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より楽しめる！
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予約がおトク！
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ニ＿リゾート30周年“ザ・

海相ODiSn嘲匝nd

9／9－10／31

ハロウィーン一色に染まったパ」クで

は、ディズニーの仲間やおぼけといっ

しょに、パンプキンたちが、いたずら

心たっぷりにり＼ロウィーン・フェア」

を盛り上げるよ。新しいパレードや
かぼちゃでいっぱいのデコレーション

J　など、明るく楽しい東京ディズニー
キ　ランドのハロウィーンを遊びつくそうJ

酵
11′7－1を′℡5“ハピネス”を感じてください。

－．・．＿＿＿‖＿＿＿…．▼、

“ディズニー・サンタヴィレッジ”では、今年もディズニー

の仲間たちがエルフたちとクリスマスの準備に大忙し。

にぎやかなパレードやカラフルなデコレーションなど、

ファンタジックなクリスマスの世界で、夢いっぱいの

大好きなおじじ†ちゃんと、一日中いっしょにいられる。

さあ、世代をこ克て、豪族みんなで東京ディズニーリゾートへ。

3世代で楽しむ
東京ディズニー！
情報が満載ダ

チェック♂

3世代ファミリー向け

ホテルガイドや

1泊2日のモデルプランなど

役立つコンテンツが

いろいろ。
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ディズニーの仲間たちと過ごす

ハロウィーン、そしてクリスマス。

30周年ならではのハピネスに

あふれるひとときを、さあ、いっしょにJ

東京ディズニーリゾート30周年を記念しで■八ピネス州が写し

出せるスマートフォン専用のカメラアプリが登場。パークに

ちなんだ楽しいエフェクトを選んで、思い出の写真を最高の
一枚にしよう。パークでしか揺れない八ピネスいっぱいの写

真が楽しめる特別なエフェクトもあるよ！

東京テ■1’ユニーシー．スペシャルイベント

デ互ズ二一・ハロウ㌔・こぶ＿・
異国情緒あふれる東京ディズニーシーのハロウィーン。華やかな
コスチュームをまとったディズニーの仲間たちやユーモラスな

スケルトンといっしょに、年に一度のハロウィーンカーニバルを

思いっきり楽しみましょうJ

ディズニーの仲間たちの願いが込められたツリーやオブジェ、夜にはメディ

テレ一二アンハーバーに美しいクリスマスツリーが登場し、幻想的でロマン

ティックな雰囲気に包まれます。心温まる“ハピネス”にあふれる、30周年の

＝宅蒜忘去荒野

－ノー

057〇・00・8632（9：00－19：00）
※PHS・一部の1P電話・国際電話の方は045－330r5211

音声情報サービス

057〇・〇〇・3932（24時間）

駐車場およびお華でのアクセス情報

057〇・〇〇・3388（24時間）
※【音声情報サービス‖交通情報】は、「PHSおよび一部のIP電話・国際電話」からはこ利敵＼ただけま

せんのでご了承ください。※電話番号はおかけ間違いのないようにお願いいたします。※受付時間は予

告なく変更になることがあります。

；、憂さj　　※東京ディズニーリゾート内施設の運営ならびに休止状況につきましては、事前に東京ディズニー

リゾートオフィシャルウェブサイトでご確認ください。※日程によって休止、休演しているアトラクシ

ョン、エンターテイメントがありまも来園当日も天候その他の理由により、変更または休止になる場合

がありますと※イベントの期間名称・内容は予告なく変更になる場合があります。※写真イラストはイ
メージです。
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TOKYOI）ISNEYRESORT⑧INFORMATION

東京ディズニーランドホテル…R12　　東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ…P．13

ToKYO DISN EYSEA

N‖川・・Mll～．ヽ∴一′【・＼、

ディズニーアンバサダーホテル…R14

J翳箋盃蒜謎諾瓢讐讐詑諾㌫提議読な震5ツ

2「ディズニーアンバサダー㊥ホテル」から各パークへは「ディズニーリゾートクルー
ザー（無料シャトルバス）」をご利用いただけます。また、「東京ディズニーシー・ホ
テルミラコスタめ」r東京ディズニーランド＠ホテル」では、ご宿泊期間中「ディズニ
ーリゾートライン（モノレール）」に無料でご乗車いただける「フリーきつぶ」をご用

