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入場券引換券付き

勧蓼酢‰
東京スカイツリー
公式キャラクター
⑥TOKY0－SKYTREE

お申し込みは
ご出発日の前日から

起算して10日前までOK！

107ギト5窟出発
出発日から最大8日間まで復路延長可能

北海道・東北・北陸
関西・神戸・伊丹

中四国・九州・沖縄発
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東京スカイツリ
ANAスカイ東リデーオリジナル

うまれたばしょ：とんがり塁
とくちょう：ステキな発見をできたり

うれしいことがあったりすると

あたまの塁が幸ラ幸うと光る

評しくは下記ホームページ
http：／／www．sorakara・Chan．jp／

東京スカイツリー

天望デッキ350m
・展望台

・レストラン

・カフェ

・オフィシャルショップ

rTHESKYTREESHOPj
・東京スカイツリー天望回廊

チケットカウンター

i
フロア350

⑥TOKYO－SKYTREE

入口フロア4F

出口フロア5F
・チケットカウンター

・オフィシャルショップ

rTHESKYTREESHOPj
・インフォメーション

カウンター

イ電）TOm0－5KYTREE

0羽田空港ANAFESl7Lお買い物券1，000円分

◎舟和本店「宇ようかん・あんこ玉詰合せ」
創業から変わらない素朴な甘みを生かした芋ようかんと、一口サイズのあんこを丸め、
まわりを寒天でくるんだつるっと口当たりの良いあんこ玉です。
※現地でANAスカイホリデークーポンをご提出のうえお引き換えください。

●利用可能時間：平日10：30～19：00、士9：30～20：00、日・祝日9：30～19：30　●定休日：なし

●アクセス：東武スカイツリーライン・地下鉄銀座線「浅草」駅徒歩約3分　●住所：東京都台東区浅草1－22－10／TEL：03・3842・2781

◎京急リムジンバス（スカイツリーシャトル㊥羽田空港線）
※ルートや時刻表についてはP．2を、利用時のご案内はP．9をご覧ください。

覇騨欝等騨粛剥き

妻＋垂＋フライト

0笹蒜盲もIan

・固
東京ディズニーリゾート㊥

・バークチケット

移動に便利なアクセスバス付き！
※それぞれ1匝】限りのご利用となります。
※同じバスに2回以上乗車できません。

羽田空港第2ターミナル／東京スカイツリータウン⑧／　　▼）－　　Y
東京ディズニーリゾート⑧間で利用可能！！　　蜘L

■東京ディズニーリゾート⑧・パ」クチケット料金（お一人様）

券　種 �大人 （18歳以上） �　中人 く中学生・高校生〉 （12－17歳） �小人 （小学生・幼児〉 （4～‖歳） �備　考 

1デーパスポート �6，200円 �5．300円 �4．100円 �・東京ディズニーランドまたは東京ディズニー シーを1日楽しめるチケットです。 

2デーパスポート �10．700円 �9，400円 �7，400円 �・乗京ディズニーランドまたは乗京ディズニーシーを 2日間たっぷり楽しめるお得なチケットです。 ・1日1パークのご利用となります。（1日で両方のパー クをご利用いただくことはできません。） 

その他パークチケットは、「あなたび」をご覧ください。

※パークチケットのご利用開始日とどちらのパークをご利用になるかツアーお申し込み時にお選びください。※パークチケット料金はご利

用開始日が毒準となります。※料金および券種等は予告なく変更になることがあります。※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ございます。※3歳以下のお子様は入園無料のためパ」クチケットの購入は不要です。

専用商品コードでの予約が必要となります。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をする」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。

東京スカイツリー⑧周辺・浅華
ランチやスイーツ・お土産・観光施設入場券・体験メニューなど
A・B・⊂3つのクーポンメニューからそれぞれ1つ選んで使える！！

ロ＋琶＋ロ
【利用できるメニューの一例】

Aクーポン

3つのクーポンで総額

3′000円～4．000円相当日

亡クーポン

★すみだ水族館r入場（大人・高校生）」　ぅ・☆水上バス「隅田川ライン片道乗車券」　☆浅草九重「できたてあげまんじゆう（4個）」
★東武ホテルレバント東京「ランチブッフ工」☆舟制本店rクリームあんみつ＋芋ようかん」食木村家本店「人形焼（8個袋入り）」

「「「
、十島音義十才賢ヰ

、　　　　　　　．＿＿－「　　　一一一1」、’4「．■■Lコ「　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　・二■：二＝二二　＿

