ユニバーサル・パーク・バイアウト

UNIVERSAL PARK BUYOUT

心揺さぶる体験の連続！ 夢のような時間を仲間だけで貸切ろう！
予約受付

人数確定

270 60
日前
（約9ヵ月前）

まで！

PARTY TIME SCHEDULE

開催可能時間

パーク営業終了後〜

22:00
※ パークのご入場は14：00より可能です
※ パーク営業時間はお問い合わせください

20：00パーク・クローズで20：00から全エリア貸切の場合 （一例）

14:00

パーク入場 パーク体験をお楽しみください。

20:00

この時間からアトラクションの利用ができません。
パーク・クローズ 一般ゲストのみなさんは、

20:00

貸切イベントスタート 貸切イベントがスタートします。

(パークには滞在可能です。)

アトラクション貸切 イベント参加者ID（クレデンシャル）を持った人だけがアトラクションを楽しめます。
キャラクター・グリーティング（オプション）

参加人数・形式

7,000

日前
まで！

（オプション）
フォト･オポチュニティ

パークのキャラクターたちと一緒に、同僚やご家族と、記念撮影などをお楽しみください。

レストラン テーマ性のあるレストランで、パークオリジナルのお食事を延長してお楽しみください。

名様〜

ショッピング お土産を購入したり、買い物を延長してお楽しみください。

22:00

貸切イベント終了

UNIVERSAL PARK BUYOUT PRICE LIST

ユニバーサル・パーク・バイアウト 商品価格表

パーク・バイアウト・パス

14：00以降にご入場の場合

区分

7,000名様〜

大人・子ども

¥6,000

※ 表示価格は全て消費税を含みます。

パーク営業終了後の人数別稼働アトラクション（参考）
上記価格に含まれるもの

●

パーク・バイアウト
・パス

●

イベント参加者ID（クレデンシャル）

●

イベント
・ガイ
ド

●

消費税

●

7,000名様～

ライ
ド・アトラクションすべて、
ショー・アトラクション3つ

10,000名様～

ライ
ド・アトラクションすべて、
ショー・アトラクション5つ

ライ
ド・アトラクション：ショーを伴わないアトラクション

●

ショー・アトラクション：ショーを伴うアトラクション

※ 当日の稼働アトラクションは、安全運行、
パーク・スケジュール等さまざまな状況を考慮の上、
当社にて決定します。
※ ウォーターワールド®
は1回、
その他のショー・アトラクションは人数に応じ回数が異なります。
※ アトラクションおよびエリアにより、定員があります。全てのゲストにご利用いただけない場合があります。

取消料について

ご注意
・お問い合わせから実施可否の回答までに2週間程度を必要とします。
お時間に余裕をもってお問
い合わせください。
・来場想定人数、
イベント実施予定、
メンテナンス予定等パーク・スケジュールの都合にて実施でき
ない場合があります。
・当日、一般ゲストは、
パーク・クローズ後よりアトラクション利用ができません。
ただし、貸切イベント終了
時までパークに滞在する可能性があります。
・販売促進を目的とする一般消費者向けイベントの実施、
およびそれに伴う告知活動等はお断り
しています。詳細はお問い合わせください。
・外部エンターテインメント、
タレントなどの持ち込みはできません。
・演 出、運営についてはすべて当社のクルーが行います。機材の貸し出しは行っておりません。
必要設備については別途ご相談ください。
・パーキングを含むパーク内、
および施設内での無線機の使用はできません。
・お客様の
（イベント）
実施目的・内容等によりご利用いただけない場合があります。

取消料は、
お客様と締結する契約書にて
決定します。
予約受付のご注意
※ ご予約の受付は平日17：00までとなります。
17：00以降の連絡は翌平日として取り扱います。
※ 該当日が、土・日・祝休日の場合、
ご連絡は直前の平日17：00まで
とします。
※ 手配済みの項目については、実費の100％を申し受けます。

※ 記載の内容はすべて2014年2月1日現在のものです。内容は予告なく改定する場合があります。
© & ® Universal Studios.

