
ご利用ホテル ※特に記載のない限りバス・トイレ付き　※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。

adam上の地域名：錦糸町・南澤・荒縄町

●洋室（1－2名1室）
※全室禁煙となります。※2名1室は

ツイン・セミダブルルームよりお選びい

●洋室（1～4名1室）

●‘N14：00／

OUT12：00（通常日：00）

★羽臼空港から草で約40分

★黒雲讃緊要駅北長

戻スカイツリーまで1．5
▼てこTて∵：丁二、二二二二二二TW‾‾m【　　　　「

☆朝食を昼食に変更可能
立圭重責ルウオーター拉豊壌二A獲」劇」

●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常11：00）

★羽田空港から電車で約40分

★つくばエクスプレス
浅草駅B出口直結

★地下鉄田原町駅から
徒歩約7分 讐i弼・幸■

※宿泊除外巳（共漸：12／31、m　●洋室（2～3名1室）

東京スカイツリーまで約1．8km

∴・嘲良を昼尉こ翠更可能叶う～1ノ5除州

adam上の地域名：碗糸町・両国・東陽町

園
■　■　、■‾、‾‾‥、‾二二

■　　　　　　　　　卜、

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

OUT12：00（通常11℃0）

★羽臼空港から車で約60分
★都営大江戸線両国駅
Al出口から徒歩約1分

※宿泊除外日：1／5

謂讐警誓讐謂定）　：＼し′〈l　一ノー′　ノ、－」・　Plt．▲EL▼　＿＿＿

adam上の地域名●新宿

●洋室（1－3名1室）
■】■■■■脈⊂■⊆；盲ココ

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★羽田空港から車で約70分
★」R新宿駅南口から徒歩約3分
※宿泊除外自：12／31、1／1、1／10

回国　l棄鷲才誤電堅塁配当

に二二重責房獲姦云窮箋五二二コ
阜ミネラルウオータ二競翫詞

につき1本）　＿、、、▼＿＿▼＿

5

カジュアルツイン・セミダブル
ルーム（スカイツリービュー）

●洋室（1～2名1室）
※2名1室はカジュアルツイン・セミタブル

ルームよりお選びいただけます。

adam上の地域名●渋谷

田園園

●洋室デラックスツインルーム

（2－3名1室）

轟　三．朋．．云

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★羽田空港からパスで約60分

★JR・地下鉄・京王井の頭
線渋谷駅から徒歩約5分

※宿泊除外巳：12／31、1／1

1凋蛤を昼食に変更可能（12／20～12／24宿泊

除く・レストラン・メニュー開定）

●洋室（2～3名1室）門…瀾融毎夜毎払†rl■

☆ウェルカムドリンク付き
☆ロクシタンアメニティ7点セット付き（憎鳳こつ引㈲

●洋室（2～4名1室）※全室禁煙となります。
●lN㍑00（通常14：00）／0UT12月0（通常日：00）

☆ウエルカムドリンク付き（ソフトドリンク）

adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

●洋室デラックスルーム（1－3名1室）

※全室禁煙となります。
※1－2名1室はツイン・ダブル

よりお選びいただけます。
＝ニー　酌昭　□口　伝臨　厨臆旧

●1泊朝食付き
●IN15：00／OUT12：00

★羽田空港から車で約40分

★地下鉄三越前駅直結
★JR詔瀞から車で約3分（タクシー利用）

岩宿泊除外引2／31、1／1、4／ト5／12

☆フィットネスセンター利用可能

adam上の地域名：上野・浅草

●洋室（1～2名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／0UTlO：00

★羽田空港から電車で
約50分

★東京メトロ銀座線田原
町駅から徒歩的7分

★つくばエクスプレス浅
草駅から徒歩約2分

※宿泊除外日：12／29～

12／31

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTH：00

★羽田空港から車で約40分
★地下鉄錦糸町駅5番出

吐二　　二讐京スカイツリーまで1．5k
‾‾l二「‾「：㌻‾丁‾∵∵川‾‾▼1‾l‾▼日‾▲▼、▲■．■　■　　　．∴ヰ‾∵∵‾‾‾l二「‾「：㌻‾丁‾∵∵川‾‾▼1‾l‾▼日‾▲▼、▲■．