ランチブッフ工（イメージ）　　　　　　水上バス「隅田川ライン」（イメージ） 木村豪本店「人形焼」（イメージ）



旅の作り方
ス盲プ

出発日を選ぼう！！

基本の旅行代金をチェック！

●カレンダーで出発日のアルファベット

を確認

●基本代金表からアルファベットと泊数、
1室あたりの利用人数を確紋

▼「章一

◎

行きたいコースが見つかったら…
3つのステップで予算をチェック！！

ホテルを選ぼう！！

ホテル追加代金と
その他の追加代金を
チェック！

★基本グループホテルは0円です。
「≒戸㌻

※その他の追加代金もご利用になる

場合は追加してください。

フライトを選ぼう！！

フライト追加代金を

チェック！

★基本フライトは0円です。【育

旅行代金合計

便利なアクセスバス
東京スカイツリータウゾや東京ディズニーリゾート㊥・羽臼空港へ快適・便利なバスを3種類ご用意しました。

¢京急リムジンバス（スカイツリーシャトル瀾田空港線）【所要時間＝約50分］　　　　　　肇戎逗議詔〉
ルート �時刻表（抜粋） ����ルート �時刻表（抜粋） 

l羽田空港第2タ一三封担」 　◆ l錬糸町駅側着順革のみ∴∵l l l東京スカイツリータウン（到着） �9：15 �10：10 �10：55 �12：05 �東京ス卿岡野‾（由発 ∵■紗＿腑・礪のみ 」レ ■Ⅷj覆t過iニーヨ1 �13：20 �14：20 �15：20 �16：20 

9：55 �10：50 �11：35 �12：55 ��13：30 �14：30 �15：30 �16：30 

10：05 �11：00 �11：45 �13：05 ��14：08 �15：08 �16：08 �17：08 

煩綴翫悸弊籾綽野郎膵描法覿相補瀾【所要時間：約55分］

ANAパス［所要時間‥約60～80分］

■2013年10月1日～2013年11月30日までの時刻表となります。

ルート �1便 �2便 �3便 �4便 �5便 �6便 �7便 �8便 �9便 �10便 �11唖‡ 

l東京ディズニーランド（出発）1 ■東京（出発） ■東京（出発） 駆匝▼ル（到着） �12：00 �13：00 �13：30 �14：00 �15：00 �15：30 �16：00 �16：30 �17：00 �17：30 �18：30L…、 

12：20 �13：20 �13：50 �14：20 �15：20 �15：50 �16：20 �16：50 �17：20 �17：50 �18：50　三， 

13：20 �14：20 �14：50　15：20 ��16：20 �16：50　17：20 ��17：50 �18：20 �18：50 �19：50　三」 

ィi／1より1便増僚ますます便利になります。‾■　漸要時間：約50～60分］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆川mtニ 

、■2013年12月1日～2014年5月13日までの時刻表となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犠遠望挙曇鱒； 



旅の作り方

邑程を選ぶ
1・2泊からお選びいただけます。

三．．．ご▲‘、

三i
二＿イトを選ふ
ご利用任を自由にお選びいただけます。
出発日から8日以内なら、帰りのフライトは何日
目でもご利用可能です。
※基本フライト以外をご利用の場合は、追加代金が必要となります。

プラ「十二本‾三・∴√－テ∴千二、＿・三∴ご・ご≡．・．、

ホテルを選ぶ
お気に入りのホテルをお選びいただけます。
1泊ずつホテルをお選びいただけます。
※基本グループホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要となります。

※1泊から2泊まで、何日目でもご利用可能です。（出発から7日以内）

昌男等の露テルタ叩豊を己、音ださい。

、喜烹扉罠カギ撃凹甘栗望茅野韓国何

日箇蓮見債券引換詩⑳別周囲を決める
下記東京スカイツリーのご案内をご覧ください。

3

牟予←幸掛率聖 、へ・・寺畔舞上

‾‾■1岬巧ラ二二㌧’－■－‾‾㌔正巳王’mrr‾‾‾hT■■1■■TT一’・’－¶7ゾーIJLLJゝ

E喜蒸罠藷紺野l排衰礪琵朝一ti
●出発空港：北海道発（新千歳・函館・旭川・帯広・釧路・女満別・根室中標津・

オホーツク紋別・稚内空港）／東北発（秋田・大館能代・庄内空港）／
北陸発（小松・富山・能登空港）／関西・神戸・伊丹空港発／中国発
（広島・岩国・岡山・山口宇部・鳥取・米子・萩石見空港）／出国発
（松山・高松・徳島・高知空港）／九州各地発（福岡・佐賀・大分・熊本・
長崎・宮崎・鹿児島空港）／沖縄発（那覇・宮古・石垣空港）

