
＊対象となる座席数には限りがあり、お取りできない場合がございます。 ＊事前に座席指定ができない場合はご搭乗日当日空港にてお手続きください。
＊使用航空機の変更により、予告なしにご指定済みのお座席番号が変更・取り消しとなる場合がございますのでご了承ください。

「こども添い寝旅行代金」はベッド、お食事を必要としないお子さまにご利用いただけます。
※こども添い寝の対象年齢は、3～6歳（未就学児）または3～12歳未満となり、コースにより異なります。詳しくは各ページをご覧ください。

こども添い寝旅行代金

「こども旅行代金」は、満3歳以上12歳未満のお子さまにご利用いただけます。
●おとな・こどもの区分表示がない場合は満3歳以上からおとな・こども同額の旅行代金を適用します。

こども旅行代金

お子さま連れのご家族にうれしい

こども添い寝右記マークが目印です▶

航空座席
JALハピネスライナー・空港リムジンバス座席
ベッド
ホテルおもてなし・食事・アメニティーグッズ類（注）
旅行代金

使わない
使わない
使わない
付かない

3歳未満
使う
使う

使わない
付かない

使う
使う
使う
付く

12歳未満

要予約要予約

こども・こども添い寝適用区分表

無料

対象年齢

こども添い寝旅行代金 こども旅行代金

           ご利用の際はオプショナルプランにて事前予約が必要です。
（注）一部のホテルでは、キッズアメニティーをご用意しております。
      詳しくは旅行会社へお問い合わせください。

要予約

たびJAL

●「こども添い寝旅行代金」は、右記マークのついているコースに適用します。●「こども添い寝旅行代金」には、明示した往復の航
空運賃、国内線旅客施設使用料（対象空港利用の場合のみ）、消費税等諸税のみ含まれます。●1室当たりのご利用人数には「こど
も添い寝」は含まれません。●「おとな・こども旅行代金」適用者1名につき「こども添い寝」1名までです。（例：「おとな」または「こど
も」旅行代金で参加されるお客さまが3名の場合、こども添い寝は3名まで。）ただし、1台のベッドに添い寝できるのは0～2歳の幼
児を含めて1名までです。●ディズニーアンバサダー®ホテル、東京ディズニーセレブレーションホテル®、オリエンタルホテル東京
ベイ「グランデ6」の添い寝（こども添い寝・同伴幼児）は1室につき2名まで（レギュラーベッド・正規ベッド1台につき1名まで/レ
ギュラーベッド・正規ベッド以外は添い寝不可）。●東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート クルージングキャビン3 ANNEXおよ
びキャプテンズルームANNEXは、「こども添い寝」および同伴幼児（0～2歳）はご利用いただけません。●利用便による差額代金
は必要ありません。●「こども添い寝旅行代金」が通常のこども旅行代金より高い場合は、こども旅行代金をご利用ください。

〈4歳以上のお子さま〉●左記「こども添い寝旅行代金」には東京ディズニーリゾート®･パークチケット代は含まれておりませ
ん。必ずご希望の東京ディズニーリゾート･パークチケット料金を加算してください。

こども添い寝旅行代金（1名様）
出発日

福岡・
北九州発

11/1～11/30、
2/17～28発

35,000円 

12/1～27、
1/6～31発

32,800円 

12/28～1/5、
3/13～31発

41,800円 

2/1～16発

33,300円 

2/29～3/12発

39,000円 

出発日

山口宇部発

11/1～12/27､
1/6～3/19発

30,000円 

12/28～1/5発

38,000円 

3/20～31発

33,000円 

43210149パンフレット
請求コード A商品区分コード

発行日：2019年10月11日　1910/AI　発行所：株式会社ジャルパック　無断複製・転載を禁じます。

◆お問い合わせ・お申し込みは
　〈受託販売〉

旅行企画・実施 旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う営
業所での取引きの責任者です。このご旅行の契約に関
し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠
慮なく下記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

一般社団法人日本旅行業協会正会員

詳しくは5ページ

IP電話を利用しております。

〈受付時間〉9：00～18：00 
 （10/13、12/31～1/2を
　除く毎日）

Webで24時間いつでも空席照会ができます。
ツアーの検索がますます便利になりました。お好みの旅が簡単にみつかります！

www.jal.co.jp/domtour
検 索JALパック 国内

詳しい旅行条件と個人情報のお取り扱いを説明した「旅行条件書」をお渡しいたしますので、事前にご確認のうえお申し込みください。 ＊当社Webサイト（PC）でもご覧いただけます。