意しております。ご利用の場合は、「東京ディズニーリゾート・ウェルカムセンター」
2障ホテルサービスカウンターまたはホテルのキャストへお申し付けください。

3欝宗志蒜詣漂諾誌蒜蒜競蒜窟裟㌍芳禁詑
交換いたします。初日から2つのパークに入園でき自由に行き来できる「東京
ディズニーリゾート　マルチデーパスポートスペシャル」をお買い求めいただけ
ます。詳しくはホテルまでお問い合せください。

4／トクやボン・ヴォヤージュで購入されたおみやげをホテルまでお届けいたします。

5ご宿泊ゲスト限定のディズニーホテルオリジナル商品をご購入いただけます。

6票…メヒ穿完売；詔諾諾意謂警抜いるキャラクタ‾グッズや

7警詣缶詰㌫詣競訂誌鍔警浣謂警宗鑑
をお預かりし、ウェルカムセンター1階の引き渡しカウンターでお渡しする「ス
テーションデリバリーサービス（有料）」をご利用いただけます（受付時間7：00
～12：30※お引き取り時間は受付時間によって異なります）。

βホテル内で東京ディズニーリゾートの最新情報をご提供いたします0

ディズニーホテルでは、乗京ディズニーランドのメインエントランス中央部分を、“ディズ
ニーホテル宿泊者専用のエントランス”としてご用意しております。チェックイン時にお渡
しする通行書を、専用エントランスにいるキャストにご提示ください。

●パーク開園時から、メインエントランスの混雑が隋肖されるまでのご用意となります。
●チェックイン日を除く、宿泊滞在期間中にご利用いただけます。
●チェックイン当日、および特別営業時間帯はご利用いただけません。また、除外臼が生じる場合があります。

●夜間パスポートの入匪開始時刻や、年末年始などの特別営業時間帯は除きます。
※内容は変更になる場合がございます。

舌レストランでは、あらかじめ指定
した時間にご来店いただき、席が空
き次第優先的にご案内する「プライ
オリティ・シーテイングj（お席の優
先案内サービス）を行っておりま
す。受付は、チェックイン日の1カ月

前（前月の同日。前月に同じ臼がな
い場合、同月の1日。）より承ります。

＜対象レストラン＞
■ディズニーアンバサダーホテル

rシェフ・ミッキー」「花Hana」「エンパイア・グリル」

■東京ディズニーシ叫ホテルミラコスタ
rオチエ－アノjrシルクロードガーデンj

「ベッラヴィスタうウンジ」
■乗京ディズニーランドホテル

「シャーウッドガーデン・レストラン」rカンナ」
※席を確保しておく「予約」とは異なり、混雑時には待ち時間が発生する可能性もあります。※定
員になり次第、受付を終了させていただきます。※「シェフ・ミッキー」での朝食のご利用は、ディ
ズニーアンバサダーホテルにご宿泊のゲストに限らせていただきますや

東京デイズニ1リゾート総合予約センター0570・05・1118 
※PHS・一部のけ電話・国際電話をご利用の方は045－683－3333（受付時間9：00－18：00） 

3 ※除外日が生じる場合があります。

ディズニーホテルでは、通常チェックインを開始
する15時よりも前にご宿泊のお手続きを済ませ
ることのできる“プリチェックイゾを行っており
ます。事前にルームキーをお渡しし、お預かりし
たお荷物を客室へお運びいたします。15時以降
に再度ホテルでお手続きをする必要がございま
せんので、パークなどを満喫されたあとは、その
まま客室へお越しいただけます。
受付：①各ディズニーホテルのフロントおよびレセプション

ご宿泊当日の7：00－13：00

①懐京ディズニーリゾートウェルカムセンター」
2帽ホテルサービスカウンター
ご宿泊当日の7：30～16：00

その他：客室には柑暗30分からお入りいただけます。
※場合によってはプリチェックインをお受けできないことが
ございます。※内容は変更になる場合がございます。

■■姻■ヨ■■東京ディズニーランド側に位置しています0

－－王捌旧■■　ホテルメインエントランス側に位置しています0

※各カテゴリーの位置をお伝えするものであり、客室の異体的な眺望や位置、
階数のご指定を承ることはできません。あらかじめご了承ください。

癒療恵／竿雫警㌣∵
※客室サイドの説明は外装のスタイルと雰囲気をお伝

えするもので、客室からの眺望をお約束するものでは
ありません。客室の具体的な位置や階数の指定を承
ることはできませんので、あらかじめご了承ください。

東京ディズニーシーのエントランスやホ
テルのエントランス側に位置しており、イ
タリア北部のトスカーナ地方の素朴でお
だやかな雰囲気が漂います。

ヴェネツィア・サイド

東京ディズニーシーの運河の街「パラッ
ツオ・カナルjやホテルのスパ＆プール「テ
ルメ・ヴェネツィア」側に位置しており、田
マンティツクな雰囲気をお楽しみいただ
けます。