」二二二重意鮎痩法度衰運一一言掛LJ　∴」

喜☆ミネラルウオーター付き（お一人様1泊につ引本）喜
☆モーニングチョコレ」・付き（お一人様1泊につき1枚）喜

adam上の地域名錦糸町・両国・東陽町

［b H～3名1室
［d H～3名1室（スカイツリービュー）

●洋室（1～3名1室）
※2名1室はツイン・ダブルルー

ムよりお選びいただけます。

箋●1泊朝食付き

随薗圏

●lN14：00／
OUT12：00（通常11：00）

★羽臼空港から華で約20分
★地下鉄東陽田丁駅から
徒歩約7分

乗京スカイツリーまで　3．9km

☆朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名：銀座・新積・汐留・丸の内

●洋室デラックスベイビュー

（1～3名1室）※1－2名1

室はツイン・ダブルルーム

●lN15：00／OUT12：00

★羽田空港から車で約40分
★JR鯨附し垂湘犯から徒歩約2分
※宿泊除外日：12／31、1／1

京スカイツリーまで　4．8km

☆フィットネス、屋内プール利用可能
1人rミネラルウオーター付き（お一人様1杢王

adam上の地域名：上野・浅草

●洋室（1－2名1室）
※2名1室はツイン・ダブルルー

ムよりお選びいただけます。
※バスタブはございません。

（シャワーブースのみ）

●1泊朝食付き
●lN14：00（通常15：00）／

OUT12：00（通常11：00）

★羽田空港から電車で約60分

★地下鉄日原町駅から徒歩

約1分
★地下鉄浅草駅から徒歩
約6分



ご利用ホテル※特に妃載のない剛鳳ト．レ付き※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。ます。

adam上の地域名．上野・浅草

芯「「丁甲●洋室（1－2名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12■00（通常日：00）

★羽田空港から電車で
約60分

★地下鉄田原町駅から
徒歩約1分

★JR上野駅から徒歩約
20分

固囲

日比谷　　adam上の地域名．銀座・新橋・汐留・丸の内

≡三≡≡二二サ外型

団固撃

●タワースタンダード／
洋室（1～3名1室）

※全室禁煙となります。
※1名1室はツインまたはダブル

のシングル利用となります。

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★羽田空港から車で約45分
★」R有楽町駅から徒歩約5分
※宿泊除外日：12／30－1／3

