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24:30発 経由 6:35着

| 2DAY

ユニJ(＇

ーサル ・

スタジオ・ジャJ（ン
開園～出発まで

＞名古屋発着
」S-USAH-91{V1)

●実走距離：約190km

●自動車保険（任意保険）：

対人賠償無制限

＞名古屋発着
JS-USJA-91 (V1) 

古屋南
...．．．．．．．．．．．．．＞ 

:00着

1 出発のこ案内 1
●乗務員：1名
●実走距離：約190km

●自動車保険（任意保険）：

対人賠償無制限
●利用J＼ス会社：

（樹ジャムジャムエクスプレス

＞名古屋発着
JS-USJV-91(V1) 

●実走距離：約190km

us」> 大阪市内＞名古屋南 I
•自動車暉（頭暉）：

.... :-..:-. :-....... �---�·.:-:�.. :.. :..-:....... -:-::.-::-:.·:-:::: ---�-> 対凡醗無制限

22:20 発 経由 5 :00着
（樹ジャムジャムエクスプレス

の乗車地を大阪市内発に変更可能です。 詳しくはお問い合わせください。

＞浜北・浜松・
豊橋•新豊田発着

」S-USJH-91(V1}

浜北＞浜松＞豊橋＞新豊田＞大阪市内＞US」 ユニl『ーサル ・ us」>大阪市内＞新豊田＞豊橋＞浜松 ＞浜北

噌° 噌゜ 窄噌° 経由6i01ここ’;』|23ii° 経由竺こ竺］ヅ
※復路便の乗車地を大阪市内発に変更可能です。 詳しくはお問い合わせください。

1 出発のこ案内 1

●実走距離：約320km
●自動車保険（任意保険）：

対人賠償無制限

（樹ジャムジャムエクスプレス

 2022年10月1日よりスケジュールが変更されます。詳しくはホームページをご確認ください。
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＊魃捨互咄烈邑庄双2をプレゼン

*2名様にてお申込みの場合は隣席にてこ用意

冒儡翌乱翌10

高速路線J\
’

'ス②③④⑤
/‘ククク‘/ ‘ 'クク’ ／ ‘ 'クク’ / ‘ 'ク‘///／ ‘ '/4ク‘/ ‘ '/／'/／／'/ ‘ 'ククク‘/ ‘ 'クク’ / ‘ 'クク’ / ‘ 'クク’ / ‘ 'みクク‘/

． 
//'/'／ 9 /’//'/'／ 9 /’/''‘/'／ 9 ／’/''’// 9 ／’/''’//'／'/''’//'/'／''‘//'/'/ 9 /’/''/'／ 9 ／’/''‘/／ 9 /’/''’/／'/’/''’/／'/' 

当日の緊急連絡先は出発の30分前から出発までの受付となります。

予約の問U合わせ ・ 変更等は受付出来ません。
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り
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はーサルシティ
ゆめ一

1 高速路線J〖'スインフォメ ー ション（②③④⑤） I 
・ 添乗員、 現地係員は同行いたしません。 お客様がサ ー ビスを受ける為に必要な手続きはお客様さ自身で行ってください。

尚、 バスに乗り遅れた場合は無連絡不参加扱いとなリ返金はありませんので予めご了承ください。
・ バスの運行 ・ 到着時間は交通情報（繁忙期 ・ 工事·事故渋滞・通行止等） ・ 天候によリ予定通リ運行できない場合がございます。

またそのために生じたタクシ ー・宿泊施設・食事等の提供・返金は応じられませんので予めご了承ください。
・ 全席禁煙となります。 ご協力お願いします。
•安全運行上、 バス乗車時における幼児無貫扱いはお受けできません。
・ バスのトランクに預けられる荷物は三辺（タテ ・ ヨコ ・ 高さ）の合計が120cm以内で、 お1人様1個までとさせていただきます。

折りたたみ自転車・サ ー フボー ド・楽器・ペットなどの荷物はお断りしておりますのでご注意ください。
また、 ；；重品 ・ 壇れ物をトランクに入れることはできません。

•他のお客様に対しての迷惑行為（暴言・泥酔等）と判断した場合、 乗車をお断りさせていただきます。 また、 それに対する返金も
応じられません。

・草内にて、 ハンバー ガー等匂いが強い食べ物の持ち込み及び飲食はできません。
・ 道路交通法により高速道路上のシ ー トベルト着用が義務付けられています。 で協力をお願いいたします。
•JAM」AMライナ ーの連行情報はJAM」AMライナ ー公式ホ ー ムベー ジ(httpsc//jamjamlloe,.jp)の最新運行情報にてお客様ご自身で

ご確認ください。
・移動車内及び観光中もマスクの着用、 移動中の車内において極力会話の自震や小声での会話にこ協力をお願いいたします。

一
新高速果合（路線）J『ス注意事項 I 

①パスは定刻に発車致します。 事前にで連絡いただいた場合でもお待ちすることはできません。
停留所または集合場所に時閏までにお見えにならない場合でもパス乗務員及び受付係員からのこ連絡は致しません。

