
1泊2日
往復航空券＋大阪市内1泊（2名以上お部屋数おまかせ・食事なし）＋スタジオ・パス1日券／おひとり様料金

2月～3月出発日限定のスペシャルプライス！2月～3月出発日限定のスペシャルプライス！

＜スケジュール（各出発日共通）＞
日程 行程 食事

１日目
JAL101便（羽田空港6：30発→伊丹空港7：45着）
→空港から各自移動→到着後フリータイム 大阪市内ホテル なし

2日目 出発までフリータイム（空港まで各自移動）→
JAL228便（関西国際空港21：05発→羽田空港22：15着）

なし

スタジオ・パス1日券付！
利用日（1日目or2日目）を予約時にご指定ください。

〈各空港～USJ（ユニバーサルシティ駅）のアクセス情報〉
◎伊丹空港→〈大阪モノレール〉→蛍池→〈阪急宝塚線〉→梅田／大阪→〈JR環状線〉→西九条→
　〈JRゆめ咲線〉→ユニバーシティ（約35分・610円）又は、空港リムジンバス・USJ行（約65分・940円）
◎関西国際空港→〈JR関空快速〉→西九条→〈JRゆめ咲線〉→ユニバーサルシティ（約65分・1,210円）

2023年2月
日 月 火 水 木 金 土

12 13★ 14★ 15★ 16 17 18
19 20★ 21★ 22 23 24 25
26 27★ 28★

2023年3月
日 月 火 水 木 金 土

1★ 2 3 4
5 6★ 7★ 8★ 9 10 11
12 13★ 14★ 15★ 16 17 18

出発日 ※カレンダーの★印の全13日程を設定！

３つのポイント！！スペシャル
学割

②2名以上同料金！

①大人気
USJスタジオパス1日
券付！

③JAL朝一＆最終便利用で
滞在時間たっぷり

STAFF MEMO ◎申込書はオリオンへFAX03-3664-1621（必ず当日中FAX／翌営業日の予約確認FAXをチェック）
◎お申し込みは出発７日前までとなります。但し満席になり次第終了します。

2名以上同料金！！
行き羽田空港発、帰り関西国際空港発となります。
※出発の60分～30分前までに空港団体カウンターにて航空券をお受け取り下さい。

スタジオ・パス1日券付！
◎ご旅行お申し込み時に、ご利用日を指定してください。
◎基本的には原券（直接入園券）のお渡しとなりチケットブースでの引換えの必要はあ
りません。

◎ご利用日10日前を過ぎた場合の、利用日の変更はできません。
◎未使用の場合の払戻はできません。

往復航空券＋大阪市内1泊（2名以上お部屋数おまかせ・食事なし）＋スタジオ・パス1日券／おひとり様料金往復航空券＋大阪市内1泊（2名以上お部屋数おまかせ・食事なし）＋スタジオ・パス1日券／おひとり様料金

28,800円

学割
大学生協店舗申込限定企画

割割割割割
ユニバーサル・スタジオ・
ジャパン®への旅



〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-10-6Daiwa東日本橋ビル3階
平日10：00～18：30、土・日・祝日10：00～18：00
年末年始（12/29～1/3）10：00～18：00

観光庁長官登録旅行業 第692号　(社)日本旅行業協会正会員

旅行企画・実施
お申込み・お問合せはお気軽に下記お店にどうぞ（取扱い受託販売）

1. 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は㈱オリオンツアー（以下「当社」といいます）が企画･募集し実施する旅
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は、当社が契約の締結を承諾し、申込金をいただいた時に
成立するものとします。
[お申込金　お一人様 ]
旅行代金 2万円未満 5万円未満 10万円未満 10万円以上
お申込金 5,000円より

旅行代金迄
10,000円より
旅行代金迄

 20,000円より
 旅行代金迄

代金20％より
 旅行代金迄

2. 旅行代金のお支払い
残金は旅行開始日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にお支
払いいただきます。
3. 旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した航空（注釈のない限りエコノミークラス席）、船舶、鉄道などの利
用交通機関の運賃、送迎バス料金、食事料金、宿泊料金、イベント料金、消費税等
の諸税、旅客施設使用料。
4. 旅行愛用・代金の変更
著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送期
間の運賃・料金の改正があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場
合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお知らせ
いたします。

