
新宿御苑年間パスポート ご利用案内 

 

【受付時間】9 時から閉園の１時間前まで ※閉園時間は季節により変動あります。 

【受付場所】各券売所窓口 (新宿門、大木戸門、千駄ヶ谷門) 

【販売価格】大人 2,000 円 ※高校生 1,000 円 ※高校生は学生証をご提示ください。 
 

以下の事項に同意の上、お申込みください。 

・ 発行時に申込者ご本人の証明写真（顔写真）を撮影します。 

（顔正面の写真を撮影します。帽子・マスク・サングラス等の顔を覆うものは着用できません。） 

・ 有効期限は発行日より１年間です。なお、有効期限の最終日が休園日に当たる場合は直前の開園日まで有効です。 

・ 高校生用の有効期限は発行日より１年間または高校を卒業する月の末日のいずれか早い日までとなります。 

・ 購入後の払戻しや再発行はできません。また、盗難や紛失に関して当園は一切責任を持ちません。 

・ 年間パスポートを忘れた場合は入園できません。 

・ ご本人に限り有効です。他人に譲渡又は貸与することはできません。 

・ 不正行為、暴力行為、他のお客様への迷惑行為があった場合や、当園からの依頼に協力いただけなかった場合は、年

間パスポートの返却や退園を求める場合があります。その際の払戻しはいたしません。 

・ 天災発生などの当園の責に帰さない事由により開園時間の短縮や臨時閉園を行う場合がありますが、これによる有

効期限の延長や払戻しはいたしません。 

・ お申込みいただいたお客様の個人情報は年間パスポートの発行・管理にのみ使用し、当園の個人情報保護方針にの

っとり取り扱いいたします。また、法令などに基づき要請された場合を除き、第三者に提供またはその他の用途に

使用いたしません。 

・ 無料開園日は発行を休止します。その他の日においても発行を休止する場合があります。 
 

環境省 新宿御苑管理事務所 

 

新宿御苑年間パスポート申込書 

Shinjuku Gyoen National Garden Annual Passport Application Form 

 

・太枠内のみ記入してください。Please fill out the bold-outlined boxes. 

氏名(カタカナ) 

Name(Katakana) 

※カタカナでご記入ください。Please write in katakana. 

パスポート区分 

Passport type 

※どちらかを◯で囲んでください。Please circle one. 

一般 \2,000 

Adult       

高校生 \1,000 

High school students 

学年 

School year 

電話番号 

Phone Number 

 

生年月日 

Date of Birth 

西暦               年             月             日 

            Year      Month      Date 
 
発行：  月  日 □新宿門 □大木戸門 □千駄ヶ谷門 

          □入力済み   □引渡済み    

 

会員番号 No.           

□引換券対応 

□交 換 



 

Shinjuku Gyoen National Garden Annual Passport   

 
【Reception hours】9:00 a.m.- 1 hour before closing time (Depends on the season)  

【Locations】Shinjuku Gate, Okido Gate, Sendagaya Gate  

【Prices】Adults ¥2,000 High school students ¥1,000 

＊High school students are required to show a valid student ID. Please 
  

Please fill out the application form agreeing to the notes below.   

・When issuing a passport, the applicant’s photo will be taken. Those covering the face such as a hat, a mask or 

sunglasses cannot be worn.  

・The passport is valid for one year from the date of issue. If the garden is closed on the expiration date, the 

passport will be valid until the last opening day immediately before the expiration date. 

・For third-grade high school students, the expiration date will be the last day of the month of school graduation. 

・After the purchase, it cannot be refunded or reissued. We are not responsible for lost and stolen of the passport. 

・If you forget your annual passport, you will not be allowed to enter the park. 

・The passport can be used only by the person whose name appears on it and cannot be transferred to another person.  

・Visitors who engage in illegal or violent behavior, disturb other visitors, or disobey the park's instructions may 

have their passports confiscated and be asked to leave the park. No refunds will be made in such cases. 

・If the opening hours of the Park are reduced or the Park is closed due to a natural disaster or other force 

majeure, the validity period will not be extended and passports will not be refunded. 

・The personal information provided in this form will only be used to issue the Annual Passport and to manage 

your admission history, and will not be used for any other purpose. However, the information may be provided to a 

third party if the park deems it necessary for its safe management. 

・Passports will not be issued on free admission days. Passport issuance may also be suspended on other days for 

certain reasons. 
 

Shinjuku Gyoen National Garden Management Office, Ministry of the Environment 