All rights reserved.
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グループ・スペシャル・イベント利用規 約
1. 規約の適用
株式会社ユー・エス・ジェイ
（以下「当社」
といいます。）
が運営するユニバーサル・スタジオ・ジャパン
（以下「パーク」
といいます。）内の施設（以下「施設」
といいます。）
をお客様が催し物（以下「イベ
ント」
と称します。）
でご利用になる場合、
利用に関する条件は「当社」
との合意内容（存在する場合
は別途の契約書を含む。）
と本規約によるものとし、
これらに定めのない事項については法令または
一般に確立された慣習によるものとします。

2. グループ・スペシャル・イベントの詳細
1）「イベント」で「施設」
を利用するにあたり、
お客様にご購入いただく各パッケージ商品の販売価
格や利用条件等については、
各リーフレットに記載される内容をご参照ください。
2）前項の各パッケージ商品は…
・ユニバーサル・セレブリティ
・パーティ
（以下「セレブ」
といいます。）
・ユニバーサル・ジャングル・
ドリーム・パーティ
（以下「ドリーム」
といいます。
・ユニバーサル・スター・パーティ
（以下「スター」
といいます。
）
・ユニバーサル・ストリート
・パーティ
（以下「ストリート」
といいます。
）
・ユニバーサル・アトラクション・バイアウト
（以下「ABO」
といいます。）
・ユニバーサル・パーク
・バイアウト
（以下「PBO」
といいます。）
…の6種の商品群を指すものとし、
以下、
これら総称する場合はグループ・スペシャル・イベント
（以下
「GSE」
といいます。
）
と呼称するものとします。

3. 参加人数の確定
1）
「GSE」
として催す「イベント」の参加人数の最終決定は…
・
「スター」および「セレブ」
と
「ドリーム」については、
「イベント」の実施日
（以下「実施日」
といい
ます。
）
の15日前の17：00
・
「ＡＢＯ」および「ストリート」については、
「実施日」の30日前の17：00
・
「ＰＢＯ」については、
「実施日」の60日前の17：00
（いずれも
「実施日」の前日から起算。土・日・祝日など休業日の場合は直前の営業日。）
…までに、
所定の書面にて「当社」宛にお申込みください。
この申込みに対する
「当社」の承諾をもっ
て、
お客様と
「当社」
との間の「GSE」の受発注に関する合意が成立したものとします。
2）
前項の合意が成立した日以降に参加人数が減少した場合は、
第6条に定める取消料を申し受け
ます。
（参加人数の増員については都度ご確認ください。対応が不可能な場合があります。
）
3）
参加人数は、
大人
（12歳以上
（中学生以上）
）
、
子ども
（4〜11歳
（幼児・小学生）
）
を含めて計算す
るものとし、
3歳以下は含まないものとします。

お申し込みいただく前に必ずお読みください
8. 美術装飾、パフォーマンス等の手配
「イベント」に関する制作・演出の機材（美術装飾、
音響、
照明等）
、
パフォーマンス等については、
原
則として「当社」が手配します。止むを得ずお客様（お客様に関連する業者等を含みます。）
自身で
の機材の持込みが必要な場合は、
「当社」の事前の同意が必要になります。
パフォーマンスの持込
みについては一切できません。
また、
お客様（お客様に関連する業者等を含みます。）が直接ご依頼された業者には、
「当社」の
「施設」、
什器、
備品等を破損したり、
汚損しないよう充分ご注意ください。
なお、
万一、
お客様が「当社」の「施設」
・什器・備品等に対して破損・汚損等の損害を与えた場合は、
「当社」
または「当社」の指定業者がその修復にあたるものとし、
お客様にはこれに要した一切の
費用をご負担いただくものとします。