ボルトパラディーゾ・サイド

東京ディズニーシーの「メディテレ一二
アンハーバーJにある港町「ボルトパラ
ディーゾ」側に位置しており、あたたかな
雰図気と活気に包まれています。
（ピアッツァビュー）
ボルト・パラデイーゾの広場や街並みを
ご覧いただくことができます。



東京ディズニーリゾ十・インフォメーション来サ　雫芸猛悪忘滞悪さ造語詣品㌶器妄言こ言孟需品班讐聖
リゾート・オフィシャルウ＝ブサイト（www・tOkyodisneYreSOrt．CO．jp）でこ確認ください。

東京ディズニーリゾートマップ

暮ホテルオークラ戻京ベイ……………P．15
暮棄京ベイ舞浜ホテル………………・P．17

■シェラトンヴランデ小一キョーベイ埴テル…‥P．79

』「東京ディズニーリゾート・オフィシャル
ホテル」にご宿泊のお客様は、各ホテル
とディズニーリゾートライン（モノレー

ル）のベイサイド・ステーションを結ぶ

「ディズニーリゾートクルーザー（無料
シャトルバス）」をこ利用いただけます。

※写真のタイプのバスにご乗車
いただけない場合もございます。

1東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート……P－16

匹ヒルトン真宗ベイ　……………………P．18

■サンルートプラザ裏京………………‥P．20

2要荒篇謡詰罵蒜靂投竺
リゾートウエルカムセンター」1階ホテルサービスカウン

ターにてお買い求めいただけるほか、旅行会社の観光

券（入場予約券）をパークチケットに交換いたします。

封嵩談裏表㌫嵩憲豊富㌶記冨
す。チェックアウト時にはお荷物をお預かりし、ウェ
ルカムセンター1階の引き渡しカウンターでお渡
しする「ステーションデリバリーサービス（有料）」を
ご利用いただけます（受付時間7：00－12：30※お

引き取り時間は受付時間によって異なります）。

4墓設鵠言募ヒ㌫電磁芸は蒜版

方ホテル内で東京ディズニーリゾートの最新情
報をご提供いたします。

東京ディズニーリゾートを
ぐるっと一周！

P一丁†ナ▲－－一一一ノ（＿丁－‾　■・・一・一■－∵二・二」＿、－二‾■

東京ディズニーリゾートウエルカムセンター（イメージ）

●東京ディズニーリゾート内各施設の総合案内

●バケーションパッケージ・キットの受け渡し
●バケーションプランナー（混雑のため、お待ちいただく場合がございます）

ディズニーホテルに宿泊されるゲストの皆様に各種サービスを行っています。

●観光券の引換（10／1より受付時間：16：00まで）

●プリチェックイン（受付時間：16：00まで）
※客室への入室は16：30以降となります。※受付はご宿泊当日のみとなります。

※場合により、プリチェックインをお受けできないことがございまも

あらかじめご了承ください。

●バゲッジデリバリーサービス（受付時間：16：00まで）

カウンター設置ホテル：

ディズニーアンバサダー⑧ホテル／東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ⑧／

東京ディズニーランド⑧ホテル

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルに宿泊されるゲストの皆様に各種サー
ビスを行っています。

●観光券の引換

●バゲッジデノバリーサービス

カウンター設置ホテル：
サンルートプラザ東京／東京ベイ舞浜ホテル／東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート／
ヒルトン東京ベイ／ホテルオークラ東京ベイ／シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

●ステーションデリバリーサービス※有料（引き渡し時間13：00～19：00）

カウンター設置ホテル：

ディズニーホテル／東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル

■パーム＆プアウンテンテラスホテルh…P．21
■三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ…・P，23

