
仙＿妄主よ

∈碧雲ざ二、空空
ヒルトンワ岬ルドワイドのラグジュアリーブランド、コンラッド東京。

銀座から徒歩圏内に位置するコンラッド東京は、

羽田空港からのアクセスに優れ、観光の拠点として最適の立地。

しフ‰平均ベイビュースイートホテルからのおもてなし

東京湾と浜離宮を見渡す広々とした客室での滞在

をお楽しみください。都内屈指の1．400nイの広さ

を誇る「水月スパ＆フィットネス」は、心身のリラ

クゼーションにご利用いただけます。大きな窓から

絶景を望むラウンジでは、午後のひとときにアフタ

ヌーンティーセットをお召し上がりください。他に6

年連続「ミシュランガイド東京」にて一つ星を獲得

した「チャイナブルー」などレストランが揃います。

1．アフタヌーンティをご用意（滞在中1回）※予約時間は直接ホテルへお電話願いますJELO3－6388－8000

2．朝食をルームサービスへ変更可能　3．フルトネス＆屋内プールご利用可能

4．お1人様1本rオリジナルミネラルウオーターrJ付き　5．滞在中お1人様1個ロンラッド東京ベア」付き

6・24時間ステイチェックイン14：00（通常15：00）チ封クアウト14：00（通常12：00）※毎金曜日・10′12、1－′2宿泊の翌日　一　撃

チェックアウトは通常時間（12：00）となります二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重

7．記念日（誕生日／結婚記念日）の前後5日以内にご宿泊の方に、rウェルカムスイーツ」をお部屋にご用意

（滞在中1圭に1セッけ廃薄箪秘
8．ご希望によりお部屋でお楽しみいただけるアロマオ〃レセットをお届けいたしま坑（チェックイン時、フロントにてお申し付けください）

属㌫亮′ソ了了元′血－ん毎。
髄マンダリンオリエンタル東京プレミアグランドツイン・ダブル躊

数々の権威ある格付機関から高い評価を得る最高級ホテル。

関東平野を見晴らす絶景と、多彩な食の愉しみをご提供する10の料紙施設、
七レブに愛されるスパがすべてのお客様を魅了する天空の都市リゾr卜。

j品頑旬プレミアグランドツイン・ダブルホテルからのおもてなし
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空気が澄み晴れた日には富士山を見渡すことが
できる最上階オリエンタルラウンジでのアフタヌーン
ティーや、東京スカイツリー◎をご覧いただきながら、
センスティーコーナーでのアジアンティータイムはい

かがではうか。

1．「マンダリンバー」にてオリジナルカクテル「日本橋カクテル」滞在中お一人様1杯ご用意（ノンアルコールのお飲み物に変更も可能です。）

2．フィットネス利用可能（東京スカイツリー有朋）3．ウエルカムリフレッシュメント

4．記念日儲生日／結婚記念日）のおもてなし季節のフルーツ一品付き（記念日から前後15日間以内滞在まで対象、予約時にお申し出ください。）滞在中1壷につき1つ
5．ホテルオリジナル扇子（お部屋にお一つ）6．お部屋に2種類のバスソルトをご用意

7・ターンダウン時1部屋に1つホテルオリジナルアロマオイルをご用意　8．ミネラルウオーター付き（お一人様1本）　　　　　日本橋カクテル（イメージ）

牒涜店の皆様へ 過重l砺童証劾躍■甜冴喜 ⊆指摘舵
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元云C甲ノねノふ／訂ん卑～′
事ザ・キャピトルホテル東急クラブデラックスダブル躊

