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ＪＲ利用ダイナミックパッケージ商品（ＤＰ商品）とは？

１

【商品形態】

募集型企画旅行

宿泊施設（必須） オプション（任意）ＪＲ列車（必須）

ＤＰ商品

ＪＲグループ旅客各社が運行する列車の空席状況をリアルタイムで確認しながら、希望列車を指定する

ことができるとともに、宿の宿泊日をご希望に沿って設定して予約できるなど、自由度が極めて高く

大変、便利な商品です。※2022年7月1日現在、ＪＲ東日本・ＪＲ東海・ＪＲ九州の各エリア（一部除く）を設定しています。

ＪＲ各社の主要駅に設置されている指定席券売機でＪＲ契約乗車票を発券することができます。

出発日の２日前まで

予約ＯＫ！



★ご予約について★

①予約方法 代理店様専用ＷＥＢサイトにて予約操作

👉システム上、顧客サービスセンター（旧･予約センター）では新規予約記録を作成することができません。

２

※ 2ページ参照

③予約可能時間 毎日4時～23時50分

👉ＪＲ各社のシステムメンテナンス作業が入り、時間内でも操作できない場合があります。※ 2ページ参照

④予約受付人数 1回の操作で6名様まで予約可能

👉7名様以上のグループの場合は予約記録を分けてご予約ください。
※ 4ページ参照

②予約締切日 出発日の２日前まで予約可能

👉お客様が出発案内書を受け取ることができる場合に限ります。※ 4ページ参照

⑤旅行期間 最長14日間まで予約可能

※ 4ページ参照

⑥列車利用区間 同一駅発着
※ 4ページ参照

⑦宿泊日 連泊・転泊・不泊など自由に設定可能

👉ただし、最低1泊の利用が条件となります。※ 4ページ参照

⑧取消料 出発日の前日から起算して20日前より発生
※ 11ページ参照



＜ご予約方法＞
代理店様専用ＷＥＢサイトよりご予約ください。

３

ＪＲ利用ダイナミックパッケージ商品（ＤＰ商品）

をご予約いただくＷＥＢサイトはこちらです。

☆今回はこちらのＷＥＢサイトの操作方法について説明致します。

船舶利用商品・スキー商品はこちらのＷＥＢサイト

をご利用ください（今後、統合予定）。

https://agent.bigs.jp/

【参考】ダイナミックパッケージ商品以外のご予約は・・・

顧客サービスセンターでは新規予約・空席照会は受付しておりません。

4時～23時50分の間で

ご利用ＯＫ！

受託販売契約店様専用サイト という表記が目印です。

https://bigs.jp/agent_mypage_sys/login/



1.ログイン
①代理店様専用ＷＥＢサイトのログインページは…

https://bigs.jp/agent_mypage_sys/login/

☆左上に「受託販売契約店様専用サイト」の表示があります。

②ログインＩＤ・パスワードは全角英数文字で

ご入力下さい。

☆既にお持ちいただいているログインＩＤ・パスワードを

ご使用ください。

☆ご不明な場合は弊社営業担当社員または顧客サービスセンターに

お問い合わせください。

③ご担当者様名は全角カタカナでご入力下さい。

４

2.検索
ログイン後、画面の左上にある「ツアー検索・予約」

ボタンをクリックし、左図の画面を表示させてください。

旅行日程・参加人数・部屋数・宿泊地・乗車区間・時間帯

をご入力下さい（1回の操作で6名様まで予約可能）。

＜代理店様専用ＷＥＢサイト操作方法＞



④ 列車利用区間・利用時間帯の指定（往路・復路）

出発駅・到着駅をお選び下さい（※同一駅発着の利用となります）。

次に往路・復路それぞれの利用時間帯をご指定ください。

※利用時間帯の基準は出発時刻または到着時刻になっていますので、

ご指定の際にはご注意ください。 ５

① 旅行日程を指定

カレンダーマークをクリックし、ご旅行日程の出発日と帰着日を

ご指定下さい。

ただし、9月と10月を跨ぐ日程の新規予約はできませんので、

ご注意ください。

例）9月30日出発～10月1日帰着 → 予約不可

アレンジＯＫ！

② ご利用人数・部屋数を指定

ご利用人数とご希望の部屋数をご入力下さい。 1回の操作で6名様まで

予約可能です（7名様以上の場合は人数を分けて予約操作してください）。

③ 宿泊地を指定

連泊・転泊・不泊など

ご希望に応じて設定可能です。

ただし、最低1泊の利用が

条件となります。

旅行期間は

14日間までＯＫ！

ここをクリック！①

②

③

④



