意書は高崎支社ホームページよりダウンロードも可能です。
◆JR東日本高崎支社ホームページ http://www.jreast.co.jp/takasaki/view̲tdr/index.html
■旅行代金/1名様（高崎駅発着 往復上越新幹線 普通車自由席ご利用の場合）

企 1 販売店様へ① 案内書あり
R23845047-01（大・中）□□

中人［中学生・高校生（12〜17才）］

大人［大学（大学院）生・短大生・各種専門学校生〈18歳以上〉］

13,500円

12,500円

■発着駅による基本代金の差額/大人・中人1名様〈高崎駅発着の代金をもとにした各駅の代金差額です。〉

〈単位：円〉

発着駅

上毛高原駅

本庄早稲田駅

熊谷駅

渋川駅

前橋駅

代金差額

1,600増

800引

1,200引

400増

200増

利用列車

上越新幹線 普通車自由席または指定席

上越新幹線
普通車自由席

高崎駅より上越新幹線
普通車自由席または指定席

指定席利用コースのご案内
普通車自由席から指定席へ変更できます。※お申し込み時に
ご予約ください。
下記代金をプラスすれば指定席をご利用いただけます。
片道

大人・中人 400円増

片道利用も

OK!

※熊谷駅発は往復とも自由席利用コースとなり、指定席利用コースはございません。

※上記旅行代金は基本代金に東京ディズニーリゾート®・キャンパスデーパスポート入場予約引換券
（1日用）
代金を加算したものです。
※東京ディズニーリゾート®・キャンパスデーパスポート入場予約引換券
（1日用）
の取消・変更は東京ディズニーリゾート®および当社の規定に準じます。詳しくは係員におたずねください。

お申し込み時に「入園されるご本人の学生証・生徒手帳」を係員にご提示ください。
ニューデイズ・キオスク
利用券（500円分）

詳細は案内書にてご確認ください。

1.有効期限は旅行当日に限ります。 2.バウチャー券をそのまま店舗でご利用いただけます。
（ 引換不要） 3.未使用の場合、払戻しはいたしません。
4.現金とのお引き換え、お釣りのお返しはいたしません。 5.郵券類
（Suicaカード類を含む）
との引換はできません。 6.公共料金等の支払いはできません。

東京ディズニーリゾート内施設およびパーク内のアトラクションやエンターテイメント、
その他の施設が予告なく休止、
または運営時間などが変更となる場合があります。
つきましては、事前に東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト
（www.tokyodisneyresort.jp）
でご確認ください。
［現地での交通機関利用についてのご注意］
道路状況、天候等によりバス・タクシー等が予定通り運行できない場合がございますのであらかじめご了承ください。なお、お帰りの列車については余裕を持ったお時間をご指定ください。

お知らせ

2018年4月より、東京ディズニーランド
「メインエントランス」
のリニューアルに伴う改修工事を実施しております。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。なお、
メインエントランスの状況によっては、開園時刻前に入園を開始し、園内の指定場所でお待ちいただく場合がございます。

学生以外の
大人（18歳以上・シニア含む）と
小人のお客様は
専用パンフレットを
ご覧ください。販売店様へ②

イ
（マルスイベント券）
とのセット販売となります。○235721-01
人員種別（大人01 中人03）利用日は3/20を入力。
販売店様へ① 東京ディズニーリゾート®・キャンパスデーパスポート入場予約引換券（1日用）
と小人のお客様は、
「日帰り東京ディズニーリゾート®への旅」にて、
ご予約ください。その際の1名登録は枝番対応となります。
販売店様へ② キャンパスデーパスポート対象外の大人（18歳以上・シニア含む）

日帰りコース
インターネット申込対象外

キャンパスデーパスポート付 日帰り東京ディズニーリゾート®への旅

08413-01

2名様よりお申込みいただけます

キャンパスデーパスポート付

日帰り 東京ディズニーリゾート

利用可能列車

への旅

★出発日/2019年1月7日（月）〜3月20日（水）★日程/日帰り ★食事/付いておりません。★2名様以上でお申し込みください。
●発駅・着駅は同一駅となります。●ご旅行中の行程はグループ内同一となります。
（利用列車はグループ内全員同じ列車のご利用となります。）

●とき号
●Maxとき号
●たにがわ号 ●Maxたにがわ号
※はくたか号・かがやき号・あさま号は利用できません。

行程

1 自由席 □
2 指定席
JR行程選択 □

普通列車

渋川駅・前橋駅

普通車自由席または指定席※

京葉線・武蔵野線
普通列車
または快速列車

舞浜駅

上越新幹線

東京駅

熊谷駅

本庄早稲田駅

高崎駅

上毛高原駅

往路

※

お客様負担
ディズニーリゾートライン
乗車券は別途
お買い求めください。

東京ディズニーランド®
または

東京ディズニーシー®

復路

復路は往路の逆順となります。 途中下車：復路のみ東京駅にて1回に限り可能。

※上越新幹線「とき号」
「Maxとき号」
「たにがわ号」
「Maxたにがわ号」の普通車自由席または指定席にご乗車できます。※指定席をご利用の場合、追加代金がかかります。追加代金は表面をご覧ください。
※熊谷駅発は普通車自由席限定利用となります。※北陸新幹線「かがやき号」
「はくたか号」
「あさま号」
にはご乗車いただけません。※前橋駅・渋川駅〜高崎駅間は普通列車利用となります。