ザヰヤピトルホテル東急は都心にありながらも

周辺の豊かな線に囲まれ、

都会の喧騒を忘れる落ち着きを兼ね備えています。

二琴平混みクラブデラックスダブル空聖「＝
1．ライブラリーラウンジ利用可（ティータイム、カクテルタイムの飲み物サービスあり）

2．バナナブレッドSサイズ付き（お一人様1滞在につき1個）

3．レイトチェックアウト13：00（通常12：00）

4・フィットネスジム、屋内プールを利用可能（ロッカー、サウナ、バス施設もご利用できます）

※18歳未満の方は利用不可となります。
5・朝食を昼食に変更可能　6．バスローブをお部屋にご用意　7．高速インターネット回線利用可能

クラブルームとスイートルームにご宿泊のお客様

専用「ライブラリーラウンジ」は、27階に位置し、
国会議事堂をはじめ、東京の街を見渡すパノラ
マビューがお楽しみいただけます。ティータイム

とカクテルタイムには、お飲み物やオードブル等
をご用意しておりますので、書籍や雑誌ととも
に、静かにくつろぎの時間をお過ごしください。

‰÷聖三悪三そら0
デラックスパークビューダブル

「東洋の貴婦人」と呼ばれるザベニンシェラ香港を旗艦店に持ち、

2007年、東京・日比谷に開業。

「ベニンシュラ・ホスピタリティ」と称される家族的なサービスが浄散。

サロビーでは、生演奏の中、自家製スコーンなど3段ティースタ
ンドのアフタヌーンティーを、ザベニンシュラブティック＆カフ土で

は、濃厚な味わいが人気のマンゴーープリンやオーストラリア伝統
的菓子のレミントンなどをお楽しみいただけまも

些姐ラックスパークビュ二塑ヒ聖塑墜堕し＝
1・館内で利用できるダイニングクレジット5．000円分付（滞在中1皇あたりの特典となはす）

2．バースデー／アニバーサリーサービスチョコレートボックス付き（滞在中1重につき1つ）

（ご予約時に、誕生日あるいは結婚記念日の旨お申し出ください。）
3・フィットネスセンターおよびスイミングプール利用可　4．客室内インターネット回線利用可能

5．レイトチェックアウト15：00（通常12：00）※除外日（宿泊日基準）：10／4、10／11、10／12、

10／18、10／25、1日、11／2、11／8、11／15、11／22、11／29、12／6、12／13、12／20、12／21、12／27、

12／28、12／29、12／30、1／2、1／3、2／7、2／14、2／21、2／28、3／7、3／14、3／20、3／21、3／28

7　；販売店の箪墜ゝ

学窓禦慧禦
ホライゾンデラックスダブル

シャングリラホテル東京は東京駅隣接という抜群をロケーションに桝ながら、

「桃源郷」を再乱たかのような安らぎと華やかさが敲合した最高級の施設と、

温かいアジアンホスピタリティでお客様をお迎えしています。

ホテル最上階にある「ホライゾンクラブラウンジ」がおすすめ
で五エグゼクティフフロアにお泊りのお客様だけがご利用いた

だけるラウンジで、東京の新名所、東京スカイツリー◎から東京

湾まで広がる眺望と共に楽しむ朝食やアフタヌーンティーやカ
クテルサービスは、格別なステイをお約束いたしますこ

些空些ホライゾげラックスダブルホテルからのおもてなし＝
1・監課讐諾詫言孟夏芸冨諾㌻卜…：需粍ス　臣空

3．29階ヘルスクラブ内のフィットネスジムと室内プールのご利用可能

4．高速インターネット回線利用可能　5．ミネラルウオーター付き（お一人様1本）

6．37階ホライゾンクラブラウンジにて朝食
7．ホライゾンクラブラウンジの利用可能（ドルクサービス、ミーティングルーム利用可等）

8．ウェルカムスイーツ付き（滞在中お部屋に1セット）



霊悪霊悪霊
プレミアダブル

東京の中心地・六本木と赤坂を結ぶ都市空間
「アークヒルズ」に立地し、

躍動的な東京の名所・六本木、饅軌渋谷などにアクセスが便利です。

国内最大級の規模（約600m2）を誇る大型ラウンジりラフインター
コンチネンタルラウンジ」がおススメ。35階からの絶景とホットブガェの

プレックフアストやティーサービスを。夕暮れから夜には生ビール、ワイン

等のイフ土ングカクテル＆軽食サービスをお楽しみいただけま坑

※当パンフレ止のプレミアダブルご宿泊の場合、クラブインタ十コンチネンタルラウンジをご利用いただけま釆

＼フ‰ヂ品物外ミアダ翻ホテルからのおもてなし

1．1滞在1墓につき、ホテル館内のショップ『ピエール・ガニェールパン・エ・ガトー』に
てご利用いただける1′m円分（税サ込）のお買い物券1枚付き

2．レイトチェックアウト14：00（通常12：00）

