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！
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スプラッシュ・マウンテン

「フアストパス魯・チケット」付き！
いつでも好きな時間に、人気のアトラクションを少ない待ち時間で利用できる
「プアストパス・チケット」が付いているので、パークを効率よく楽しめます。
i！ディズニー・プアストパス対応アトラクションでご利用になれます（写真は一例です）。
㌘東京ティズニーシー「トイ・ストーリー・マニアl」および

東京ティズニーランド「スター一一・・ツアーズサアドへンチャーズ・コンティニュー」ではご利用いただけません。

エンターテイメントショーを

あらかじめ予約できる
プランも！

東京ディズニーランド、診

その日の気分でパークを選べる
特別なパスポート付き！

時間指定のない便利な

他では手に入らない
オリジナルクツズ

初日からどちらのパークにも自由に入園できる
「マルチデーパスポートスペシャル」と、
ディズニーリゾートラインの「フリーきつぶ」が
付いています。

食へ歩きも 十二

楽しめる！
得メニューは一例です。

東京ディズニーリゾート㈲マップ

東京ディズニーリゾート内施設およびパーク内の
アトラクションやエンターテイメント、その他の施
設が予告なく休止、または運営時間などが変更と
なる場合が掛ノます。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
（ww両OkyodiSneyreSO此0．jp）でこ確認ください。
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はご利用いただけません。また、除外日が生じる場合があります。）

ェックアウト時にはお荷物をお掛りし、ウェルカムセンター順
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
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ぶ要詣監壬志義認だ妄 ビス（有料）」をご利用いただけます（受付時間7＝00−12：30※お
やホテルオリジナルグッズをお凱1求
引き取り時間は受付時間によって異なります）0
めいただけます。
7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。

3パークやボン・勤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。

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uプリチェックイブを行ってお
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
②「東京ディズニーリゾート・ウェルカムセンター」2階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16時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。

各レストランでは、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」（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。前月に同じ日がない場合、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」
■東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「オチエ−アノ」「シルクロードガーデン」「ベッラヴィスタ・ラウンジ」
■東京ディズニーランドホテルrシャーウッドガーデン・レストラン」「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。

東京ディズニーリゾート総合予約センター0570・05・1118
※PHS・一部のIP電話・国際電話をご利用の方は045−683−3333（受付時間9：00〜18：00）
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ニーリゾートまで約15分。各ホテ
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●ショーの種頬・内容は予告なく変更になる場合もございます。ショー鑑賞時刻はお選びいただくことはできません。
ご出発当日に羽田空港第2ターミナル到着ロビー内ANAスカイホリデーカウンターでお渡しする券面にてご確認ください。
■F徒i）」はl芦■m罰コのお受け取りは、羽田空港第2ターミナル到
着ロビー内Ah肌スカイホリデーカウンター（最終便まで対応）となりまれ行程初日に
スカイホリデーク
■漂環諾詔■−ボンをご提出のうえ、必ずお受け取りください。※オリジナルグッズはパーク内指定箇所にてお引き換えください。〈受け取り忘れの場合〉各種チケットは翌日お受け取りいただけます
l■鮎塾i饗■『が、「パークチケット」および「ディズニーリゾートライン・フリーきっ′宗」が行程上、2日目以降のご利用となりますので、あらかじめご了承くだ乱＼。その場合でも払い戻しはございません。
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旅の作り方
プランを選ぼう！！

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！！

出発日を選ぼう日

基本の旅行代金をチェック！

フライト追加代金をチェック！

●カレンダーで出発日のアルファベットを確認

★基本フライトは0円です。

●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認
1｝r

▼

※ご利用の空港に発鞄追加代金がある場合は追加してください。

＝＝∴工． 蒜品

旅行代金合計

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jをご提供しております。

互NAコァ：リー5くれリ

小さ．■J・こげ．、∴〜

旅をお手伝い

詳しくは、www．ana．⊂0．jp／rakunori／familyをご覧ください。

おからだの不自由なお客様へ

■細長臓■一面翫諏

ツアーアシストデスク

蒜蒜蒜昌昌益も右横蒜蒜〉蒜蒜て蒜方は、こ漸亨お申し込み時に
右記ツアーアシストデスクへお申し出ください。

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0

03−6251−8550

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を隙く）

（例）・車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さい。
・バリアフリールームのご案内。
※旅行参加に際し介助をしていただく方の
・福祉車両（レンタカー、介護タクシーなど）のご案内。
同伴をお願いする場合がございまも
乱くは、http：／／www．ana．⊂Ojp／travel／info／assist／をご覧ください。t漸■ー