②受付場所と乗車場所が異なる場合があります。 その場合は集合場所にて停留所の案内を致します。
尚、 受付を済ませた後でも乗車場所にいらっしゃらない場合、 バスはお待ちするごとはできません。

③バスの乗車運賃は予告なく変更になる場合があります。 予約受付後または旅行代金をお支払いいただいた後に運賃が変更された
場合でも差額の徴収及び払い戻しはありません。

※こ注意くださし1

集合時間｀ 集合場所等の行程は11ンフレットをこ参照くださし1。

※小学生以下のこ参細は保護者同伴のみとさせてし1たたきます。



三:

一曇匿-
●募集人員により岡崎⇔名古屋間を電車等代替運輸機関への振り替

えとなる場合があります（電車代当社負担）。
又、豊田発は新豊田発着となります。

●最少催行人員は 20名です。 （但し、集客人員が0名の場合は予告
なく催行を中止する場合もあリます。又、集客状況により同等ク
ラス以上の高速路線バス「ジャムジャムライナー」に振替になる
場合があります。）

●バスの運行・到着時間はあくまでも目安ですので、 交通事情によ
り予定通り運行できない場合がございます。
又、その為 に生じた交通機関・タクシー、宿泊施設、食事等の提供、
返金等には応じられませんので予めご了承ください。

●20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。また、小学生以下の
e，参加は保護者の同伴が必要となります。

●安全運行上、 バス乗車における幼児等の無賃扱いはお断りしてい
ます。当日、集合場所にお越しになられても、お断りをさせていた
だく場合がありますのでご注意ください。

●バス車内は全席禁煙となっておりますのでe＇協力お願いします。
●添乗員は同行いたしません。よって往復のバス乗車時間中の代行

業務はバス乗務員が行います。
●強風・降雨等の悪天候やメンテナンス等により、 予告なく一部ア

トラクションが運休となる場合があります。その際のスタジオパ
ス代金の返金はございませんのでご注意ください。

●手荷物、負重品は十分注意ください。万一紛失、盗難等がございま
しても当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

・ ユニバーサル ・ スタジオ ・ ジャパン到着後、開園予定時間3紡惰腱：り

メインゲー ト（パーキング側）外側＊の場所にてパスポー ト現券を

●往復ともに高速道路内サー ビスエリアにて時間調整のために1~
3時間停車いたします。（その際にドライバーは仮眠させていただ
きます）

●道路交通法によりにより高速道路上のシートベルト着用が義務付
けられています。ご協力をお願いします。

お渡しします。 （受け取リはパー ク開園時刻から1時間までとなります） ●最後列が5列シートの場合があります。
・ 黄色のスタッフジャンパーを着た受付係員がお待ちしております。 ●バスのトランクに預けられる荷物は三辺（タテ ・ ヨコ ・ 高さ）の合

計が120cm以内で、 お一人様1個までとさせて頂きます。折りた
たみ自転車などの大きな荷物、ペット等はお断りしていますので
ご注意ください。また、楽器等、貴重品、壊れ物をトランクに入れ
ることはできません。

・ 緊急連絡先（パー ク到着から3紡う間繋がります）

朝

a 温認9g(-）

こちらのパンフレットは契約書面の一部となります。

●他のお客様に対しての迷惑行為（暴言、泥酔など）と判断した場合
は乗車をお断りする場合があります。又それに関する返金も応じ
られません。

※I」学生以下のご参加は保護者同伴のみとさせて頂いております。
※現地出発時間は予告なく変更になる場合がありますので、

●車内にてハンバー ガーなど匂いが強い 食べ物の持込及び飲食は出
来ません。

＠〕ドライバー受付 出発時にお渡しする復路のご案内にて最終ご確認ください。 ●車内にて飲食は出来ません。（水•お茶等の水分補給を除く）

l が（中学生以上）・子ども (4 歳～小学生）・バスのみ幼児は 4 歳未満

●移動車内及び観光中もマスクの着用、移動中の車内等において極l 力会話の自粛や小声での会話にご協力をお願いします。

お申し込みのこ案内本パンフレットは廊預尉去第12条の4に定める取引紐説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

この旅行は日本ユース
旅行に参加されるお
は、 木釈面及び当社
1旅行のお申し込み；

(1)旅行のお申し込みは、所定の申込得にご記入のうえ申込金を添えてお申し込み下さい。 当社が契約
の締結を承諾し申込金を受理した時に契約が成立するものとします。

(2)電話等での申し込みの場合は、 当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に上記(1)の
申込手続きをお願いします。 この場合にも、 当社が契約の締結を承諾し申込金を受理した時に契
約が成立するものとします。

2旅行代金のお支払い
(1)お申し込みの際お1人様につき以下の申込金をお支払いいただきます。

旅行代金が25,()()0円未満…………………•………•5,()()0円以上より旅行代金まで
旅行代金が25,()()0円以上～50,000円未満•…•…•…•…•10,()()0円以上より旅1〒代·主^•まで
旅行代全が50,000円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円以上より旅行代全まで