旅行代金は基本代金に各種差額代金を加減し、東京ディズニーリゾート®・キャンパスデーパスポート入場予約引換券（1日用）を加算した代金です。
基本代金には、行程に明示された交通費、ニューデイズ・キオスク利用券、消費税等諸税、およびサービス料が含まれています。
必ずお読みください

★共通のご案内 ●特に表記がない限り、おとな1名を含む2名様以上でお申し込みください
（乳幼児は人数に含まれません）
。●最少催行人員2名。●全コース個人旅行プランです。添乗員の同行はございません。
ご旅行に必要なク
ーポン券類及び最終行程表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。★JR利用コースについて ●旅行商品にご利用いただける席数には制限がございます。●旅行商品用の特別割引
運賃・料金適用のため、途中下車不可
（パンフレットに記載のある途中下車可能駅を除く）
、乗車変更の制限など、
ご利用に際して一部制限がございます。●途中下車・途中乗車はできません。ただし、パンフレットに途中下車駅が指定
されている場合は、
その駅に限り可能となります。なお、途中下車する際は有人改札をお通りください。 ●ご旅行中の行程は、
グループ内同一となります
（同一発着駅・同一列車・同一設備のご利用となります）
。乗車駅が違う駅同士の
ご出発前1回に限り、お申し込み店で営業時間内のみお取扱いいたします
（旅行開
出発はできません。 ●一部の区間が普通列車となる特急列車をご利用の場合、特急券の払い戻しはいたしません。 ●予約された指定券の変更は、
始後、お申し込み店以外、および営業時間外での変更はできません）
。ただし、一部店舗では、お取扱いできない場合がございます。 ●ご旅行開始前に取消・減員が発生した場合でお申し込み店に連絡できない場合は、最寄りのJR駅
にて指定席の取消証明を受けてください
（証明がない場合は払い戻しができません）
。 ●ご旅行開始後のお客様の都合により利用されなかった区間についての払い戻しは一切できません
（運休等による場合はこの限りではありませ
ん）
。★こども代金について ●6歳未満のお子様は施設が定める施設使用料がかかる場合がございます。特に表記がない限り現地にてお支払いください。●幼児代金は募集型企画旅行には含まれません。★取消および変更につ
その場合当社が定める旅行業約款に基づき取消料等を収受いたします。
いて ●取消・変更が生じた場合はお申し込み店にご来店のうえ手続きを行ってください。取消・変更のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。
●お客様のご都合による出発日および行程の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更・取消についても全体に対するお取消しとなり、取消料の対象となります。 ★その他のご案内 ●うれしいポイント類は旅行代金に含まれま
す。ただし、
ご利用にならない場合でも返金の対象にはなりません。
また、
こども代金が適用となるお客様は対象外となる場合がございます。 ●確定情報を記載する最終日程表については、当社より特に連絡がない場合は当パンフレッ
ト記載内容をもって替えさせていただきます。 ●行程に明示されていない観光施設等の送迎は当社の取扱いには含まれません。詳しくは各観光施設等にお問い合わせください。 ●未成年者の方
（20歳未満）
の1人またはお友達同士
での参加、および親権者以外の方とご同行される場合は、
ご親権者様の同意をいただいてのお申し込みとなりますので、同意書の提出をお願いいたします。 ●お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、
措置が必要になる場合があります。詳細は
「旅行条件書」の「お申込み条件」
を確認のうえ、特別な配慮、措置が必要となる可能性がある場合は、
ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。 ●パンフレット内の列車時刻等
運輸機関の運行時刻、施設情報、観光情報等については、2018年11月1日現在のものとなります。ダイヤ改正等の事情により変更となる場合がございますので出発前にご確認ください。

この旅行条件は2018年11月1日を基準としています。又、旅行代金は2018年11月1日現在の有効な運賃･規則を基準としています。

（1）
当社及び受託旅行業者は、旅行申込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、
お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほか、
お客さまがお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサー

個人情報の
ビスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
この他当社及び受託旅行業者では、
【1】会社及び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】各種アンケートのお願い
【4】特典サービスの提供等にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。
取扱いに
（2）
当社は、
当社が保有するお客さ
まの個人データの
う
ち、
氏名、
住所、
電話番号又は
メ
ールア
ド
レスな
どのお客さ
まへのご連絡にあた
り必要と
なる最小限の範囲のものについて、
当社グループ企業との間で、
共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、
そ
ついて
れぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、
ご購入いただいた商品の発送のために、
これを利用させていただくことがあります。

※ご旅行者本人がカード決済した場合のみとなります。
（会員さまが同行されない場合は割引対象外となります。）
※一部取扱いのできない店舗がございます。※オプショナル及び一部商品を除きます。
※旅行代金より東京ディズニーリゾート®・キャンパスデーパスポート入場予約引換券
（1日用）
を差し引いた金額のみ割引となります。

V北-冬13 08413-01