∨＿＿＿，＿＿＿＿＿tl＿一丁＿、ノ∴∴∵十二二∴二∴・・．＿　＿＿

☆朝食を昼食に変更可能（ホテルシヨツ
にてお土産に変更も可能）

☆お部屋にバスローブをご用意

adam上の地域名：赤飯・六本木

●洋室（1－3名1室）
※2名1室はツイン・ダブルルー

ムよりお選びいただけます。

●1泊朝食付き
●lN15：00／

OUT14：00（通常12：00）

★羽田空港から幸で約45分
★地下鉄溜池山王駅13番

adam上の地域名：上野・浅雲

、●洋室（1－3名1重）

※1名1室：バスタブはご

十菩莞㌫（シャウ‾＼．※2名はツイン・ハリウッ

畑　ドツインよりお選びい
ただけます。

●1泊朝会付き
●lN14：00／OUTll：00

★羽田空港から電車で
約50分

★地下鉄浅草駅から徒
歩約2分

adam上の地域名：上野・浅草

●洋室（1～2名1室）
※2名はツイン・セミダ
ブルルームよりお選
びいただけます。

●1泊朝食付き
●lN15：00／

OUT12：00（通常日：00）

★羽現空港から電車で

已　‾‾＿⊥こ：二一一一」i▲奴晩

絹泊除外日：12／31・1／1圏

adam上の地域名銀座・新橋・汐留・丸の内

●洋室（1～2名1室）
※ツイン・ダブルルームよ

りお選びいただけます。
●1泊朝会付き
●lN15：00／

OUT13．00（通常12：00）

★羽田空港から車で約25分
★JR新橋駅銀座ロから
徒歩約5分

☆ミネラルウオーター付き（お一人様1本）
☆女性用基礎化粧品・入浴剤付き

adam上の地域名：赤坂・六本木

園田　　※志詔諾盟だ，′2固圏

盈フィットネスルーム（24時間）利用可能

adam上の地域名：新宿

∃●洋室（1～3名1室）

、・　●…、諾業態討議
だけます。

＼轡1泊翠寧付き＿　＿＿
●tN14：00／OUTll：00

★羽田空港からバスで
約60分（直行リムジン

adam上の地域名’湾岸（竹芝・お台喝）

★彗誓会釈浅草口から　画面忘層

adam上の地域名：鼠窪・新橋・汐留・丸の内

雷管慧嵐敷警ル＿皇
ムもお選びいただけます。

●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT13：00（通常日：00）

★羽田空港から車で約40分
★地下鉄赤坂見附駅かi

ら徒歩約1分　　　　－

※宿泊除外臼：12／31、1／1g

人言朝食を昼食に変更可能

（レストラン・メニュー限定）
をウェルカムドリンク付き

adam上の地域名：新宿

●洋室（1－4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★羽田空港から車で約
60分

★JR新宿駅西口から徒
歩約5分

※宿泊除外日：12／30～1／2

バス有り：有料）
★」R新宿駅南口から徒　園田

※宿泊除外日：12′31（2～幣≡
詣一指品〔言バ盲、怪朝食を昼食に変更可能′l　・lTl　　！　＿、　一　＿′－　－　　　Ⅷ

（レストラン・メニュー限定）2／22、5／6

adam上の地域名‘舞浜・浦安・＃∃長

匿】園

●洋室スーペリアルーム
（2～4名1室）

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT12：00

★羽田空港からリムジン
バスで約50分

★」R京葉線舞浜駅からリ
ゾートラインでベイサイ
ドステーション駅まで約
5分、駅からディズニーリ
ゾートクルーザー（無料
シャトルバス）にて約1分

●洋室（1－2名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★羽圧l空港から車で約
40分

★地下鉄乗銀座駅から
徒歩約3分

Ar朝食を昼食に変更可能

（レストラン・メニュー限定）

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
※1／1の朝食は洋食ビュッ

フェのみとなります。

●tN15：00／OUT12：00

★羽田空港から車で約
15分

★ゆりかもめ台場駅直結
※宿泊除外臼：1／19

［二二二　　重弧＝＝コ
r議議妄壷姦三表議議

（除外臼12／31、1／1））
（メニュー限定

a由m上の地域名．銀座・新橋・汐留・丸の内

●洋室（1～2名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★羽田空港から電車で
約30分

★」R・地下鉄新橋駅から
徒歩約3分

※宿泊除外日：12／31、1／1

ir朝食を昼食に変更可能

（レストランハーモニーにてセットメニュー

adam上の地域名．品川・浜松町　晶”

童●洋室（1～3名1室）
1●1泊朝会付き

β●lN14：00（通常15：00）／

ポ　OUT12：00（通常日：00）

雲★詔鵠鷲詣蒜デ
★JR品川駅から徒歩約
5分

adam上の地域名．渋谷

塵ラん卜東女むム両用繭百線00～22：00）・園圏

∂dam上の地域名：舞浜・浦安・幕張

★羽臨空勘lらリムジンバスで約50分

★JR京葉緑舞浜駅からリゾート
ラインでベイサイドステーショ

ン罰まで約5分、駅からディズ
ニーリゾートクルーザー（無料

シャトルバス）にて約2分

●洋室（1－3名1室）
※2名1室はツイン・ダブ
ルルームよりお選びい
ただけます。

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★羽田空港から車で約
60分

★JR・地下鉄渋谷駅から
徒歩約7分

※宿泊除外日：4／5

adam上の地域名●舞浜・浦安・＃張

；きき三二言●毒芦
デラックスファミリー（4名1室）

※全室禁煙となります。

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT12：00

★羽田空港から車で約40分
★」嘩線新浦安駅力唱徒歩約1分

☆朝食を昼食に変更可能（メニュー限定
夜食（ナイトバイキング）への変更も可能）

：r朝食を昼食に変更可能（お夜畠への変
更も可能）

∂d∂m上の地域名品川・浜松符丁

団園田

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTH：00

★羽日空港から電車で
約16分（快特利用時）

★JR・京浜急行品川駅
高輪ロから徒歩約2分

a由m上の地域名：池袋

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★羽田空港から電車で約
60分

★JR池袋駅から徒歩約
1分

※宿泊除外日：12／31、1／1

☆朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名：舞浜・浦安・書張

●洋室スタンダードツイン
（2名1室）、洋室スタン
ダードバルコニートリプ
ル・フォース（3～4名1室）

※全室禁煙となります。
●1泊朝食付き
●lN15：00／0UT12：00

★羽田空港からリムジン
バスで約60分

★」R京葉線舞浜駅下車東
京ディズニーランド㊥・
バス＆タクシー・ターミ
ナルから無料シャトル
バス運行約15分

オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
ブ
ラ
ン
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日程 �行　程 �食事 