(2)残金は旅行出発の14日前までにお支払い下さい。 申込全は旅行代全に繰り入れます。
3旅行代金に含まれるもの、 含まれないもの

(1)含まれ
旅行取

(2) 

食事料金、各コースに記載されている内容及び
：利用されなくても払戻しはいたしません。

；行程中の ＂フリ ータイム・ ・各自” 等と記輯
自身の雹話代、旅館での小物料、運送機閲の

の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前（日掃9)旅行は3日前まで）に旅行中止のご通
知をし、お客様から当社が既に収受している旅行代金（あるいは申込金）の全額を払戻しいたします。

7取消料等
(1)お申し込みの後、お客様のご都合によりお取り消しになる場合及び旅行代金が所定の期日までに

入金がなく、当社が参加をお断りした場合、旅行代金に対し下記の料率で取消料あるいは違約料を

取三Iさ巴：ご真言］零巨言亨
(2)当社は旅行開始後、お客様の都合で宿泊食事観光等のサー ビス提供をお受けにならなかった場 (4! 

合は、その払い戻しはいたしません。
(3)パス不乗で参加のお客様でお取り消しになる場合、 本来の設定であるパス乗車日より起算して、規 (6) 

定の取消料を申し受けます。 （7)ツアータ
＆お客様に対する責任及び免責事項 13．お申込み条件

(i)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に拍害を与えたと 20蠍未満の方で単独での申込みは、保謹者の同意が必要です。
きは、その拍害を賠償する口に任じます。ただし揖害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して 14基塗日
通知があったときに限ります。 また手荷物の場合は損害発生の翌日から起算して14日以内に通知が このパンフレットに記載された旅行代金は、 令和3年7月1日 の運賃•料金を基準としています。

嗜翡庄苫悶喜讐翌翡品琵品如唸嘉凸？岩芯；
お客

此酒類料
理

そ1 (2）t互泣茄附品翡悼繁危品贋悶忍想塁芯はは慧は各晶R界t。
して賠償します。 15

.g？塁社はいかなる場合も旅行の再実抱はいたしません。

4旅行内容の袋更・旅行の取り消し
（イ）天災地変穀乱暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 (2)確実情報を記較する最終旅行日程表につきましては当社より特に連絡の無い場合は本バンフレット
（口）船送・衛白鄭防事故もしくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 記載内容をもって替えさせて頂きます。

当社は天災地変気象条件など、当社の笞理できない事由により旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑 （ハ）日本の官公署の命令又は伝染病による隔雌 (3)士 ・ 日 ・ 祝日 ・ 夏休み期問等繁忙期には道路渋滞等により、 予定時閤通り運行できない場合がござ
な実施が不可能となり又は不可能となる恐れが極めて大きいときは当該旅行の実施を取り止めるか 又 （二）自由行動中の事故 （ホ）食中＄ （へ）盗躍 いますのでご了承ください。
はお客様にあらかじめ事由を説明して旅行日程、旅行サー ビスの内容その他、主催旅行契約の内容を変 その他旅行条件のくわしい内容及び当社旅行業約数については、窓口にてお尋ね下さい。（卜）運送機関の遅廷、不通又はこれらによって生する旅行日程の変更もしくは旅行の中止更することがあります。

5．旅行代金の変更 9．この旅行は、個人のセット旅行ですので、添乗員は同行いたしません。（一部添乗員同行と記載された
コース除く）お客様が旅行サービスの提供をうけるために必要なクーポン類をお渡し致しますので旅行

薯しい経済け雰の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送様関の運賃•料金が改訂さ
れた場合は旅行代全を変更することがあります。増額の場合は旅行開姑日16日前迄にお知らせします。 サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。

芦霜雰翌琴巳隣店よ旅行契約を解除することがあります。この場合は旅行開始日旅輝画 ・ 実施Eワ日ぷユク旅行様式呈'1
https://jamjamtour.jp 

個人情報の取り扱いについて
日本ユース旅行株式会社および曰旅行をお申込み
いただいた受託旅行業者は、旅行申込みの際にこ
提出された個人情藉について、お客様との連絡や
運送·宿泊機関等の手配のためにこ利用させてい
ただくほか、必要な範囲内において当該機関等に
提出いたします。
そのほかにも①アンケートのお願い。②キャンペー

ン商品のこ案内。③特典サービスの匹供等に個人
惜報を利用させていただくことがあります。

お申し込み、お問い合わせは（受託販売）

愛知県知事登録旅行業2-625号
〒460-0003 名古屋市中区錦1-8-18
ff (052) 218-2525 

・全国旅行業協会会員

●総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引きに関する責任者です。この旅行約款に関しこ不明な点があれば、お申し込み箇所の取扱管理者におたずねください。

営業時間
平日 10:00-19:00 

土・日・視日10:00-19:00
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