●設定期間：2013年10月1日～2014年5月6日の毎日出発

●食事条件：朝食付き（ただし、ご利用ホテルによっては朝・夕食付き
※詳しくは、各ご利用ホテルのご案内をご覧ください。）

●最少催行人員：2名（ただし、1名1室の設定があるホテルのみを利用する
場合は1名様となります。）

日程 �行　程 ���食事 

1 �匝童画十羽田空港第2ターミナル＝〈各自負担〉＝ホテル ��� 
小到着後フリータイム �東京スカイツリーをご希望日に 　お楽しみください � 

中日 �↑終日フリータイム �� �匝］ 

最終日 �◆出発までフリータイム ホテル＝く各自負担〉＝羽田空 �� �匝］ 
潜第2ターミナル十圏 

歴萱圏についてはお客様のご利用空港となります。
利用空港・路線・便についてはフライト情報ページをご覧ください。

東京スカイツリー天望デッキ臼杵≡≡ 誓矧換券の入場ど希望日をお申こ＼± 汽㍉∵ロ

東京スカイツリー天望デッキ（350m）のご案内
開放感のあるメイン展望台フロアに立つと、大パノラマが目の前に

広がります。東京を見下ろす美しい景色が楽しめるレストラン、気軽

に立ち寄れるカフェやオフィシャルショップなどが用意されています。

■営業時間：8：00～22：00（最終入場21：00）
営業時間が変更になる可能性がございます。

■差額代金（お一人様）

基本代金には東京スカイツリー尽天望デッキ（350m）日付指定入場券引換券の衆人代
金（柑歳以上）が富まれております。中泉・小人は基本代金より下記代金を減算≪ださ
い。（基本代金はP．‖～川をご覧≪ださし1）

※入場ご希望日をお申し出ください。
ただし、満員等の理由によりお受けできない場合がございます。

※入場指定日に4階チケットカウンター内日付指定券引換窓口でANAスカイホリデークー

ポンをご提出のうえ入場券に引き換えていただきます。
※見学に時間がかかる場合がございます。復路搭乗日にご予約の場合は余裕をもってご入場ください。
※東京スカイツリー天望回廊（450m）の入場券は東京スカイツリー天望デッキ（350m）で

別途購入が必要となります。

■アクセス：
・羽田空港から（京急線・都営浅草線直通「押上駅（スカイツリー前）」）
・東京駅から（」R総武線快速で「錦糸町駅」乗り換え・東京メトロ半蔵門線「押上駅（スカイツリー前）」）
・上野駅から（東京メトロ銀座線「浅草駅」乗り換え・東武スカイツリーライン1駅「とうきょうスカイツリー駅」）
・浅草駅から（東武スカイツリーライン1駅「とうきょうスカイツリー駅」または徒歩約15分）

■運営管理者：東武タワースカイツリー株式会社
※表示時間は乗車時間で、乗り換えに要する時間は含まれておりません。



東京スカイツリー公式キャラクター

勃卵将■浣慧禦下町うまれたばしょ：とお。海
チッペンペン

とくちょう：おじいちゃん　とくちょう：なかいまつ
だけど丁シャツの★マーク　毛とあたまについた★
がキュート　　　　　　　がチャームポイント

■r＿二二二二二1if」－

1　＝

東京スカイツリーのオフィ
シャルホテル。rとことん東京

スカイツリーを楽しみたいjと

無二加越嘩いうお客様にオススメです！

約1．5km先にそびえる「東京スカイツリー当
の眺望を楽しみながら、ゆったりとくつろげ
る心地よい空間がコンセプトのレストラン＆
バー。地上24階からの絶景とともに、至福の

ひと時をお過ごしくださいませ。

大人・中人・小人訝，3⑳⑳円

設定除外白：12／31～1／3

営業時間：17：30～21：30

産地にこだわった
食材を用い、旬の
素材と心を込めた
F和食料理jでのお
もてなしをご堪能
くださいませ。

卦汐‘訳柄舛瀞陸勤19：30～
東京スカイツリーまでさえぎるもののない窓側のお席を
ご用意しました。大切な人と大切な時間をここで…。

声＝・割l癌但二亘嘲19：30～
4名様まで利用できる東京スカイツリービューのテ・⊥ブル序を
ご用蕎しました。お友達やご家族でお楽し凱1ただけます。

ホテルからのおもてなし

ウェルカムシャンパン

（1杯）をご用意しました！

※ご希望によりソフトドリンクに

変更できます。

・こと深ノ▼＿1Lノ

下町浅草が一望できる地上
28階地下3楷建てのホテル。

r浅草も楽しみたいjという
お客様にオススメです！

庵泡竜閻塞

＿∴　′ノのI市‘亡

厳選素材をその場
でF焼く・揚げる・布
でる」。できたての
おいしさをご堪能
ください。

r東京スカイツリー■旦ほでの直綽距離約1．8k恥浅草寺の

向こうにそびえるr東京スカイツリー官は2即的＼らの眺望

を楽しみながら、気軽に味わえるブッフエレストラン。

胡座訊担野一秒コ糀蛸）
浅学の美しい夜景と東京ス
カイツリー各を両方お楽し
みいただける窓側最前列の
お席をご用意しました。

夢＝言明痘（担．頑二度か
ご家族またはお友達と気軽にご利

用いただけるお席です。東京スカイ

ツリーや浅草寺を一望できまれ

〈共通のご案内〉。天候により東京スカイツリーが見えない場合がございます。・ディナー付きプランはご宿泊日当日のみのご利用となります。・浅草ビューホテルのブッフ工は小学生未満無料となります。

ホテル予約とは別にディナー予約が必要となります。
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