3．高速インターネット回線利用可能、ラウンジ内インターネット利用可能
4．プライベートミーティングルーム（1日2時間）、フィットネスルーム（24時間）利用可能

5．ラウンジでは常時軽食をご用意。イブニングサービスではカクテル、カナッペをご用意。
6．滞在中はコンシェルジュがサポート

、〕弘ね／一一TNも〝亘血ノ訂

僻ホテルニューオータニヰ
ザ・メイン・デラックスツイン

交通至便な都心にありながら、

約4万感の日本庭園を有す都会のオアシスr、

数多くの田公賓を接遇してきた経験・サービスでお迎えいたします。

ガーデンタワー最上階（40階）汀heBar」で、ロマンティック

な夜景を眺めながら飲むカクテルは格別。様々なレストランや
ショップを有し、ホテルの中だけでも一日中楽しめま弟東京

名園の1つにも数えられる広大な日本庭園を散策するのも
おススメ。

1．「THE Bar」ワンドリンク券付きまたは「SATSUKUで

のケーキセット付き（お一人様1泊につき1回）
※または他館内3レストランでのワンドリンク利用も

可能。
2．朝食をルームサービスまたは昼食（レストラン・メ

ニュー限定）に変更可能。

粛三雲空崇；二禦。
グランドコンフォートフロア

日本の伝統美を受け継ぐ静認なたたずか、と上質なくつろぎの空間。

世界の賓客をもてなす指をのホスピタリティ躇ご提供します。

世界一と許されるフレンチトーストなど一流シェフによる伝

統の味や本館9階スパネイチャーコートでの究極のやすらぎ
が魅九毎月25日には無料のロビーコンサートの開催、また
国内初の私設美術館『大倉集古館』を併設。都会の喧騒を
忘れる心地よいひと時をお愉しみください。

j施画身グランド。ン7両フ。アホテルからのおもてなし

1．スパネイチャーコート「基本メニュー」ご利用可能（滞在中1回）
・リラクゼーションラウンジ・健康ドリンク
・02＆メディテーション・ジェットラグリリース・ミストサウナ

※ご入場中は、ご自由にご利用いただけます。
2．オリジナルスイーツ「プティボワ」付き（滞在中1墓につき1つ）
3．朝食をルームサービスまたは昼食（レストラン開定／差額は現地

払い）に変更可能　　　　　　　　健康ドリンク（イメージ）

二訊αふ上す〟√壷〟ノムねノー

や浅草ビューホテル蕗・
エグゼクティブデラックスツイン

江戸情緒を色濃く残し、東京の新たなシンボル

東京スカイツリー篭目の前に、益々活気に満ち溢れる「浅草上

気取らぬあたたかいおもてなしでお客様をお迎えいたします。

おススメは、朝食会場でもある、大きな窓からスカイツリーが
一望できる26階のスカイグリルブヅフェ＆バー「武蕨」。ラン

チやディナーでは富士山の溶岩石を使った武蔵蓋で焼き上
げるお肉と、句の魚介類、新鮮な野菜をお届は夜はバーラ
ウンジとしてもご利用でき、美酒と眺望に陶酔するひとときを。

1．高層階23階・24階の客室をご用意（禁煙）
2．シャンパンハーフボトル1本付き（1部屋につき1本）

3．メンバーズバー「セントクリスティーナ」での1ドリンク付

※未成年の方は除く（18・00～24：00※ラストオーダー23・30）

4ノ1スロープをお部屋にご用意

5．朝食を昼食へ変更可能
6．レイトチェックアウト12：00（通常日：00）

スカイビューカウンターとシャンパン（イメージ）
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お好みの旅がお作りいただけます！

日程を選ぶ
1・2泊からお選びいただけます。

フライトを選ぶ
ご利用便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。

フライト情報ページをご覧ください。

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）

該当のホテルページをご覧ください。

●出発空港：北海道発（新千歳・函館・旭川・帯広・釧路・女満別・相室中標津・
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／中
国発（広島・岩国・岡山山口宇部・鳥取・米子・萩石見空港）／四国
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
●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 �直垂画十羽田空港第2ターミナルl＝〈各自負担〉＝ホテル � 
◇到着後フリータイム 

