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契約管理画面

 WEB上から新規予約がおとりできます。
 商品コード・日付を指定すると、在庫状況を確認できます。
 日付・行き先・交通手段を選択して一覧検索が可能です。
 前後７日間の空室状況を一覧で確認することが可能です。
 各種条件を指定し、お見積もりが可能です。

※下記の予約については代理店オンラインシステムではお受けできません。
予約センターまで、お問合せ下さい。

・同グループで、お部屋を５部屋以上ご希望の場合。
・２１名様以上の団体のお客様の場合。
・同グループ内で、プラン・泊数・交通手段の違うお客様がいる場合。

※リフト券不要の場合、キャンペーン割引の対象外となりますので、表示上の割引金額がパンフレットと違う場合がございます。
※パンフレットの部屋タイプとBtoBに表示される部屋タイプが違う場合がございます。

表示された部屋タイプは、空室通りおとり出来ます。表示がない場合はお電話にてお問い合わせ下さい。
例)7名以上1室という記載の場合、8名1室希望の場合は、要問合せ。

※同じお客様の重複予約はお断りしております。予めご了承ください。
※ 1つのPCで複数のプラウザ（もしくはタブ）を開いて同時に記録の作成はできません。
1つのコースの空き状況を確認しましたら、次の記録を作成するときは前回のページを消してから作業するようにお願いします。



０１.ログイン画面

【管理画面URL】
https://yoyaku.travel-
inn.co.jp/dom_tour_tin/tintour/agentlogin?ofc=05&grp=601&hmn=sbb&arr=zz&t_grp=401&t_trf=zzz&hcd=I1&br=5G

①ログインID 半角数字

②パスワード 半角英数字

ログインIDとパスワードを入力し、ログインボタンをクリックします。
IDとパスワードが認証されますと、管理画面に自動的に遷移します。
IDとパスワードが認証できない場合、このページのまま遷移しません。

【手仕舞い日】
夜発バスプラン 出発当日の15時まで

朝発バスプラン・マイカープラン 出発前日の18時まで

※約款を確認する（ご旅行条件書）と販売
マニュアルは、
PDFファイルでダウンロード・印刷可能で
す。

①
②

https://yoyaku.travel-inn.co.jp/dom_tour_tin/tintour/agentlogin?ofc=05&grp=601&hmn=sbb&arr=zz&t_grp=401&t_trf=zzz&hcd=I1&br=5G


０２.商品選択画面

選択した商品コードに該当するコースが一覧で表示され、前後１週間分
の在庫状況を確認することができます。
また、部屋タイプを選択すると、部屋タイプごとの空室を確認できます。
※バスの残数は、複数ある場合少ない方が表示されます。

①商品コード 商品コードを入力してください。
※商品コードは12桁を入力します。
※「-」などは入れないでください。

②出発日 出発日の西暦を入力してくださ
い。

【商品コードから商品を特定】

【日付・行き先・交通手段から商品を探す】

②出発日 出発日の西暦を入力してくだ
さい。

③行き先 ご希望のスキー場名を選択し
てください。

④交通手段 ご希望の交通手段を選択して
ください。

⑤部屋タイプ 部屋タイプを選択ください。

①
②
③
④

⑤



①ご参加人数 男性・女性・小人・バス利用幼児・幼児の内訳を入力します。

０３.人数入力画面

選択したツアーコード及びツアー名・旅行期間が表示されますので、ご確認ください。

①



①ご利用交通手段の選
択

ご希望のライナー便を選択して
ください。
設定がないライナーは「空席な
し」と表示されます。

②シャトルの選択及び
人数入力

ライナー便を選択するとシャト
ルの入力枠が表示されます。
各集合場所にご希望人数を選択
ください。

０４.ご利用交通手段選択画面

①

②



０５.ご利用ホテル選択画面

【ご利用ホテル選択】
①宿泊プランを見る 赤い【プランを見る】のボタンをクリックすると②の宿泊プランが表示されます。

②プランを選択 部屋ごとにチェックを入れます。
※プランの種類はグループで一つとなります。グループ内で別のプランを選択するとアラー
トが表示されます。

①

②



０６.オプション情報入力画面

【オプション情報入力】
①夕食オプション 夕食はグループで１つの選択となります。

②リフト券選択 ご希望ごとに選択をしてください。

①

②

※必須選択の項目を入力していない場合。次の画面に進めません。



０７.料金確認・代表者区分登録画面

【お申込者情報・代理店様情報】

①料金確認 料金内容を確認してください。

②代表者性
別選択

代表者の性別にチェックを入れてくださ
い。

①

②



０８.申込者情報画面①

【お申込者情報】

①代表者情
報入力

代表者の方の「氏名」・「性別」・「年
齢」・「電話」、「メールアドレス」を
入力します。
※代表者名の漢字入力は分からない場合
はカタカナでも問題ございません。
※JRプランのリクエスト及び伊豆諸島プ
ランのリクエストで、クーポンの送付先
をお客様送りにしたい場合は、住所もご
入力ください。