往路と復路のご希望列車を選択してください。

６

3.ご希望列車の空席照会・指定

右図の画面例では「発売前」なので、＊印の表示になっています。

① 限定列車の設定がある場合を除き、「通常の列車」ボタンを

クリックしてください。

➃ 空席状況の表示は下記の記号で表示されています。

➂ ご希望の座席をご指定ください。

操作方法は次ページをご参照ください。

⑤ 「列車に関するご注意・ご案内」を必ずご一読ください。

拡大版を次ページに掲載しましたので、ご参照ください。

② グリーン車をご希望の場合は

こちらをクリックし、選択して

ください。併せて、グリーン席

の差額が表示されます。



往路と復路のご希望の座席を選択し、ご入力ください。発売前と発売後では画面表示および入力方法が異なります。

７

4.座席指定方法

「列車に関するご注意・ご案内」 ★ご予約操作時には、必ず、ご一読ください★

【発売前】 【発売後】

座席位置のみのご希望と

なります。

必ずしもご希望どおりの

手配にならない場合も

ありますので、お客様

へのご案内には、ご注意

ください。

ご希望の号車を選択すると

座席表が表示されますので、

ご希望の座席をご指定くだ

さい。



８

① 宿泊施設の指定

この画面に表示される宿泊施設は空室がある施設です。

右下にある「選択」ボタンをクリックして指定してください。

5.宿泊施設の指定

② 宿泊施設の指定

部屋ごとの宿泊人数を入力し、ＯＫボタンをクリックして

ください。



９

6.ご希望列車の追加 ② ご希望列車の追加

「希望列車を追加」ボタンをクリック

して、往復ともに第２希望・第３希望

の列車を選択してください。

① 「ご選択内容の確認・変更」画面

指定席券発売前（乗車日の１カ月前）

であれば、ご希望列車の追加ができます。

宿泊先・部屋数などを入力し、次のペー

ジに進むと「ご選択内容の確認・変更」

と表示された画面になり、第１希望の

列車や宿泊施設などが表示されます。



１０

7.レンタカーの追加

① オプションの指定

「ご選択内容の確認・変更」画面でレンタカーなどオプションを

追加することができます。

② 利用内容の入力

例えば、レンタカーの場合は・・・、

・貸出日時

・貸出場所

・返却日時

・返却場所

・クラス

・台数

・利用設備

などを入力してください。

ご希望のオプションを選択してください。

必ず、ご入力内容をご確認下さい。



１１

8.その他の詳細を確認
① お支払い方法

ご契約販売店様からのご予約の場合、旅行代金のお支払いは

クレジットカード決済・銀行振り込みのいずれかとなります。

精算方法の詳細は26～２８ページをご覧ください。
ご契約販売店様からのご予約

の場合は請求書に記載されて

いる入金期限日までに、全額

決済してください。

コンビニエンスストア決済は

現在、ご利用できません。

ご契約販売店様からのご予約

の場合は請求書に記載されて

いる弊社指定の銀行口座に

全額をご入金ください。

※直販用サイトのご案内文がシステム上、連動して表示されています。



１２

② ご予約の取消方法・取消料

☆ご予約の取消はサイト上でオンラインキャンセルできます。

（出発案内書の発行前に限ります）

☆取消操作方法は25ページをご参照ください。

☆出発案内書の発送後は顧客サービスセンターにて取消対応します。

ＤＰ商品は

ご予約内容の変更

はできません。

旅行内容の一部の変更であっても

予約記録全体に取消料がかかります。

【重要】



１３

③ 各種ご案内

これらの事項に関しては取扱方法などを予告なく変更することが

ありますので、 ご予約操作時に必ずご確認ください。



１４

「予約手続きへ進む」をクリックして

「お客様情報の入力」に進んでください。

9.予約手続きへ進む 10.お客様情報の入力
画面中の案内に従い、お客様情報を入力してください。

出発案内書の発送が

ある場合、

代表者のご住所を

入力された場合は

代表者ご自宅へ、

入力しない場合は

販売店様へ発送され

ます。

重要！

ご入力後、「お申込み

内容の確認に進む」

ボタンをクリックして

ください。



１５

ご入力されたお客様情報をご確認ください。

その後、「選択内容を表示する」をクリックしてください。

11.お申込み内容の確認

続いて、選択内容を
ご確認ください。



１６

取引条件説明書（旅行条件書面）のＰＤＦデータを