1 �l羽田空港第2ターミナル厚たはホテル＝く各自負担〉＝ ㊥東武トラ璃地浅草駅支店（浅草駅内）鴨お立ち寄り≪ださい。 �回 
＝東武線浅草駅＝（東武線区間快速約170分） 
＝鬼怒川温泉駅＝〈各自負担〉＝ホテル（鬼怒川温泉泊）きち‖ 

中日 �延泊をご希望のお客様は、鬼怒川延泊追加代金を追加 �匝］ 
してください。 �困 

最終日 �ホテル＝〈各自負担〉＝鬼怒川温泉駅＝（東武線区間快速約170分） �回 
＝乗武鰍美章駅＝〈各自負担〉＝周田空港第2ターミナルlまたはホテル 

※118：00までに宿泊施設へチェックインしてください。それ以後となる場合は必ず宿泊施設
へご連絡のうえ、夕食対応時間をご確認ください。宿泊施設によっては夕食の対応ができない

場合がございます。その場合、お客様の夕食放棄となりますのでご注意ください。※東京スカ
イツリー天望デッキへの入場ご希望日をお申し出ください。入場に際し混雑が予想されます。
鬼怒川への出発日または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。

東武鉄道往復 �1泊分の宿泊代（1泊朝夕食付き）、 
乗車券付きに �浅草駅一鬼怒川温泉駅間の東武鉄道乗車運賃（往復） 
含まれるもの �〈ただし、一部区間は乗り降り自由〉 

鬼怒川温泉延泊に 含まれるもの �1泊分の宿泊代（1泊朝夕食付き） ※鬼怒川延泊のみのご利用はできません。 
※東武鉄道往復乗車券付きをご予約のうえ、お申し込みください。 

■セットになっている鉄道の出発地は東武線浅草駅発限定となります。※とうきょうスカイツリー駅以

外途中下車はできません。その場合はすべて前途放棄扱いとなり払戻もできません。（ただし、フリー
区間は乗り降り自由です。P．8参照）※利用列車はグループ内同じ列車（時間）のご利用となります。

設定ホテル

■運営管理者：東武トラベル（株）

※ホテルごとに追加代金が必要となります。

感琵書芸蔓南・岳避 
匡或　　　　　　　栗野（2階） 

エスカレーターl 

自動券売機　　特急券・急行券　定期券個数券 

瓢：－亮岳発売芸諾貨タ‾ 
上記受け取り場所にて旅程表をご提示のうえ、東武鉄道乗車券・宿泊券をお受
け取りください。

東武トラベル浅草駅支店　TEL03－3843－4141

営業時間［平日］9：00～19：00［土・日・祝］9：00～18：00（12／30～り3休業）

羽田空港より京急緑・都営浅草線で浅草駅まで約40分、東武浅草駅まで徒歩で約10分

adam上の地域名：栃木

国正∋田

滝を配した情緒あふれる日本庭園、男女庭園露天風呂、
旬の素材を活かした手作りの京風料理、
そして真心こめたおもてなしが特長のホテルです。

●1泊朝夕食付き
●お食事／夕食．レストランまたは食事会場（京風旬彩篭盛膳）

朝食’レストランまたは食事会場（和定食）
●削15：00／OUTlO：00

★鬼怒川温泉駅から徒歩約8分
※宿泊除外日：12／30～1／3

7

●夕食時にお銚子または
ジュース1本付き

∂dam上の地域名：栃木

回回国

落ちついた雰囲気のロビーや新装の木造り浴場「渓谷の湯」など、
充実した温泉施設が自慢です。

●遊楽館和室2～5名1室　●1泊朝夕食付き

●お食事／夕食：レストラン（バイキング）
朝食．レストラン（バイキング）

●lN15：00／0〕TlO．00

★鬼怒川温泉駅よリダイヤルバスで約8分

（大人・中人180円、小人90円）鬼怒川温泉ホテル下車
日：12／30〈ノ1／3

●夕食時にお銚子または
ビールまたはジュース
1本付き



浅草駅⇔鬼怒川温泉駅間（東武線区間快速約170分）の
往復乗車券が付いています。

■乗車券有効期限：往路乗車日を含め連続した4日間

t東武鉄道区間快速列車時刻表（2013年6月現在）

※記載時刻は変更となる場合がございます。※上記記載時刻以外もご利用いただけます。

最新の時刻表は東武鉄道のホームページhttp：／／www．tobuCOjP／

または現地にてお問い合わせください。

：：：：：：：：：：：：：：：：：三：：：：：：王H：：：：：：：：：：：：：：：H：÷：：÷：：－こ：：：：：：：：：：：－†H

■浅草発特急スペーシア特別割引料金（）内は子供料金
※東武トラベル浅草駅支店でご購入いただけます。（現地払い）
※事前予約はできません0　　　　　　　　　　■運営管理者：東武トラベル（株）

