
旅 　⾏ TEL
会社名 FAX
ﾌﾘｶﾞﾅ 旅⾏

団体名 内容

入場日 ご到着時刻 ご出発時刻

 ★ ハウステンボス直営ホテル

   　□　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
 ★ その他ホテル
   □ウォーターマークホテル　　 □日航ハウステンボス　 　□ホテルオークラJR HTB   　  □宿泊なし     □その他（　　 　　　　　　　　）

前泊地 □なし □あり（宿泊施設名： ）

券種

料　⾦
（単価）

人　数

大人
18 - 64歳

名

高校生

★申込日　202   年　　　⽉　　　　日

7 - 11歳

当日宿泊

名

合計中人 ( 12 - 17歳 ) おもいやり
※1

入国場所

未就学
4〜6歳中学生 修学旅⾏のみ

　　□　団体受付　（入国棟 ）　　　　　　　　□　バーバーゲート

202  年　　　⽉　　　日（    　）

小人 教職員

□　その他
（　  　　　　　　　　　　　）

□　1DAYパスポート
入場1日+パスポート対象施設1日利⽤

□　教育旅⾏パスポート(修学旅⾏専⽤）
　　（2日目入場　□有　□無）

ガイド

支店名

　　　左記、3ホテルにつきまして、ご到着日当日の入場券類（夕方からの入場券類含む）を
　　　ご購入いただくことで、滞在日数分の翌日1DAYパスポート（再入場パスポート）をご提供いたします。
　　　※添寝の方も対象となります
　　　※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）に⽴地の為、入場券の購入
　　　　 が必要です

海外お客様専⽤　ハウステンボス団体入場申込書

□職場旅⾏ □募集旅⾏
□修学旅⾏ □インセンティブ
□他（　　　　　　　　　　　）

国籍

■販売⼿数料について
2日前まで事前にお申込の旅⾏社様には販
売⼿数料を返⾦させて頂きます（当日の分
は販売⼿数料はございません）
■1団体有料入場者10名より、FOC1枚を
Ｔ/Ｇ又はＴ/Ｌへ発券致します。
※バス1台に付　有料入場者で
10〜29名⇒1枚,　30〜44名⇒2枚）

　お申込
ご担当者

　□貸切バス　　 台 （バス会社名： ） □その他（ ）

　□　ミールカード予約　⇒　￥1,000×　　　  　　枚、　￥1,500×　　  　　　枚、　￥2,000　　  　　　枚

　□　レストラン予約（店舗名：　　    　　　　　　　　　） 時間： 単価： 人数： 名様分

お支払方法 　□現⾦ □事前入⾦ □クーポン

氏名 当日連絡先

印

学校⻑名：　　　　　　　　 TEL:
　備考欄（号⾞別人数、場内施設予約等）

2019.12⽉〜

ハウステンボス側記入
お申込受付⽇：　202   年　　　　⽉　　　　⽇　　　担当：

　★レストランのご予約は必ず事前にお電話にてお問い合わせ下さいませ。

入国場所
(入場券購入場所)

　　　　妊婦様の証明については⺟⼦⼿帳またはそれに代わる病院での証明書等のご提⽰が必要です。
　※1　団体様で“おもいやり”チケットをご予約の際はネームリストを添付下さいますようお願い申し上げます。

添乗員様

　★お席の取り消しはキャンセル料が発生します。　ご注意下さいませ。

ご予約番号：

入込方法

学校名
所在地

*修学旅⾏のお申込の際
ご記入下さいませ

場内でのお食事
及びミールカード予約

★事前のご予約に限り
販売⼿数料10%の
返⾦させて頂きます

  ★事前のご予約に限り、入国棟の団体受付にて『販売⼿数料』及び『TG様のFOC』のお渡しさせて頂きます。
　　バーバーゲートでは、『販売⼿数料』及び『TG様のFOC発券』の対応を致し兼ねますのでご注意下さいませ。

お申込受付⽇：　202   年　　　　⽉　　　　⽇　　　担当：
ハウステンボス㈱　国際営業課（本社） TEL：+81-956-27-0526　FAX：+81-956-27-0546



TEL

FAX

Entrance
date

 ★ Huis Ten Bosch Hotels
   　□　Hotel Europe
   　□　Hotel Amsterdam
   　□　Forest Villa
   　□　Henn Na Hotel
 ★ Others Official Hotels
   □Watermark Hotel Nagasaki  □Nikko Hotel Huis Ten Bosch　□Hotel Okura JR HTB □Not staying at any hotel □Others（　　 　　　　　     　　　）

Stay of the
day before □No □Yes（Name： ）

Ticket

Rate
（Per pax）

Huis Ten Bosch Admission Ticket Application Form

NATL

■Commission
Please apply at least 2 days before
the entrance date in order to get the
commission. (Please kindly note that
commission refund will not be
available for groups without
reservation.)
■FOC ticket for tour guide will be
provided. 10~29Pax→FOC 1
30~44Pax→FOC 2, etc.

Person
in

charge

Branch
name

  Y　　　M　　　D    　

Child TeacherPreschooler
4〜6YO

□　Others
（　  　　　　　　　　　　　）

Stay of the
day

Guide

For these three Hotels, by purchasing the entrance ticket (Night time tickets are also subjected) of your arrival
day,1DAY Passport for the next day (Re-entry Passport) of your total visit duration will be handed to you as a gift.
※Child without extra bed is also subjected.
※As Hotel Amsterdam is located inside the park(Theme Park Zone), Entrance ticket is required for the total visit
duration your stay.

Junior 7 - 11YO

PAX

TotalYouth ( 12 - 17YO )

□　1 Day Passport
Admission 1 Day+Passport-based Facilities

□　Education Passport (School Tour）
　　（Admission of the Second day□Yes　□No）

PAX

High
Thoughtfulness

※1 Only for Edu Tour

★Application date    Y　　   M　　　　D

Number of
guests

Adult
18 - 64YO

Travel
Agency
name

Group
name

□Company Tour □Package Tour
□School Tour □Incentive
□Others（      　　　　　　　　　　　）
Departure

timeArrival time

　□Bus （Company name： ） □Others（ ）

　□　Reservation of Meal Coupon　⇒　￥1,000×　　　  　　、　￥1,500×　　  　　　、　￥2,000　　  　　　

　□　Restaurant Reservation（Name：　　    　　　　　　　　　） Time： Price： Pax：

Payment method 　□Cash □Deposit □Coupon / Voucher

Name Contact number

Stamp

Principle's name TEL:
★Remarks

2019.OCT~

Huis Ten Bosch
Applied date：　     Y　　　　M　　　　D　　　Person in charge：

30~44Pax→FOC 2, etc.

Reservation number :

Transportation

School Name
Address

*Please fill in for School
Tour application*

Meals inside the park
OR Meal coupon

reservation
★Commission 10%★
Only for reservation

made in advance

Entrance gate
(Place you purchase

the tickets)

　　　　For pregnant women, proof of pregnancy is needed. Kindly ask for your understanding.
　※1　For groups: Please kindly attach the name list when there are reservation for "Thoughtfulness ticket".

Tour Guide

　★Please kindly note that there will be cancellation policy for restaurants.

　　□　Group Reception　（Welcome gate ）

　★You are required to contact us to check the availability of the restaurant in advance.

Applied date：　     Y　　　　M　　　　D　　　Person in charge：

HUIS TEN BOSCH INTERNATIONAL SALES DIVISION   TEL:+81-0956-27-0526  FAX:+81-0956-0546