羽田空港〜乗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。r手動式」・

r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。

■マークのご案内※2013年6月現在の情報とな。ます。
※1ご利用料金については各宿泊施設にご確認ください。

回大網別圏諾別※1回禁煙ルーム※2
プール完備※3

匿協〜

感蔓琵琶津4艦遥沙汰5

■旅行代金について

※2出発前予約制となり、ルーム数に限りがあります。また、ルームタイプに指定がある場合がございま
す。ご予約時にお申し出ください。マ檎クがなくても設定がある施設もございます。ご利用希望の場
合はリクエスト対応となりますので、お問い合わせください。
※3屋内プールは時期により営業していない場合もございます。また施設により有料の場合もございます。
※4出発前にご予約が必要です。
※5出発前にご予約（有料）が必要です。

旅行代金とは「基本代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計を指します。
出発日凍」用人数・日程により旅行代金が異なります。各コース該当カレンダー記載のアルファベットをご参照のうえ、代金をご確認ください。小人代金は、1室に大人代金適用1
名様以上と同室の場合の旅行開始日当日を基準に、満4歳以上12歳未満のお子様に適用となります。12歳以上の小学生は中人代金適用、18歳の高校生は大人代金適用となり
ますのでご注意ください。またご旅行中にお客様のご都合で使用されなかったクーポン券頬の払戻はできません。

■お客様へのご案内
最少催行人員 特に記載のない限り2名標より催行となります。

お申し込み 特に記載のない限り2名様以上でお申し込みください。（また、お申し込み時に必要部屋数をお申し出ください。
ご出発日の前日から起算して10日前までご予約を承っております。（お申し込み内容の変更も10日前までとなります。）ただし、満席等の理由により受け付けができない場合がございます。
ご利用便 便名はご予約いただいた時点で決定いたしますが、ダイヤ変更に伴い便名・フライトスケジュールは変更となる場合がございます。その場合予定の日程を変更すること
もございます。券面に記載されている便以外はご利用いただけません。また、乗り遅れ（交通機関の渋滞等含む）による代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払戻はできませ
んのでご注意ください。また、代替交通手段についてもお客様自身での手配となります。※2歳のお子様がご参加で旅行中に3歳の誕生巳を迎えられる場合は、復路搭乗告に有効
な商品または航空券をお買い求めください。
宿泊施設 特に記載のない限り、客室の指定はできません。ルームタイプが または で表示されている場合、指定はできません。パンフレットに記載されている客室写真は一例と
なり、実際と異なる場合がございます。相部屋はお受けいたしておりません。特に記載のない限り、バス・トイレ付きとなります。
〈洋室〉宿泊施設により1室2名〜4名様でこ利用いただけます。特に記載のない限り2名1室はツインルームのこ利用となります。（3名〜4名1室でこ利用の場合はツイン＋エキストラベッドまたは、ソ

ファーベッド等となります。）パンフレット内の「ホテルからのおもてなし」は記載のない限り、滞在中1回のご利用となります。各宿泊施設チェックイン時にお申し出のうえご利用くださ
い。また、記載のおもてなしの内容は一部となる場合がございます。禁煙ルームの設定があるルームタイプは施設により異なります。
食事 パンフレットに記載されている料理写真と器は一例です。時期により変更となる場合がございます。食事内容は大人と小人では異なる場合がございます。
オプショナルプラン プランにより小人の対象年齢が異なります。3歳未満のお子様のご利用については、お問い合わせください。また、プランによって現地ではお申し込みいただ
けない場合もございます。
添乗員 特に記載のない限り添乗員は同行いたしませんので、ご旅行中の諸手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
その他 ツアー中、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日（これを当社では「無手配巳」といいます）については、当該日にお客様が被った損害について補償金は支払われません。

販売店の皆様へ
●田は情報ブック（A21nfoに掲載）に詳しい記載がございます。●臼はadamより行程案内書が印刷できます。
・l】のあるプランはスカイホリデークーポンが発券されます。
●オプショナルプラン・各種素材をご予約の際は、特に記載のない限りご利用日にてご予約ください。