5. お客様から旅行契約の解除
(1)お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を
解除することができます。この場合、既に収受している申込金から所定の取消料を差
し引いて、払戻いたします。申込金のみで取消料をまかなえないときは、その差額を申
し受けます。

取消日（変更日）  取消料（変更料）
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
20日目に当たる日以降8日目に当たる日まで 旅行代金の 20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
7日目に当たる日以降2日目に当たる日まで 旅行代金の 30%
旅行開始日の前日 旅行代金の 40%
旅行開始当日 旅行代金の 50%
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%
(2) 取消受付時間はお申込箇所の営業時間内となります。
(3)お客様のご都合で出発日及びコースの変更、人数減をされる場合も取消料の対
象となります。
(4)当社の責任とならない各種ローンの取扱い手続き上及び渡航手続き上の事由に
より旅行契約を解除される場合も取消料の対象となります。
(5) 取消料の対象となる旅行代金は追加代金を含めた合計額です。
6. 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2022年12月1日を基準としています。又、旅行代金は2022年12月
1日現在有効な運賃・規則を基準としています。

7. その他
(1) 当契約書面の一部としての確定書面は、通常出発日の7日前から5日前（但し遅く
とも前日）までにお渡しいたします。
(2) 旅行開始後において、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合は、その払戻はいたしません。
(3) 事故・積雪・交通渋滞などの道路事情、その他やむを得ぬ事由により東京もしく
は現地の出発・到着時間が遅れる場合もあります。万一、空港到着が遅れ、タクシー
あるいはホテルを利用しなければならない事態が生じても当社は、その請求には一切
応じられません。又、目的地滞在時間短縮による保証にも応じられません。
＜個人情報の取り扱いについて＞
株式会社オリオンツアー（以下「当社」という）及びご旅行をお申込み頂いた受託旅
行業者（以下「販売店」という）は旅行申し込みの際に提供された申込書に記載され
た個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させて頂くほか、お客様が
お申込み頂いた旅行において運送・宿泊期間などの提供するサービスの手配及び
それらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。こ
のほか当社及び販売店では統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていた
だくことがございます。また当社は旅行先でのお客様のお買いも物などの便宜のため、
当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供することがございます。なお
当社の名称及び個人情報の管理者については当社ホームページ（http://orion-
tour.co.jp/）をご参照ください。

ご旅行条件（抜粋） 旅行契約時には、旅行業法第12条の5によりお渡しする契約書面の一部になります。ご旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約）によります。

※ホテルの指定はできません。
※2～4名定員利用で、部屋数
おまかせとなります。（セミツ
イン、コンパクトツイン利用
の場合があります。）

※確定したホテルのご案内は、
出発前にお渡しする確定書
面にてご案内します。
※ホテルプラザオーサカ4名利用は2段ベット利用となります。
※ホテル新大阪3・4名利用は2段ベッド利用となります。
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MAP 京都・大阪・神戸

大阪市内ホテル（指定不可） 1泊食事なし

ホテルプラザオーサカ、ホテル京阪天満橋、ホテル新大阪、
シュアステイプラスホテル by ベストウェスタン新大阪、
ベストウェスタン大阪塚本、ベストウェスタンプラスホテルフィーノ大阪北浜、他

利用ホテル一例

大阪市内ホテル滞在なので
USJだけでなく大阪観光

も楽しめます！

プラザオーサカ

客室（2名1室）の一例客室（2名1室）の一例

客室（4名1室）の一例客室（4名1室）の一例外観外観

大阪・道頓堀（イメージ）大阪・道頓堀（イメージ）大阪・新世界（イメージ）大阪・新世界（イメージ）

＜ツアーインフォメーション＞ 
◆添乗員は同行しません。
◆お申し込みは大人2名様より受付します。
◆お申し込み時に参加者全員のお名前・性別・年齢の情報が必要です。
◆未成年の方は親権者の同意書が必要です。詳しくはお申し込み店舗へお
問い合わせください。
◆お申し込みは出発7日前まで可能です。但し満席になり次第終了します。
◆スタジオパスは事前に利用日をご指定ください。ご利用日10日前を過ぎ
た場合の利用日の変更はできません。また未使用に場合の払戻はできま
せん。
◆出発便の航空券は各空港にてお渡しいたします。出発の60分～30分前
までに各空港団体カウンターにてお受け取り下さい。
◆お帰りは関西国際空港利用となります。お間違えにはご注意下さい。


