
団体様でご入場の場合は、ご到着前に入場券・ガイドマップ・ミールカード等をあらかじめ準備して入場手続きの時間短縮に努めております。

当申込書にて事前にお申込いただきますようお願いいたします。

(*1)チケット区分「おもいやり」について；以下の内容が該当するお客様が入場券類を購入の際は、対象となる証明証(免許証・健康保険証、母子手帳、など)のご提示が必要となります。

●シニア(65歳以上)の方　(運転免許証、健康保険証、その他65歳以上であることがわかるもの)

●妊婦の方+同伴者1名　(例)妊婦の方＋パートナーの方、妊婦の方+お子さま・・など　(母子手帳)

●3歳以下のお子さま＋同伴者2名　(例)3歳以下のお子さま+(ママ＋パパ)、3歳以下のお子さま+(ママ＋おばあさま)・・など (母子手帳、健康保険証、その他お子さまの年齢がわかるもの)

●ペット連れ　1頭につき1名 ※3歳以下のお子さまは、ハウステンボスの入場料は不要です

★申込日　　    　    年　　   　　  月　　　　     日

□職場旅行 □会議・総会・パーティ

□招待・報奨旅行 □研修・視察旅行

□他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

時 分 時 分

□ホテルヨーロッパ □ホテルアムステルダム □フォレストヴィラ □変なホテル ハウステンボス □ウォーターマークホテル長崎・ハウステンボス 

□ホテル日航ハウステンボス □ホテルオークラJRハウステンボス □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　　□宿泊なし

□なし □あり（宿泊施設名：                                                                                            ）

入国場所

　□貸切バス 台 （バス会社名： ） ※駐車料金＠2,500円／台

　□高速船（ 　より 着）

　□JR（ より 着） □その他（ ）

　□ミールカード予約　（　　1,000円　　　　1,500円　　　　2,000円　　　　） 名様分

　□レストラン予約（店舗名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 時間： ～ 単価・メニュー　 名様分

　□自由食

お支払方法 　□現金 □事前入金 ）⇒観光券契約済みの場合のみ

　備考欄（号車別人数、場内施設予約等）

様

【申込先】

　■ハウステンボス東日本支店 TEL.03-6636-7800　/　FAX.03-6636-7801

　■ハウステンボス西日本支店 TEL.092-411-0800　/　FAX.092-482-6020

　■ハウステンボス大阪営業所 TEL.06-6131-0860　/　FAX.06-6131-0861

　■ハウステンボス本社営業所 TEL.0956-27-0311　/　FAX.0956-27-0912

ハウステンボス総合予約センター 団体予約

〒859-3292　長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1（9:00～17:00） TEL:0956-27-0012　/　FAX0956-27-0912

氏名 ハウステンボス総合予約センター　団体予約

携帯電話 TEL.0956-27-0012

　□入国棟（団体受付） □ハーバーゲート

入込方法

ハウステンボス

場内でのお食事

※カメラマン、バス乗務員・ガイド様のご入場は現地にて一般チケットをご購入ください。(観光券発行可）

※大型団体につきましては、ご希望の場合は入場券種をバス号車毎に準備いたしますので事前にお申し付けください。

ご利用団体様（幹事様・添乗員様）/当日緊急連絡先（必ずご記入ください） ハウステンボスご滞在時の当社緊急連絡先

名 名

名介助者 名 名 名 名 名 名

名 名 名 名

名 名 名 名 名 名

名 名 名 名 名 名

名 名 名 名 名 名

未就学児

おもいやり (*1) 小計 添乗員

(18歳以上) (中・高生) (小学生) (4歳～小学校入学前)

ご人数

種別 等級

大人 中人 小人

名 名 名 名 名 名

名

対象券種

 □1DAYパスポート  □2DAYパスポート  □3DAYパスポート

 □ハウステンボス5ホテル・オフィシャルホテル

1.5DAYパスポート

 □ハウステンボス5ホテル・オフィシャルホテル

2DAYパスポート

 □ハウステンボス5ホテル・オフィシャルホテル

3DAYパスポート

 □その他券種(券種名：　　　　　　　　　　　　                                  　　　　　　　　）

入場日時    　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日（　　　） ご到着時刻 ご出発時刻

当日宿泊

前泊地

フリガナ

旅行

内容
団体名

2022/6/29

ハウステンボス障がい者団体入場料減免申請書

旅行会社名 支店名

TEL ご

担

当 様
FAX



障がい者割引料金【適用期間:2022年10月1日（土)～2023年3月31日(金) 2022/6/29

■障がい者割引料金
　・減免申請は、一括入場・一括精算の場合に適用いたします。

  ・重度障がい者（｢障がい者手帳｣に認定される1種もしくはA級）のお客様の介助者も重度障がい者お一人につき1名様を割引適用いたします。(介助者の割引料金は、介助者ご本人の年齢区分に対する割引となります。)

  ・介助(付添い)をされる方のご人数が10名を超える場合は団体割引を適用いたします。（団体割引の設定が無いチケットは除きます。）

  ・変なホテル ハウステンボス、ウォーターマークホテル⾧崎･ハウステンボス、ホテルオークラJRハウステンボス、ホテル日航ハウステンボスご宿泊者のお客様は、日帰りチケットの夕方以降ご利用のチケット(*1)では、翌日1DAYパスポートをお買い求めいただけません。