Jrパートナーホテル・シャトル」（専用
シャトルバス）で東京ディズニーリ
ゾートまで約15分。各ホテルと各
パークを常時往復運行しています。
（予約不要／無料）

／マートナーホテル・シャトル　⑥DISney（イメージ）

※写真のタイプのバスにご乗車いただけ
ない場合もございます。

パークやホテルなどに隣接する4つの駅を結ぶ、移動に便利な

モノレールでもミッキー型の窓や黒革など遊び心がいっぱい！

※4分～13分間隔で運転いたします。（季節や時間帯によって異なります）

医者組蛋コ＿さ

垂声勲不言ニリゾート・●JR舞浜駅ウニ空竺二三二亘逆事

ズニーランド∴

■オリエンタルホテル東京ベイ……・P．22
■ホテル二三オン東京ベイ……。…‥P．24

2六三甥認諾払警罠禦）を

3＄ヲ博吉ヲ疋言諸宗芹吉富
キャラクターグッズをお買い求めい

4男警警讐訂㌫誓浣J宍
リーサービスカウンターでお預かりし
たお荷物をホテルまでお届けいたし
ます。
受付時間（バークの開園1時間前～
15：00）（有料）

5詣装露語誹㌫岩●卜

I・　諷甲
Rff○RT■l〃f

普通乗車券：最長1周まで乗車できるきっぷ（途中下車前途無効／当日限り有効）
フリーきっぷ：購入日から指定された日数の間、乗り降り自由な乗車券
回数乗車券：10枚分の金額で普通乗車券11枚がセットになったお得なきっぷ（3ケ月間有効）

リゾ｛ゲートウェイ・ステーション※漂莞慧慧霊溜㌫こ
／　　　　仏1ノヽ

東京ディズニー　P汀aPa、l〔0〔A、はやかけん、
シー．ステ＿ション　nlmO〔a、SUGO〔A）がご利用いた

だけます。
※ペットを連れてご乗車の際に
は、専用のキャリーケースをご
用意ください。

※詳しくはオフィシャルウェブサイ
トをご覧ください。

●料金表　　※2013年6月1日現在

おとな �こども 

（中学生以上 �（小学生） 

普通乗車券（均一） �250円 �130円 

1日フリーきっぷ �650円 �330円 

2日フリーきっぷ �800円 �400円 

3日フリーきっぷ �1．100円 �550円 

4日フリーきっぷ �1，400円 �700円 

硯乗車券（1慨セット �2，500円 �1，300円 
4



㊥葱あ串恵淡路義軍一縛慕ポー転
酷烈踊謝割■■2014年1／6（月）～3／14（金）

期間中「薫買ディズニーランド」またはr責京ディズニーシーjを1日楽しめるチケットです。

大学・大学院・短大・専門学生（18歳以上）

5．200円（通常料金6．200円） 4．600円（通常料金5．300円）

抑塾∴ロ
※ご購入およびご来園時には、「入園きれるご本人の学生証」をご提示いただきます。

虹■iヨ迂定　　　　　　　　　　　ロ手中ンパフヱデーパフ．ボート丘

追加貝永さ机る場合　　　　　　追加隋鬼畜釣る場合

販売店の皆様 �＿彊■予約の際、必ず学生証の確認をし、専用商 �晶コードでご り付をする」、 ル商品の追 ださい。 
予約くださ 「予約の記． 加をする」 �い。また、追加購入時の予約操作は、「旅客の 

録に他の操作をする」を登録した後に「オブショ 
ご指定いただき、対象の券種を選んでご予約く 

革＝琴琴・慧萱冒i≧警
ニーリゾート㊥・パークチケット料金

旦蠍壁三空聖二確約璽墾姦鮎
東京ディズニーランドおよび東京ディズニー
シーの入園口付近にある「チケットブース」に
て旅行会社発行の東京ディズニーリゾート観
光尊をパークチケットにお引き換え≪ださい。

＝・・∵∴　‾　　■■・・ニ利用開始日と

●パークチケット料金はご利用開始日が基準となります。
●料金および券種等は予告なく変更することがあります。
●［マルチデーパスポート］は連続でのご利用に限ります。
●3歳以下のお子様は入園無料のためパークチケットの購入は不要でも
●アトラクションの運営およびエンターテイメントプログラム
の開催は予告なく中止になる場合があります。