9. 人的援助
「イベント」の実施に必要な人員は「当社」で手配いたします。
お客様による人員の援助はできません。

10. 参加者への「イベント」に関する告知
お客様が「イベント」参加者に対して「イベント」の告知（チラシ、
社内報等）
を実施する場合は、
その
内容および表現方法等について、
「当社」の事前承認が必要です。
なお、
告知をお断りする場合が
ございますので、
あらかじめご了承ください。

11. 損害の取り扱い
1）
お客様および「イベント」参加者などのお客様関係者の責に帰すべき事由により、
「当社」および
「パーク」内の他のお客様に損害が生じた場合は、
その一切の責任をご負担いただくものとします。
2）
「当社」の責に帰さない事由により生じたお客様および「イベント」参加者などのお客様関係者に
生じた損害については、
「当社」は一切の責任を負いません。

12. 契約および「イベント」の取消し・変更・中止
1）下記の理由により、
お客様の「イベント」の実施が困難と
「当社」が判断した場合は、
「GSE」の受
発注に関する合意の取消し、
または「イベント」の内容の変更をご相談いたします。
①「GSE」の申し込み内容に偽りがある場合。
②集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織による利用。
③法令または公序良俗に反する行為を行った場合、
またはその恐れがあると認められる場合。

4. 支払い

④他のお客様に危害もしくは迷惑をかけた場合、
またはその恐れがあると認められる場合。

1）
お客様と
「当社」が直接「GSE」に関する取引を行う場合、
各「GSE」の利用料金の支払方法は
以下のとおりとします。

⑤天災、
または「施設」の故障、
その他やむを得ない事情により
「施設」
を使用することができない
場合。
（特別催事等で使用できない場合も含みます。）

・
「イベント」参加人数の申込み完了後、
「セレブ」の商品価格ならびにオプショナル価格に関す
る見積総額の100%を、
「当社」が別途指定する期日までにお支払いいただきます。

「セレブ」 ・
「セレブ」の商品価格ならびにオプショナル価格の超過分およびその他の費用（別途精算と
なっている項目および追加料金を含む）
については、
「当社」が別途指定する期日までにお支
払いいただきます。
・お客様と
「当社」
との間で別途契約書を締結するものとし、
また、利用料金の一部から予約金と
して10万円（「ドリーム」、
「スター」は1イベントあたり10万円、
「ABO」は1施設あたり10万円として
計算します。）
を、別途指定する期日までにお支払いいただきます。
なお、
この予約金は理由を問
「ドリーム」 わず一切返金を行わないものとし、利用料金あるいは取消料の一部を構成するものとします。
「スター」
・予約金支払い後、前受金として「ドリーム」、
「スター」
または「ABO」の利用料金に関する見積
「ABO」 総額の100%を、
「当社」が別途指定する期日までにお支払いいただきます。
・前受金支払い後、
「ドリーム」、
「スター」
または「ABO」の利用料金の残金、別途精算となってい
る項目および追加料金を、
「当社」が別途指定する期日までにお支払いいただきます。

「ストリート」 お客様と
「当社」
との間で別途契約書を締結するものとし、契約書に記載される支払方法に
「PBO」 従ってお支払いいただきます。
2）前項に関する支払いは、
「当社」が指定する銀行口座にお振込みいただきます。
（振込手数料は
お客様負担となります。）

⑥官公庁から中止命令が出た場合。
⑦お客様が本規約に違反した場合。
2）前項の⑤または⑥による
「イベント」の中止については、
取消料の支払いは不要とし、
中止時点で既
に完了している手配・作業等に要した費用を除き、
支払い済みの「GSE」の代金を返金いたします。
3）第1項各号の取消し・変更・中止事由に起因して生じたお客様の損害については、
「当社」は一
切の責任を負いません。