お申し込みいただく前に、このページと各コースごとのご案内や注意事項等を必ずご確認ください。旅 行 条 件（ 要 約 ） 2019.6

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
d）旅行

 開始日前日
e）旅行開始日
当日（ｆを除く）

f）旅行開始後
または

無連絡不参加
a）21日前まで b）20日～8日前 c）7日～2日前注（11日前まで）注（10日～8日前）

（2）当社および当社の受託営業所（以下「当社ら」という）は、電話、郵送、ファクシミリその他の通信手段による
契約の予約を受付けます。この場合、お客さまは、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3
日以内に旅行申込書と申込金を提出していただきます。（3）契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受
理した時に成立するものとします。（4）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21日前まで
に全額お支払いいただきます。ただし、20日前以降にお申し込みされた場合は、お申し込み時に全額お支払い
いただきます。

■添乗員 添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。旅程表およびお客さまが旅行に必
要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客さまご自身で行ってい
ただきます。また、悪天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった場
合は、当該部分の代替サービスの手配や手続きはお客さまご自身で行っていただきます。

■旅行条件・旅行代金の基準期日 この旅行条件は、2019年10月1日を基準としています。また旅行代
金は2019年10月1日現在の有効な運賃・料金・規則を基準として算出しています。
■ご注意 （1）お客さまのご都合によるご予約便や旅程の変更はできません。（2）交通渋滞など当社の責に帰
すべき事由によらずご予約便にお乗り遅れの場合、あらたに航空券をご購入いただきます。また、ご予約便の
払い戻しもできません。（3）悪天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなく
なった場合、当該旅行サービスに対する取消料等の費用を差し引いた金額をお客さまに払い戻します。ただし、
代替サービスの宿泊費・交通費等はお客さまのご負担となります。

■旅行代金 旅行代金は、特に注釈のないときは満12歳以上の方はおとな旅行代金、満3歳以上12歳未満の
方はこども旅行代金を、おとな・こどもの区分表示がないときは満3歳以上の全ての方に当該旅行代金を適用
します。

■取消料等 契約成立後、お客さまのご都合により契約を解除される場合は旅行代金に対してお１人様につ
き次の料率の取消料を、所定の期日までに旅行代金のお支払いがなく当社が契約を解除した場合は取消料と
同額の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客さまが契約を解除される場合は、ご参
加のお客さまから運送・宿泊機関等の（１台/１室当たりの）ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれい
ただきます。

■個人情報の取り扱いについて 下記受託販売欄に記載の受託旅行業者等および当社は、申込書に
記載された個人情報について、お客さまとの連絡のために利用するほか、旅行において運送・宿泊機関
等の提供する旅行サービスの手配のための手続き、または当社の保険の手続き、並びに旅行先の免税
店・土産品店でのお客さまの買い物の便宜のために必要な範囲内で利用します。
＊そのほか当社の個人情報取り扱いに関する方針については「旅行条件書」および当社Webサイト（PC）

（http://www.jal.co.jp/tours/footer/privacy.html）をご参照ください。

無料 30％20％ 40％ 50％ 100％

取消日

取消料率

■募集型企画旅行契約　この旅行は、株式会社ジャルパック（以下「当社」という）が旅行を企画して実施す
るものであり、お客さまは、当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」という）を締結することになります。また、
契約の内容・条件は、本パンフレット、旅行条件書、確定書面（旅程表）および当社旅行業約款募集型企画旅行契
約の部によります。

■旅行契約の申し込み・旅行契約成立　（1）所定の旅行申込書に所定事項を記入のうえ、次に定める申込
金を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金または取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。