■封 �遊説砲艦瀧偏■パスポートの予約操作は「旅客の割付をする」、「予約 の記録に他の操作をする」を登録した後に「オプショナル商品の追加 

する」をご指定いただき、ご希望の券種を選んでご予約ください。 

平日は、おとな同士でディズニーしませんか。

4歳以上限定45PLUSパスポート
5．500円（1デーパスポート通常料金6．200円）

旺国師年4即日偶卜罰1峰椰1日姻）岬日は・日・初を除く）

おとなならではのパークの楽しみ方をお届けする山ディズニーのおとな肝では、

45昆以上の方限定のお得な「45PLUSパスポート躇販売。

ディズニーホテルのレストランで限定スペシャルメニュー（有料）を

お乗し机lただける1デーパスポートで、素敵なひとときをお過ごしください。

※ご購入およびご来園時には、「入園きれるご本人の年齢を確認できる書軌を

ご糧示いただきまも
※12／20～1乃はスペシャルメニューをご利用いただけませんのでご了承ください。

∃訂qE■盗望望退塾　盟監
www．tOkyodisneyresort

▼・■し‾∴一、二・十一戸テル、

二■二∴ミニ■∴Y二一一・i，十、－トノ∵て′・，二・1ノ巨■ミ・テJ≡・：二㌔十し∴11二

」R舞浜駅前「東京ディズニーリゾート・ウェルカムセンター」内、ディズニー‡
ホテルおよびオフィシャルホテル各窓口においても、旅行会社発行の東京…
ディズニーリゾート観光券をパークチケットにお引き換えいただけ雷も　…
※営業時間はご確認ください。

二手∴二一一：ミ：山・Jト∴∴，三二・■－．∵1－十‾－1；∴‘1－．丁∴・汗∴∴上
‾：●十二てこ■∴‾・こ1l．享†‥一上り十十十一万千′三十十ご＿き．．∵．言．1、．

宿泊ホテルベルデスク（またはフロント）窓口においても、
旅行会社発行の東京ディズニーリゾート観光券をパークチ
ケットにお引き換えいただけます云



∝粉感触描寄鞄出盛郷電動、卿勤が攣攣
60歳以上のお客様限定

羽田空港へ到着したらすぐに目的地へ行き
たい。「でも、荷物が重くて…」というお困り
のあなたに代わってご宿泊のホテルまで手
荷物を配送するサービスです。

■ご注意事項　※12：30までに羽田空港到着便をご利用され、13：00
までに羽田空港第2旅客ターミナル到着ロビー内「日本通運宅配カウ
ンター」で受付きれた方のご利用に限ります。※各ホテルへの手荷物
の配送は、20：00までに行う予定ですが、交通事情などにより遅れる場
合もございますのでご了承ください。※大きさは縦・横・高さの和が
120cm以内、重量は30kgまでとなります。※ベビーカーは発送不可と
なります。　　　　　　　　■運営管理者：日本通運（株）

出発前に必ずご予約ください。

旅行代金に含まれております。

ステイプラン ディズニーホテル、東京デイ ニーリゾート・オフィシャルホテル コース隙定

●フォトブックって伺？

自分で撮影した写真をつかって「自分だけの本格

的な本掩簡単に楽しくつくることができます。
●どうやって作るの？
お申し込みに必要な「クーポンコードjをお
渡しいたします。24時間どこからでもイン
ターネット上で編集・注文が可能です。

●どれくらいで完成するの？
ご注文から7～10日で届きます。

完成した作品は、ギャラリーに公開したり、友達
に見せたり、いろいろなかたちで睾しめます。

【rフォトブック申し込み案内書」の受け取りについて】
羽田空港到着ロビー内、ANAスカイホリデーカウン
ターにて旅程表をご提示の上「フォトブック申し込み
案内書」をお受け取りください。
※受け取り忘れ、未使用の場合の払い戻しはございません。

L∴　＿＿＿畢

お客様の楽しい空の旅をANAがお手伝いします。
ANAグループでは、お手伝いを必要とされるお客様に、rANAらくのりサービス」をご提供しております。

iMコァ≡リー5く爪リ

かさなお子様連熊懇
甲をお声伝い

詳しくは・WWW・ana．⊂0．jp／rakunori／famj暮yをご覧くだ乱1。帥F職■・

おからだの不自由なお客様へ

妊娠中のお客様や、

赤ちゃん・小さな
お子様をお連れのお客様が

安心してご利用いただけるよう、

サポートをいたします。

ツアーアシストデスク

ぉからだの不自由なお客様で特別の配慮を必要とする方は、ご旅行お申し込み時に　　　　03－6251－8550

右記ツアーアシストデスクへお申し出ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　受付時間10：00～12：00／13：00～18：00