「ダウンロードする」または「メールで受け取る」

を選択してください。

※メールのご利用は弊社にメールアドレスを届け出ている場合に限ります。

この書面にはご予約内容や旅行代金明細の他、

取消料など重要な内容が記載されていますので、

必ず、お客様にお渡しください。

12.取引条件説明書の交付



１７



１８

13.個人情報提供の同意
旅行手配に必要な場合はお客様の個人情報を運送・

宿泊機関・保険会社などに提供させていただきます。

個人情報提供の同意をお客様から得て、チェックした後、

「予約する」ボタンをクリックしてください。



１９

14.ご予約操作完了
一連のご予約操作が完了すると、ご予約内容の照会番号や

取消料の詳細が表示されます。

ご予約内容の照会番号は

こちらに表示されます。

ここをクリック
すると、取消料
のご案内が表示
されます。

出発案内書の発送予定日をご確認ください。
なお、出発日の７日前を過ぎてからご予約された場合は電子メール
にて出発案内書の内容をお送りします。

☆電子メールの送信は弊社にメールアドレスを届け出ている場合に限ります。
届け出が不明な場合は営業担当社員または顧客サービスセンターにお問い合わせ
ください。

＜出発案内書の発送＞



２０

15.ご予約記録の照会

メニューページよりご予約済みの記録を照会できます。

①「予約照会」ボタンをクリックすると右の画面が表示

されます。

↓

② 照会番号欄に照会番号を入力してください。

照会番号が不明な場合は出発日や代表者名などで

ご予約記録を検索できます。

↓

③ ご予約記録が表示されます。

照会番号がA5-000073の場合、
右のようにご入力ください。 A5 000073



２１

16.各種案内の確認
ご予約記録の照会画面でさまざまな案内内容の確認ができます。

左右端にある「＜」のマークや「＞」のマークをクリックし、

左右にスライドさせて、ご覧になりたい項目をお選びください。

これらをクリック
すると、予約内容
を確認できます。



２２

17.きっぷの受け取り
ＪＲきっぷはＱＲコードを使用して受け取ることができます。

きっぷの受け取りはツアー出発駅を管轄するＪＲ各社エリア内の

駅に設置されている指定席券売機のみ利用可能です。

【きっぷの受け取り】

弊社では、ご乗車当日の混雑など何らかの事由により、

ご利用列車に乗り遅れることを防ぐため、ご乗車日の前日までに

「指定席券売機」にて発券しておくことを推奨しています。

重要！

指定席券売機の詳しい操作方法は
こちらをクリックしてご確認ください。
※画面コピーを２９～３０ページに掲載しています。

18.出発案内書の確認

出発案内書を発送する場合はご出発日の7日前頃になります。

発送先は基本設定は販売店様宛てになっていますが、お客様情報欄に

ご代表者の住所が入力されている場合はご代表者のご自宅に直送します。

★ 出発日の７日前より受け取り可能 ★



２３

19.ご予約後のレンタカー追加

① 予約記録の検索

メニューページの「予約照会」をクリックして予約照会画面を
表示させ、照会番号を入力し、予約記録を検索してください。

検索後、「検索」ボタンの下に該当する予約記録が表示されます
ので、照会番号をクリックしてください。

ご予約後もレンタカーの追加操作が可能です。

② レンタカーの追加

「ご予約内容の確認」ページ
をクリックすると、右の画面
が表示されますので、
「レンタカー追加」ボタンを
クリックしてください。

③ 営業所・車種を指定

表示される画面の指示に従いながら、配車・返車の営業所や時間、
クラスなどをご指定ください。

④ 追加完了

「レンタカー追加が成功しました」
の表示が出ましたら、操作完了です。



２４

20.レンタカーの取消

① 取消する場合

顧客サービスセンターにご連絡いただき、取消してください。

☆代理店様専用ＷＥＢサイト上では、レンタカーのみの取消操作はできません。

② 台数を減らす・利用日やクラスを変更する場合

まず、顧客サービスセンターにご連絡いただき、取消してください。

その後、再度、２３ページ記載の操作方法にて再予約してください。

☆顧客サービスセンターでは取消処理は可能ですが、予約操作はできません。

③ 台数を増やす場合

23ページ記載の操作方法にてレンタカーの予約記録をさらに追加してください。

☆顧客サービスセンターでは予約操作はできません。

④ 配返車場所・時間を変更する場合

