
東京ディズニーリゾート®への旅　行程表

出発日 　　　　月 日　（　　　　）

代表者名 様　　　　　参加人数 集合時間 出発時間
復路

到着時間

　津　 ：津駅東口 ホテルドーミーイン津前  名 19:30 19:40 9：00頃
  白子 ：近鉄白子駅東口　バス転回場 名 20:05 20:15 8：30頃
四日市：近鉄四日市駅　みずほ銀行前 名 20:50 21:00 7：50頃
名古屋：ＪＲ名古屋駅太閤通口　ゆりの噴水前 名 22:15 22:30 6：40頃
　 豊田：名鉄トヨタホテル前 名 23:20 23:30 5：50頃
   岡崎：名鉄東岡崎駅　南口ロータリー前 名 23:50 24:00 5：20頃
　 豊橋：豊橋駅前　豊橋信用金庫前 名 24:50 25:00 4：30頃
ディズニーランド：ＴＤＬ大型バス駐車場正面白い建物前 名 22:00 22:10
ディズニーシー  ：ピクニックエリア 名 22:15 22:25

☆スケジュール
日程

夕：　○

3日目
☆ 利用バス会社

☆ インフォメーション
●添乗員は同行しません。名古屋・ＴＤＲでは黄色のジャンパーを着た係員が受付致します。その他の乗車地では乗務員が受付を致します。

●津・白子・四日市乗下車はシャトルバスとなり、名古屋・四日市等で乗換えとなる場合があります。

尚、その場合ご予約いただきましたバスタイプとは異なるバスにご乗車いただくこともございます。

●途中2～3時間おきにサービスエリアやパーキングエリアにてトイレ休憩があります。

●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、乗車をお断りさせていただきます。又、それに関する返金もいたしません。

●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られています。ご協力をお願いします。

●集客人員により他コースと相乗りになる場合もございます。

◎バス車内にお忘れ物をした際にはこちらにお問い合わせ下さい。⇒052-218-2525（※営業時間 平日10：00～19：00　土日祝11：00～19：00）

2日目

また、楽器等、貴重品、壊れ物をトランクでお預かりすることはできません。

菰野東部交通　ジャムジャムエクスプレス　https://jamjamtour.jp/safety_tour.html

　＝ 　　東京ディズニーリゾート®　　 　　＝　　 　車中（泊）

　＝　 　各地（朝着）

●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120㎝以内で、お一人様1個までとさせていただきます。

1日目

②4列ﾄｲﾚ付らくらくｼｰﾄ(SP-Ａ)
津・白子・四日市・名古屋・豊田・岡崎・豊橋ルート

行程
各地（夜発）　　 　　＝　　 　　車中（泊）

往路
出発地

復路
出発地

＊現地でパークの変更はできません。

＊スペシャルデーはランド発着のみになりま

す。パンフレット及び出発の際にお渡しする

ご案内書面にてご確認下さい。※

近鉄四日市駅 みずほ銀行前
豊橋駅前 豊橋信用金庫前

白子

四日市

7:15頃着 【東京ディズニーシー® 】 22：25出発
○ ↓ ↑

7:30頃着 【東京ディズニーランド® 】 22：10出発

津

津駅東口 ﾎﾃﾙﾄﾞｰﾐｰｲﾝ津前

☆ディズニーシー ピクニックエリア
☆ディズニーランド 大型バス駐車場

2019年12月〜2020年3月

名古屋

豊田

近鉄白子駅東口 ﾊﾞｽ転回場 名鉄トヨタホテル前

豊橋

岡崎

緊急連絡先

（出発の30分前～出発時間まで）

080-2645-5948

出発集合場所

正面白い建物（喫煙スペース周辺）

パスポート受け渡しに関して
☆東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄに到着後、開園30分前より指定場所(現地