お伺いした内容に応じ、必要と思われる手配や注意事項のご案内をさせていただきます。　　（土・日・祝日および12／29～1／3を除く）

（例）・章いすをご利用の方への各種ご案内や空港車いすのご用意。※取扱旅行会社の方もお気軽にご相談くだ乱＼。
・バリアフリールームのご案内。　　　　　　　　　※旅行参加に際し介助をじれ、ただく方の
・福祉車両（レンタカー、介護タクシーなど）のご案内。　　同伴をお瓢、する場合がございまも

詳しくは、http：／／www．ana．⊂0．jp／travel／info／assist／をご覧ください。肋■・

羽田空港～東京ディズニーリゾー

ト間のリムジンバス・ANAバスは

車椅子ご利用のお客様も乗車が
可能です。「手動式H簡易電動式」

で折りたたみ可能な車椅子が搭載

可能です。サイズ等詳細はお申し
込み時にお問い合わせください。

スカイホリデーセンターまでご連絡くださ
い。尚、ご希望に添えない場合もございます。

お手　向けサ　ビユ・＿、言古圭一．言芦∵‾芋∵吉嵩言

莱音灘．．三富宇 �譲獲碑 ：鐸黙邦こ 弱が．＝⇒こ烹 �藩亭壷銀東野新字十千 �憲芦賃率 �筑頓班梢 �ノ不二1ビ：芯 ，・努澤 ．．司ご～ j � �識闘ぶ． 館鮮 �寵鞄便座 rJ �・・緑鮮紅 � � 
■：r頗ヱ′・r、㌢′チ・■禦岩 雄締汝牒銅線無雲・ 

喜東京デイズニづンド㊨ホテル � �S：身長80－100cm※チェックイン時 肌：身長100～120⊂mフロントで L：身長120－140cmお申し出くだ軋、。 �☆ （謝り �☆（2名分常備） それ以上必要な場合は、 チェックイン時に お申し出くだ乱1。 � �★ （1台常備） ※2台目以上 要予約 �★ �★ �★ �全室 �あり 

煙デイだ－シー・紆ルミラコスタ㊥ 

室料ズニーアン冊ダー㊥ホテル 
さ きホテルオ－クラ東京ベイ ま �● �★身長120cm（ゆかた）、身長80－100〔m、 120－140〔m（パジャマ） �★ �★21cm � � �★ �★ �★ �洗い場なし �ぁり　　署 

書顆べ憫尉庁ルクラ列ゾート �● �★身長110cm、140cm �★冊ット紺 �★19（m（1名分常備） � � �★ �★ �★ �洗い場なし �あり 

、東京ベイ舞浜ホテル �● �★身長100－115⊂m（上下セパレート）、 115－135cm（ワンピース） �★ �★20cm � � �★ �★ �★ �全室 �あり 

き きヒルトン東京ベイ �● �★身長120cm �★ �★20⊂m � � �★ �★ �★ �セレブリオ セレクトのみ �紙おむつ （Lサイズ）のみ 

琵シエラトン・グランデ・トキヨーペイ・ホテル �● �★身長120－130cm �★ �★20⊂m �、‾　ヽ � �★ �★舵‰ � �グランデ ルームのみ �あり 

サンルートプラザ東京 �● �★身長100～130〔m（憎は常軌130－155〔m �－ �★辺cm（2名分常備 � � �★ �★ �★ �全室 �あり 

蓬／トム＆プアウンテンテラス紆舶 �● �－ �★※3 �－ � �★‖台引離4 �－ �－ �★ �全室 �－ 

羞オリエンタルホテル頼ベイ �● �★身長120〔mベビーズ・キディスイートは 80～140〔m（10〔m毎）・（事前予約不可） �★ �★20⊂m � � �★ �★騒誌 �ー（諾計ト �約払ゐ �紙おむつのみ 
ミ 3三井ガ－デンホテルプラナ東京ベイ �● �★身長120⊂m �★ �★23cm � � �★ �★（窟クスは �★（紛クスは �全室 �－ 