顧客サービスセンターにご連絡ください。

☆代理店様専用ＷＥＢサイト上では変更できません。

※その他のオプション含む



２５

21.オンラインキャンセル
ご予約記録の照会画面でオンラインキャンセル操作ができます。

※出発案内書発送後の取消はオンラインキャンセルできませんので、
顧客サービスセンターにご連絡ください。

【操作方法】

➀ ２０ページ記載「ご予約記録の照会」の操作方法で該当する
予約記録を表示してください。

② 「予約照会」ページ内にあるオンラインキャンセルのページを
クリックしてください。

↓
➂ 取消料が表示されますので、必ず、お客様に発生する取消料を
ご案内ください。

↓
➃「オンラインキャンセル」ボタンをクリックし、取消操作を
行なってください。

↓
⑤ 取消操作完了
＜クレジットカードで決済していただいていた場合＞
旅行代金総額より取消料を差し引いた金額を決済していただき
ましたクレジットカードに返金します。
※クレジットカード会社の締め日により、返金が翌月または
翌々月になる場合があります。

＜銀行振り込みでご入金していただいていた場合＞
旅行代金総額より取消料を差し引いた金額を販売店様ご指定の
銀行口座に返金します。



28

２６

22.請求書のダウンロード

当サイトのメニューページにある「請求書ＤＬ」ボタンを

クリックし、請求書をダウンロードし、保存してください。

※電子帳簿保存法の改正により、電子取引における電子データ保存が義務化されました。

詳細は国税庁ホームページにてご確認ください。

➀「請求書ＤＬ」ボタンをクリックすると
下記の画面が表示されます。

➁「ＰＤＦ」
ボタンを
クリックすると
請求書データが
表示されますの
で、必ずデータ
保存してくださ
い。

※精算済みの予約記録の請求書データは表示されません。
精算する前にデータ保存してください。
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２７

23.精算方法＜出発前精算契約の場合＞ クレジットカード決済
の場合は、こちらの
ボタンをクリックして
ください。

「支払確定ボタン」をクリック
したら、決済完了です。

カード情報をご入力ください。

精算方法は下記の2パターンあります。

いずれの方法も出発日の前日から起算して14日前

が精算期限になります。

出発日の14日前を過ぎた新規予約の場合は

予約日の翌日が精算期限になります。

Ａ．クレジットカード決済

お手持ちのクレジットカードを利用して決済できます。

右記の手順に従って決済を完了してください。

全額一括決済になります。

Ｂ．銀行振り込み

銀行振り込みの場合は選択ボタンはありませんので、

請求書に記載されている当社指定の銀行口座に

全額を一括でお振り込みください。

出発日の前日から起算して20日前に請求書データが

ＷＥＢサイト上に生成されますので、保存してください。
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２８

24.精算方法＜出発後精算契約の場合＞ クレジットカード決済
の場合は、こちらのボ
タンをクリックしてく
ださい。

「支払確定ボタン」をクリック
したら、決済完了です。

カード情報をご入力ください。

出発後精算契約の場合は以下の精算方法になります。

Ａ．クレジットカード決済

お手持ちのクレジットカードを利用して決済できます。

右記の手順に従って決済を完了してください。

Ｂ．銀行振り込み

銀行振り込みの場合は選択ボタンはありませんので、

請求書に記載されている当社指定の銀行口座に

お振り込みください。

募集型企画旅行取扱委託契約書（付属契約書含む）に

記載されている精算規定に従って精算をお済ませください。

① 契約書に定められた締め日の翌日に請求書データが

ＷＥＢサイト上に生成されますので、ダウンロードして

保存してください。

↓

② 同様にご精算につきましても契約書に定められた日

（請求書に記載）までに精算をお済ませください。



２９

25.ＪＲ券の受け取り操作方法
きっぷの受け取りはツアー出発駅を管轄するＪＲ各社エリア内の

駅に設置されている指定席券売機のみ利用可能です。

【きっぷの受け取り】

弊社では、ご乗車当日の混雑など何らかの事由により、

ご利用列車に乗り遅れることを防ぐため、ご乗車日の前日までに

「指定席券売機」にて発券しておくことを推奨しています。

★ 出発日の７日前より受け取り可能 ★



３０