　・事前に専用の「ハウステンボス障がい者団体入場料減免申請書」をハウステンボス総合予約センター、または最寄りのハウステンボス各支社へFAXでお送りください。

チケット区分;おもいやりについて

以下の対象となるお客様で入場券類を購入の際は、対象となる証明証（免許証・健康保険証、母子手帳、など）のご提示が必要となります。

●シニア（65歳以上）の方　（運転免許証、健康保険証、その他65歳以上であることがわかるもの）

●妊婦の方+同伴者1名　（例）妊婦の方＋パートナー、妊婦の方+お子様・・など　(母子手帳）

●3歳以下のお子さまをお連れの同伴者2名　（例）3歳以下のお子さま+同伴者（ママ＋パパ）、3歳以下のお子さま+同伴者（ママ＋おばあさま）・・など （母子手帳、健康保険証、その他お子さまの年齢がわかるもの）

　※3歳以下のお子さまは、ハウステンボスの入場料は不要です。

●ペット連れ　1頭につき1名

大人 中人 小人 未就学児 大人 中人 小人 未就学児
(18歳以上) (中高生) (小学生) (4歳～小学校入学前) (18歳以上) (中高生) (小学生) (4歳～小学校入学前)

 1DAYパスポート 12/31 7,000 6,000 4,600 3,500 5,000 4,100 3,500 2,700 2,100 2,900 ハウステンボスへの入場1日＋パスポート対象有料施設1日利用

 2DAYパスポート 12/30,12/31 12,200 10,400 8,000 6,100 8,700 7,100 6,100 4,700 3,600 5,100 ハウステンボスへの入場連続2日間＋パスポート対象有料施設連続2日間利用

 3DAYパスポート 12/29-12/31 16,100 13,900 10,600 8,100 11,600 9,300 8,100 6,200 4,700 6,700 ハウステンボスへの入場連続3日間＋パスポート対象有料施設連続3日間利用

【ハウステンボス オフィシャルホテル宿泊者限定チケット】対象ホテル:変なホテル ハウステンボス、ウォーターマークホテル⾧崎･ハウステンボス、ホテルオークラJRハウステンボス、ホテル日航ハウステンボス

大人 中人 小人 未就学児 大人 中人 小人 未就学児
(18歳以上) (中高生) (小学生) (4歳～小学校入学前) (18歳以上) (中高生) (小学生) (4歳～小学校入学前)

ハウステンボス5ホテル・オフィシャルホテル
1.5DAYパスポート

12/30,12/31 9,100 7,900 6,000 4,600 6,600 5,300 4,600 3,500 2,700 3,900 ハウステンボスへの入場連続2日間(初日15時以降)
＋パスポート対象有料施設2日間(初日15時以降)利用

ハウステンボス5ホテル・オフィシャルホテル
2DAYパスポート

12/30,12/31 11,000 9,500 7,300 5,600 7,900 6,400 5,500 4,300 3,300 4,600 ハウステンボスへの入場連続2日間
＋パスポート対象有料施設連続2日間利用

ハウステンボス5ホテル・オフィシャルホテル
3DAYパスポート

12/29-12/31 14,100 12,100 9,300 7,100 10,100 8,200 7,000 5,400 4,100 5,900 ハウステンボスへの入場連続3日間
＋パスポート対象有料施設連続3日間利用

対象ホテル:変なホテル ハウステンボス、ウォーターマークホテル⾧崎･ハウステンボス、ホテルオークラJRハウステンボス、ホテル日航ハウステンボス
※ホテルアムステルダムはテーマパークゾーン(有料ゾーン)に立地のため入場券類が必要となります。

＜ホテルヨーロッパ、ホテルアムステルダム、フォレストヴィラにご宿泊のお客様限定＞
ご到着日当日の入場券類を購入いただくことで、滞在日数分の翌日1DAYパスポートをお渡しいたします。オプション等で販売の際は、1日分の入場券類を販売ください。

大人 中人 小人 未就学児 大人 中人 小人 未就学児
(18歳以上) (中高生) (小学生) (4歳～小学校入学前) (18歳以上) (中高生) (小学生) (4歳～小学校入学前)

 アフター3パスポート
（15時以降からの入場）

12/31 5,000 4,300 3,300 2,500 3,600 2,900 2,500 2,000 1,500 2,100
ハウステンボスへの15時以降の入場＋パスポート対象有料施設15時以降の利用
※本券ご提示での｢翌日1DAYパスポート｣購入はできません。
但し、ホテルヨーロッパ、ホテルアムステルダム、フォレストヴィラは除く

 アフター5パスポート
（17時以降からの入場）

12/31 4,000 3,400 2,600 2,000 2,900 2,400 2,000 1,600 1,200 1,700
ハウステンボスへの17時以降の入場＋パスポート対象有料施設17時以降の利用
※本券ご提示での｢翌日1DAYパスポート｣購入はできません。
但し、ホテルヨーロッパ、ホテルアムステルダム、フォレストヴィラは除く

【夕方からの入場券類 ※日帰り専用チケット(*1)】

入場券種 設定除外日

定価 障がい者割引料金（割引適用後）
チケット内容

おもいやり おもいやり

入場券種 設定除外日

定価 障がい者割引料金（割引適用後）
チケット内容

おもいやり おもいやり

【入場料金一覧】

入場券種 設定除外日

定価 障がい者割引料金（割引適用後）
チケット内容

おもいやり おもいやり
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