きホテルエミオン東京ベイ �⑳ �★身長130⊂m、150cm �★ �★20⊂m � � �★ �★ �☆ �全室 �紙おむつのみ蔓 

※1数に限りがございまれ客室タイプにより設置できない場合がございまも※2ベビーベッドは1歳未満（サンルートプラ まで）までのご利用となりまれ※3ホテルロビーより必要分お持ちください。※42台目以上の追加は当日の回答となります パのサイズは2013年7月現在のサイズでも　闘闘■★ご希望の場合はスカイホリデーセンターまでご連絡く �������ザ東京は10ケ月まで、パーム＆フアウンテンテラスホテルは6ケ月 。※5当日回答となりますも※掲載の子供用パジャマ・スリツ ださい。71：二′ご希望の場合は代表者名で出発前予約が必要です。 
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7

ご出発日の前日から起算して　翌翳誓芳一

45日前までにお申し込みいただくと、

対象ホテルに応じて、

基本代金が割引になってとってもおトク！

対象ホテルはこのマークが目印ト

パークやディズニーホテルで

ショッピングやお食事に使えるギフトカード

◎　感戯蝕療付割∵‾
⑳塾鵬噛付き！

＜お受取場所＞※羽田空港到着ロビー内、ANAスカイホリデーカウンターにて 
旅程表をご提示のうえ、お受け取りください。 
＜注意事項＞※受け取り忘れの場合、払戻はございません。必ず上記場所にてお 
受け取りください。※施設によってはご利用いただけない場合があります。現地に 
てご確認ください。※本券は、現金および切手と交換はできません。 

■対象ホテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象ホテルはト

●ホテルオークラ東京ベイ　●東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート　このマークが
●東京ベイ舞浜ホテル　●オリエンタルホテル東京ベイ

〈共通注意事項〉※ご出発日の前日から起算して45日前までにご予約が確定した場合に適用となります⊃※45日前を切ってからのコース・出発日・ルームタイプの変更、ご参加の
お客様の交代・追加が発生した場合は対象外となります。※一部設定除外日があります。詳細は各ホテルページ（P．15～24）をご覧ください。

早トク45は商品コードが異なりますのでご注意ください。

■対象ホテル

●東京ディズニーランド㊥ホテル　●ディズニーアンバサダー㊥ホテル

●ホテルオークラ東京ベイ　●東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート

●東京ベイ舞浜ホテル　●ヒルトン東京ベイ

●シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

詳しくは各ホテルページをご覧ください。

※一部設定除外日があります。詳細はホテルページをご覧ください。

デラックスルーム
（2・3名1圭）へ

無料グレードアップ
※スーペリアルーム（2・3名1室）の

お客様が対象となります。
※設定除外日がございますも

下記◎～◎よりおひとつお選びください。

監莞空港より手ぶらでらくらく！

お客様のみ出発空港で預けた荷物を宿泊ホテル
まで配送いたしますこ

くご利用方法〉
※出発空港、手荷物カウンターにご出発の20分前までに

スカイホリデークーポンをご提出のうえ、ご利用ください。

く注意事項〉
※配送伝票はご利用当日お客様ご自身で記入をお願いしまも（配

達は当日18時～21時までにお届けいたします。配達時間は交通

事情などにより遅れる場合がございますのでご了承ください。）
※ご搭乗本人の取り扱いとなります。L運営管理者：ANAl

誉みやげが多くても安心！

ご自宅まで配達いたしまれ
〈ご利用方法〉
※羽田空港第2ターミナル、手荷物カウンターに

ご出発の20分前までにスカイホリデー
クーポンをご提出のうえ、ご利用ください。

く注意事項〉
※配達は翌日以降となります。
※ご搭乗本人の取り扱いとなります。
※配送可能区域：福岡県・佐賀県

l運営管理者：ANAl

◎こ宿泊挿ルでお附した榊を

ご自宅まで配達いたします。

〈ご利用方法〉
※各ホテルの宅配受付カウンターにて

旅程表をご提示のうえ、ご利用ください。
〈注意事項〉
※配達は翌日以降と

なります。

〈共通注意事項〉※現地合流プランのお客様は対象外となりま‾れ※ご利用にならなかった場合、払戻等の返金はございません。
※お荷物の種類・配送地域によってはお取り扱いできない場合もございます。荷物サイズ等詳細は旅程表にてご確認ください。