平日料金
1′300円（650円）のところ

1．040円（520円）

土・休日料金
1′400円（700円）のところ

1．120円（560円）

午後軌・夜割
1，000円（500円）のところ

800円（400円）

※午後割・夜副の設定便は、上記東武鉄道ホームページまたは現地にてご確認ください。
※往復ご利用の場合は、必ず初日お立ち寄りの東武トラベル浅草駅支店にて同時にご購入く

ださい。※特別割引料金のため、ご購入後の変更はできません。また、取り消しの場合は取消
料がかかりますのであらかじめご了承ください。※特急列車は乗り降り自由ではありません。

■東武鉄道特急列車時刻表（2013年6月現在）

往路 �浅草 �とうきょう スカイツリー �下今市 �東武 日光着 �鬼怒川 こlヨ 

／ 

特急きぬ 115号 �12：00 �12：03 �13：39 �（13：52） �14：00 

特急きぬ 117号 �12：30 �12：33 �14：09 �（14：22） �14：29 

特急きぬ 119号 �13：30 �13：33 �15：09 �（15：26） �15：32 

特急きぬ 121号◆ �14：00 �14：03 �15：39 �（16：00） �15：59 

特急きぬ 123号 �15：00 �15：03 �16：40 �（16：52） �16：59 

復路 � �東武 日光発 �A �とう莞よ、 � 鬼怒川 温泉発 ��下「市 発 �イツリー 着 �浅草 着 

特急きぬ 126号 �14：15 �（14：25） �14：35 �16：10 �16：15 

特急きぬ 128号 �14：40 �（14：55） �15：05 �16：40 �16：45 

特急きぬ 130号 �15：45 �（15：51） �16：05 �17：40 �17：45 

特急きぬ 132号 �16：12 �（16：25） �16：35 �18：10 �18：15 

特急きぬ 134号◆ �16：45 �（16：55） �17：05 �18：40 �18：45 

※◆・運転日注意、（）・接続列車

※記載時亥l」は変更となる場合がございます。※上記記載時刻以外もご利用いただけます。
最新の時亥l」表は東武鉄道のホームページhttp／／wwVVtObuC0jP／
または現地にてお問い合わせください。

ad∂m上の地域名：栃木 adam上の地域名：栃木

箋
嘉
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室
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義東京スカイツリー哩周辺や浅草ならではのメニューが楽しめる
MAP＆クーポンをご用意しました。