13. 荷物または携帯品の保管
お客様のお荷物・携帯品は「当社」でお預りできません。
お客様の責任において管理をお願いいたします。

14. 禁止事項
お客様および「イベント」参加者などのお客様関係者が下記の行為を行うことを禁止いたします。
なお、
下記の行為を行った場合は、
第12条に従って合意の取消しなどの対応を行います。
①勧誘および販促、
販売活動。
（看板等の設置も含みます。
）
②鳥獣類その他愛玩動物（爬虫類等）
、
昆虫類等の持込み。
（盲導犬、
介助犬は除く。）
③飲食物の持込み。
④発火または引火性の物品の持込み。

5. 保証金のお支払い（同一企業による5件以上のイベント実施）
1回の申込みにおいて同一のお客様が「セレブ」
「ドリーム」
「スター」
「ABO」のいずれかまたは
複合してそれぞれ5件以上申し込まれる場合、
「当社」に対して保証金をお支払いいただきます。
保証金の金額は見積総額の20%相当額とし、
「セレブ」
「ドリーム」
「スター」
「ABO」のお申込み
の合意より1ヶ月以内にその30％以上を、
「実施日」の3ヶ月以上前までに残額をお支払いいただ
くものとします。
また、保証金は、申し込まれた「セレブ」
「ドリーム」
「スター」
「ABO」の実施を全て
取消す場合は返金不可、一部の実施を取消す場合は実施される「セレブ」
「ドリーム」
「スター」
「ABO」に関する支払いに充当されるものとします。
なお、保証金の詳細については、別途保証
金契約にて規定の上、
これを取り交わすものとします。

6. 取消料
お客様は、
「GSE」に受発注に関する
「当社」
との合意が成立した日以降、文書による
「当社」への
通知によって、
契約の全部または一部を取消すことができます。
この場合、
「実施日」
を基準として取
消料を申し受けるものとし、手配済みの項目についても実費を請求いたします。
なお、
お客様と
「当
社」
との間で別途締結する契約書に取消料についての規定がある場合は、
その規定を優先するも
のとします。
※取消料詳細につきましては、
各リーフレットの
『取消料について』
をご確認ください。

7. 使用時間と追加料金
お客様による
「施設」利用開始から終了まで
（以下「利用時間」
といいます。）
の利用料金は「GSE」
の本体価格に含まれていますが、事前準備を要する場合や終了時間を超過した場合は、
この「利
用時間」外の時間につき1時間単位（1時間に満たない場合は切り上げとします。）
で追加料金を別
途請求いたします。
ただし、
「利用時間」の前倒しや延長は、
「施設」の他の利用予定との関係上、
お断りする場合がございますので、
あらかじめご了承ください。

⑤毒物または悪臭を発する物品の持込み。
⑥賭博等風紀を乱す行為または他のお客様の迷惑になるような言動。
⑦「施設」の備品の移動。
⑧お客様と
「当社」の合意内容や契約書に定める使用目的以外での使用。
⑨その他法令で禁じられている行為。
⑩その他「当社」が禁じる行為。

15. その他
1）
お客様の「イベント」実施場所に屋外が含まれる場合、
悪天候等によりアトラクションを稼働させる
ことができない場合があります。
その場合は、
「当社」
より
「実施日」当日の午前中にお客様にご連
絡の上、
変更内容等をお伝えいたします。
2）
「GSE」にパッケージングされる各種のサービス
（アトラクション、
パフォーマンス等）
が何らかの理由
により実施できない場合、
サービス内容を変更または中止することがあります。
あらかじめご了承く
ださい。
3）
「GSE」
をもってしてお客様の商品の販売促進を目的とする一般消費者向けイベントの実施、
およ
びそれに伴う告知活動はお断りしています。
4）
お客様の
（イベント）
実施目的・内容等によりご利用いただけない場合があります。
5）
その他、
必要に応じて「当社」
とお客様との間で特約事項を定める場合があります。

以上

詳細・ご不明な点は、下記までお問い合わせください。
株式会社ユー・エス・ジェイ マーケティング本部
団体イベント・パーティ担当チーム
TEL 06-6465-3700（ 平日 9：30〜17：00）
FAX 06-6465-3031

営業部

© & ® Universal Studios.

All rights reserved.
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