集合場所と同じ)にてパスポートの原券を現地係員がお渡しします。

＜パスポートお渡し場所の緊急連絡先(開園30分前より)＞

☆ディズニーランド ☆ディズニーシー

朝 090-7719-0048 朝 090-9017-4014

＜お帰り緊急連絡(出発の30分前～出発時間まで）＞

夜 080-2645-5057

名鉄東岡崎駅 南口ﾛｰﾀﾘｰ

パスポート受け取り場所・お帰り集合場所

ＪＲ名古屋駅

太閤通口ゆりの噴水前



東京ディズニーリゾート®への旅　行程表

出発日 NO.　 　　　 月　　　日（　　　）

代表者名 様　　　　　参加人数 集合時間 出発時間
復路

到着時間

　津　 ：津駅東口 ホテルドーミーイン津前  名 19:30 19:40 9：00頃
  白子 ：近鉄白子駅東口　バス転回場 名 20:05 20:15 8：30頃
四日市：近鉄四日市駅　みずほ銀行前 名 20:50 21:00 7：50頃
名古屋：ＪＲ名古屋駅太閤通口　ゆりの噴水前 名 22:15 22:30 6：40頃
　 豊田：名鉄トヨタホテル前 名 23:20 23:30 5：50頃
   岡崎：名鉄東岡崎駅　南口ロータリー前 名 23:50 24:00 5：20頃
　 豊橋：豊橋駅前　豊橋信用金庫前 名 24:50 25:00 4：30頃
ディズニーランド：ＴＤＬ大型バス駐車場正面白い建物前 名 22:00 22:10
ディズニーシー  ：ピクニックエリア 名 22:15 22:25

☆スケジュール
日程

夕：　○

3日目
☆ 利用バス会社

☆ インフォメーション
●添乗員は同行しません。名古屋・ＴＤＲでは黄色のジャンパーを着た係員が受付致します。その他の乗車地では乗務員が受付を致します。

●津・白子・四日市乗下車はシャトルバスとなり、名古屋・四日市等で乗換えとなる場合があります。

尚、その場合ご予約いただきましたバスタイプとは異なるバスにご乗車いただくこともございます。

●途中2～3時間おきにサービスエリアやパーキングエリアにてトイレ休憩があります。

●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、乗車をお断りさせていただきます。又、それに関する返金もいたしません。

●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られています。ご協力をお願いします。

●集客人員により他コースと相乗りになる場合もございます。

◎バス車内にお忘れ物をした際にはこちらにお問い合わせ下さい。⇒052-218-2525（※営業時間 平日10：00～19：00　土日祝11：00～19：00）

また、楽器等、貴重品、壊れ物をトランクでお預かりすることはできません。

2日目

　＝ 　　東京ディズニーリゾート®　　 　　＝　　 　車中（泊）

　＝　 　各地（朝着）

菰野東部交通　ジャムジャムエクスプレス　https://jamjamtour.jp/safety_tour.html

●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120㎝以内で、お一人様1個までとさせていただきます。

②4列ﾄｲﾚUSB又はｺﾝｾﾝﾄ付らくらくｼｰﾄ(SP-Ａ)
津・白子・四日市・名古屋・豊田・岡崎・豊橋ルート

往路
出発地

復路
出発地

行程

1日目 各地（夜発）　　 　　＝　　 　　車中（泊）

＊現地でパークの変更はできません。

近鉄四日市駅 みずほ銀行前 豊橋駅前 豊橋信用金庫前

白子

四日市

7:15頃着 【東京ディズニーシー® 】 22：25出発
○ ↓ ↑

7:30頃着 【東京ディズニーランド® 】 22：10出発

津

津駅東口 ﾎﾃﾙﾄﾞｰﾐｰｲﾝ津前

☆ディズニーシー ピクニックエリア
☆ディズニーランド 大型バス駐車場

2020年5月1日〜2020年7月10日

名古屋 豊田

近鉄白子駅東口 ﾊﾞｽ転回場

名鉄トヨタホテル前

豊橋

岡崎

緊急連絡先

（出発の30分前～出発時間まで）

080-2645-5948

出発集合場所

正面白い建物（喫煙スペース周辺）

パスポート受け渡しに関して
☆東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄに到着後、開園30分前より指定場所(現地

集合場所と同じ)にてパスポートの原券を現地係員がお渡しします。

＜パスポートお渡し場所の緊急連絡先(開園30分前より)＞

☆ディズニーランド ☆ディズニーシー

朝 090-7719-0048 朝 090-9017-4014

＜お帰り緊急連絡(出発の30分前～出発時間まで）＞

夜 080-2645-5057

名鉄東岡崎駅 南口ﾛｰﾀﾘｰ

パスポート受け取り場所・お帰り集合場所

ＪＲ名古屋駅

太閤通口ゆりの噴水前

お申込み、お問い合わせ

は（受託販売）

出発日
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