②入力反映
枠

①で入力した内容が反映されます。

③参加者情
報入力

代理店の、「名前」・「性別」・「年
齢」をご入力ください。性別は必須と
なっております。

①

②

③



０９.申込者情報画面②

【お申込者情報・代理店様情報】

①ご要望 お申込の方よりご要望があればご記入ください。
※直通バス+リフト券プランご予約の場合は、緊急連絡先としてお客様の宿泊先と宿泊先の電話番号を必ずご
入力ください。
宿泊先が決まっていない場合は、宿泊先未定と記載し後日予約センターまでご連絡ください。

②代理店情報 代理店の、「ご担当者名」・「メールアドレス」・「電話番号」を入力します。
全て必須事項となっております。



１０.確認画面

入力した情報と異なっていないか確認をい
たします。

入力内容に間違えが無ければ、一番最後の
上記内容を確認し、予約確定をするのボタ
ンをクリックしてください。

尚、こちらのボタンは２回以上連続でク
リックしないようにお願いいたします。



１１.完了画面

※予約番号を確認し、予約完了となります。

5G



予約照会画面

 予約の状況が確認できます。

 予約の取り消しができます。

 メールアドレスの登録ができます。



０１.予約一覧への遷移

代理店予約システムの画面の右上にある【予約一覧】のボタンをクリックすると、
別タブにて予約一覧検索の画面へと遷移します。



０２.予約照会検索機能

各項目より予約状況紹介をすることができます。
①予約番号 予約完了時の完了画面・返信メール記載の予約番号を入力します。※部分入力で検索可能

②出発日 出発の範囲を入力します。※入力枠をクリックするとカレンダーが表示されます。
入力例：いつからいつまで（１４年１２月１日～１４年１２月３１日）

指定の日付（１４年１２月７日～１４年１２月７日）→同日を入力
何日以降（１４年１２月７日～ 年 月 日）→指定日を前部に入力
何日以前（ 年 月 日～１４年１２月７日）→指定日を後部に入力

③代表者名 代表者名を入力します。（全角カナ入力）※部分入力で検索可能

④ステータス ステータスの状況で絞り込ます。RQ OK CX

⑤予約日 予約受付をした範囲を入力します。
入力例：いつからいつまで（１４年１２月１日～１４年１２月３１日）

指定の日付（１４年１２月７日～１４年１２月７日）→同日を入力
何日以降（１４年１２月７日～ 年 月 日）→指定日を前部に入力
何日以前（ 年 月 日～１４年１２月７日）→指定日を後部に入力

⑥連絡先 申込者の連絡先で検索が可能です。※部分入力で検索可能

①

②

③

④

⑤

⑥



０３.予約照会画面

【商品一覧】
指定した条件にあてはまる情報が、一覧で確認できます。 ※１ページ２０件の情報が掲載されます。
予約番号が発行された時点で予約は成立しております。STは弊社の予約センターが確認した上でOKに変更させていただきます。
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①往路・復路の希望時間を選択お願いいたします。
※希望便がある場合は、お客様情報を入力する備考にご入力ください。
※新幹線のチケットをお客様に直接発送希望の場合は、お客様のご住所を

必ずご入力ください。

ＪＲ発売前の日帰り・宿泊プラン

往路・復路それぞれの発売日に回答します。
※希望便・時間帯でお取りできた場合は、ＦＡＸにて回答させていただきます。
※希望に添えなかった場合は、メールにて代案と併せて回答させていただきます。

②新幹線の発着地はご利用オプションで選択してください。

ＢｔｏＢでの新幹線のリクエスト受付の場合、往復の新幹線
はリクエスト受付となりますが、宿の在庫は抑えられます。

受付の流れ

回答について

③リクエスト完了後にリクエスト番号が発行されます。
お電話のお問合せの際はリクエスト番号を伝えください。

◎便のリクエスト画面

◎発着地の選択枠



①往路・復路の希望時間を選択お願いいたします。
※希望便がある場合は、お客様情報を入力する備考にご入力ください。
※新幹線のチケットをお客様に直接発送希望の場合は、お客様のご住所を

必ずご入力ください。

ＪＲ発売後の日帰り・宿泊プラン

17時までの予約は、当日回答します。
17時以降の予約は、翌日12時までに回答します。
回答は、予約確認書のFAXを座席番号も記載してお送りする形
となりますが、ご希望通りお取りできなかった場合は、電話に
て代案提示します。

②新幹線の発着地はご利用オプションで選択してください。

新幹線が希望通りお取りできた場合、その時点で正式予約となります。

受付の流れ

回答について

③リクエスト完了後にリクエスト番号が発行されます。
お電話のお問合せの際はリクエスト番号を伝えください。

◎発着地の選択枠

◎便のリクエスト画面

◎発着地の選択枠



リクエスト番号を確認し、リクエスト受付は完了となります。
回答はリクエスト受付日から2日以内にさせていただきます。
「商品選択画面に戻る」をクリックすると、商品選択画面へ戻ります。

リクエスト受付完了画面

〇〇-〇〇〇〇〇〇
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