大人・中人・小人同類（油軋上）1．500円

唐像短3つのクーポンメニューから
それぞれ1メニューご利用いただけますも

A・8・⊂3つのクーポンで

横領且000～4．000円相当

鼻＋盈＋窃
（1メニュー）（1メニュー）（1メニュー）

※一部、設定除外日のあるメニューがございます。

●第一ホテル両国「ランチバイキング（大人）」
●雷門三定「上天井＋お吸い物」
●浅草下町の洋食屋ヨシカ三「ビーフシチュー＋スパゲティーナポリタンセット」

●浅草雷門おすぎ「もんじゃ食べ放題（60分）＋ドリンク1杯」
●すしぎんまい「にぎリ12貫＋味噌汁＋サラダ」

○京急リムジンバス（スカイツリーシャトル⑦羽田空港線）
「羽田空港⇔東京スカイツリータウン㊧片道乗車券」

○東武ホテルレバント東京「ランチブッフエ（4～12歳）

○第一ホテル両国「ランチバイキング（小学生・幼児）」
0舟和本店「芋ようかん・あんこ玉詰合せ」

●腕っこきの煎餅屋みりん堂「東京スカイツリー①煎餅（箱入リ1枚）」

㊥浅草むぎとろ雷門店「むぎとろ1杯」

乗京スカイツリー⑧周辺・浅草MAP＆クーポンのすべてのメニューの
詳細は、行程案内書にてこ確認ください。

●営業時間：9：00－21：00（最終入場20：00）
※季節により変更となる場合がございます。

10／12は17：00閉館（最終入場16：00）

●日付指定入場券引換券
※指定日にチケット売場窓口でANAスカイホリデー

クーポンを入場券に弓ほ換えてご入場ください。

■運営管理者：オリックス不動産株式会社

■東京スカイツリーLR■コース
陸上から水上へざぶんとスプラッシュ！！

とうきょうスカイツリー駅前営業所→亀戸天神→棄大島
→川の駅（休憩）→とうきょうスカイツリー駅前営業所

●所要時間：約100分
●集合場所：とうきょうスカイツリー駅前営業所
●アクセス：東武スカイツリーライン「とうきょうスカイ

ツリー駅」より徒歩約1分
※設定除外日：12／29～1／3、4／1～5／13

※各出発時間の20分前までに手続きをお済ませください。

コース・出発時間・設定除外日等、不定期に変更となる場合がございます。また荒天・
両メンテナンス等により運休となる場合がございます。●運行状況など詳細は、
－ムページ（http：／／www．skvbus．lP／）にてご確認のうえご利用ください。●窓

以・中人2．800円
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小人1．400。
■運営管理者：日の丸自動車興業（株）

巨垣i□●便利なアクセスパス
♯京スカイツリー、や羽田空港へ快

斗蒜完ジンバス（スカイツリーシャトル羽田空港線）

●東京スカイツリータウン＠←→羽田空港第2ターミナル
の移動にご利用いただけます。

●所要時間：約50分（片道）
物串串廟□個　65081C

大人．中人900円 小人450円

adamにてバス利用日を
往路・復路それぞれご予
約ください。

事前予約はできません。ただし、羽田空港発は乗車当日、羽田空港到着ロビーバス乗車券取り扱いカウン
一にて時刻指定が必要となります。●乗哀スカイツリータウン発は、直接バス乗務員にANAスカイホ

リデークーポンをお渡しのうえ、ご乗車ください。●補助席利用の場合もございます。●パス乗

中はシ」、ベルトの着用をお願いいたします。●P．2掲載時刻表以外の便もご利用いただけます。

彗理者：京浜急行バス（株）・東武バスセントラル（株）

■乗京ディズニーリゾート■－→東京スカイツリータウン㊥
の移動にご利用いただけます。

●所要時間：約55分（片道）
和国切願に屈　65117C

臥．中人500円 小人250円
adamにてバス利用日を

往路・復路それぞれご予
約ください。

事前予約はできません。直接バス乗務員にANAスカイホリデークーポンをご提出のうえ、
ご乗車ください。●補助席利用の場合もございます。●バス乗車中はシートベルトの

●P．2掲載時刻表以外の便もご利用いただけます。
●運営管理者：東武バスセントラル（株）・京成バス（株）

■東京ディズニーリゾート→羽田空港第2ターミナル
の移動にご利用いただけます。
1●ご旅行中咽のみのご利用となります。●航空機との接続時間は、40分以上お取り
ください。㊨多客期等、混矧こよりバスの配席に不足を要し前後の優をご案内させて
いただく場合がございます。●道路交通事情により時間ルートが変更になる場合が
あります。また、現地係員が他の交通機関をおすすめする事がありますので、こ了承くだ
さい。●パークの運営時間変更に伴いバスの運行時間が変更になる場合もございます。
●バスは時間になると発車いたしますので出発時問の10分前までに必ずお集まりくだ
さい。お乗り遅れの場合、責任は負いかねますのでご了承ください。●ANAバスは原
則自由席ですが、予約状況により乗務員の判断で座席を指定させていただく場合や、補助
席利用の場合もございます。●バス乗車中はシートベルトの着用をお願いいたします。

■運営管理者：日の丸自動車興業（株）

ANAバスをご利用のお客様には必ずANAバス乗車場所の地図をお渡しくださ
い。（情報ブック（A2lnfoに掲載）のコピーまたはadamより出力してください。）

■浅草→お台場ライン！

溝画・アニメ界の巨匠・松本等士プロデュース第二韓！
宇宙船をイメージしたシルバーメタリックの兼用型の錆ボ
ディ。船体屋上の遊歩甲板から景観を楽しみながらお台場
までクルーズ！

●所要時間：約60分
●集合場所：水上バス浅草営業所
●アクセス：東京メトロ銀座線浅草駅4・5番出口から徒歩約1分
※出航の20分前までに手続きをお済ませください。

以・中人1．520円 小人910円 ◎松本零士・
東京都観光汽船株式会社

■運営管理者：東京都観光翔削株）

■手荷物は一足先にホテルへ直行！＋l陽転弧厩劃l　試困8D

凍画射コ東京（23区内）・舞浜・浦安痘泊ホテル
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。

○現地販売価格：1個／1．270円

※利用個数に制限はございません。※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
受け付けさ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120⊂m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）