10,000円未満 30,000円未満 60,000円未満 90,000円未満 90,000円以上

3,000円 6,000円 12,000円 18,000円 旅行代金の20％

旅行代金
（お１人様）

申込金

※
注）「日帰り旅行（ツアー）」に限り、a、bの取消料は（　）内の期日とします。

左記マーク付きのオプショナルプランも上記適用

利用開始日の前日から起算してさかのぼって d）利用開始日
当日（eを除く）

c）利用
 開始日前日

e）利用開始後
または無連絡不参加a）4日前まで b）3日～2日前

無料 20％ 50％20％ 100％

取消日オプショナル
プラン

取消料率
※ 左記マーク付きのオプショナルプランは上記適用

取消料 A

取消料 B
＊上記表内の「旅行開始後」とは添乗員もしくは現地係員が「受付」を行なう場合は「受付」完了後。「受付」がない

場合は最初に航空機に搭乗する空港の「手荷物検査場」での検査が終了した時となります。
＊お客さまのご都合により旅行開始日・コース・利用便・宿泊施設等行程中の一部を変更される場合も契約の解

除とみなし、上記取消料の対象となります。ただし、旅行開始日の6日前以降の変更はできません。
＊各コース・オプショナルプランに適用取消料が記載されている場合はその取消料を適用いたします。
＊オプショナルプランは利用開始日を基準として適用されます。
＊パークチケットは東京ディズニーリゾート®の取消料を適用いたします。

＊旅行会社の方は、ジャルパック国内ツアーデスクへお問い合わせください。
 （電話番号は「JAL Sales Web」にご案内しております。）

050-3155-3333
コース内容や空席状況のことなどお気軽にご相談ください。

お客さま専用 空席状況のお問い合わせ・お申し込みは旅行会社または下記リン・リン・ダイヤルへ。（国内旅行専用）

360° のパノラマ映像で
JAL SKY NEXTを体験

▶こちらからアクセス!

「すべてのお客さまが」安心してご旅行を楽しめるよう空港から旅先までJALグループでお客さまをトータルサポートします。

お手伝いを希望されるお客さまのご旅行相談サポート　www.jal.co.jp/tour/support/

「こども旅行代金」に加え、ベッド、お食事を利用しないお子さまにお得な「こども添い寝旅行代金」をご用意しました。

出発日から
最長8日間まで

一部除外日があります。
詳しくは6ページ復路便の延長OK!

札幌発札幌発JALで行くJALで行く

®®

秋・冬秋・冬

R日本航空は東京ディズニーランド　・
東京ディズニーシー   
のオフィシャルエアラインです。

R

2名様より参加OK
福岡・北九州・山口宇部発

2019.11/1▶2020.3/31

いち押し

●ギフトカードは羽田空港1階到着ロビー手荷物受取所内「JALパックツアーデスク」でお渡し
いたしますので、往路、羽田空港到着時に必ずお立ち寄りください。
●羽田空港での受け取り忘れ、およびご利用にならなかった場合の払い戻しはありません。

パークでのお食事や
ショッピングに使える！
ギフトカード
2,000 円分付き！
ギフトカード
2,000 円分付き！（お1人様1回）

※こども添い寝を除く。

いち押しポイント！いち押しポイント！

お申し込みは出発日の前日から
起算して7日前まで承ります。

対象ホテル限定！ 先着順！！

復路マル得便がお       ！復路マル得便がお       ！
3日間コース限定

室数
限定
室数
限定

2,000 円割引2,000 円割引

得得
（おとな・こども同額）お1人様

※一部除外日があります。※こども添い寝を除く。

ルームグレードアップルームグレードアップ

（▶P.6）

追加代金なし

●手ぬぐいは羽田空港1階到着ロビー手荷物受取所内「JALパックツアーデスク」でお渡し
　いたしますので、往路、羽田空港到着時に必ずお立ち寄りください。
●羽田空港での受け取り忘れ、およびご利用にならなかった場合の払い戻しはありません。

（イメージ） ©Disney

手ぬぐいプレゼント手ぬぐいプレゼント
JALパックオリジナルデザイン

（お1人様1枚）※こども添い寝を除く。

空港リムジンバス（路線バス）も
ご利用いただけます。
空港リムジンバス（路線バス）も
ご利用いただけます。

羽田空港⇒東京ディズニーリゾート（往路のみ）羽田空港⇒東京ディズニーリゾート（往路のみ）

µ：NG1103A（限定）

発券たび
JAL※詳しくは旅行会社へお問い合わせください。

無料オプショナルプラン
利用日にて予約

羽田空港⇔東京ディズニーリゾート®

（▶P.6）往復無料送迎バス
JAL ハピネスライナーJAL ハピネスライナー

全便
無料!