中日 �・」終日フリータイム �画 

最終日 �◇出発家でフリータイム �画 
ホテル＝〈各自負担〉＝l羽田空港第2ターミナルl十回 

匡璽塾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。

ご利用ホテル※那記載がない開。バス．トイレ付き※基本グル＿プホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要とな順す。

adam上の地域名赤坂・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／OUT12：00

★羽田空港から車で約45分
★地下鉄溜池山王駅13番

出口から徒歩約1分
※宿泊除外日：12／31－1／2

ルームグレードアッ　プラン

金プレミアダブル

●洋室（2名1室）※全室禁煙となります。
●lN15：00／OUT14：00（通常12：00）

皇インターネット（wifi含む）回線利用可能！速
∴フィットネスルーム（24時間）利用可能

赤堀　　　　　　adam上の地域名赤坂・六本木

☆おもてなしはP．8をご覧ください。

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT12：00

★羽田空港から幸で約30分
★地下鉄国会議事堂前駅・

溜池山王駅地下通躇直結
※宿泊除外日：12／31、

1／1、5／3～5／5

固囲（18昆以上）圏

」　＿一迅濃魁撼盛裏紙速』⊥＿＿＿＿．′＿」

．☆ラウンジ「ORIGAMUウエルカムドリンク付き；

阜フィットネスジム、屋内プールを利用可能‾　喜
．（ロッカー、サウナ、バス施設もご利用できます）

9

クラブデラックスダブル

●洋室（1～2名1室）※1名1室はダブルルー
ム利用となります。♯全室禁煙となります。

☆おもてなしはP．7をご覧ください。

∂ddm上の地域名．赤坂・六本木

●ガーデンタワー／
洋室（1～3名1室）

※ト2名1室はツイン・ダブルルー

ムよりお選びいただlナます。

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★羽田空港から章で約40分
★地下鉄赤坂見附駅・永田

町駅から徒歩約3分
宿泊除外日：72／3ト1／3、

ザ・メイン・デラックスツイン

川3　●洋室（1～2名1室）

「　※1名1室はツインルーム利用となります。

☆朝食をルームサービスまたは昼食（レ
トラン）に変更可能

☆お部屋にバスローブをご用意

虎ノ門　　　　　adam上の地域名・赤坂・六本木

※宿泊除外日：12／28－1／3

★おもてなしはP．8をご覧ください。

●本館洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★羽臣空港から牢で約30分
★」R浜松町駅から華で約10分

★地下鉄虎ノ門駅から
徒歩約5分

※宿泊除外日：12／31
～1／2

☆オリジナルスイーツrプティポワJ付き滞在中1室につき1つ
♪潤食をルームサービスまたは昼食（レストラ

ン開定／差額は現地払い）に変更可能

ルームグレードアッププラン

rmグランドコンフォートフロア

竺■二∴∴
●洋室（2名1室）※ツイン・ダブルルームより
お選びいただけます。※全室禁煙となります。

三三三二義緬‾醜醜玩泡窃鈍言㌦礪

☆おもてなしはP．8をご覧ください。



ご利用ホテル※特に記載がない隈。肪ト．レ付き※基本グ肘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上の地域名赤坂・六本木

●洋室デラックス（ト3名1室ほツイン・

ダブルルームよりお選汎1ただけます。

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT15：00G締12：00）

※12／21～24宿泊は除く

★羽田空港から車で約40分
★地下鉄六本木駅地下通

路にて徒歩約5分
※宿泊除外日：12／31、1／1

ここ等てこ2．；ヨ‾十種目モ

☆1．デラックスツインご利用の場合、1日1室限定
で東京スカイツリー㊥の見えるお部屋を用意。

ぅ■ミr2．誕生臥結婚記念日にウエルカムスイーツ付き

adam上の地域名●赤坂・六本木

※3名1墓はキングサイズベッド1台と
エキストラベッド1台となります。

●洋室（1～2名1室）
※ツイン・タブルルームよ

りお選びいただけます。
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT12：00

★羽田空港から華で約40分
★地下鉄メトロ日比谷線六

本木駅から徒歩的3分

囲囲　　※賢哲外日‥4′1～

☆ウェルカムスイーツ付き（フイオレンティーナ
ブティックのオリジナルチョコレート）

☆フィットネス・プール利用可能（ロッカールームの利別絹料

adam上の地域名．銀座・新橋・汐留・丸の内

∴二l」l‘l

ここ「’串．

●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
●lM4：00／0〕T13：00値鞘12：00）

：≡警竿÷頑★羽田寧準空ら学で約45分
★JR有楽町駅から徒歩約5分
※宿泊除外臼：12／30－1／3団園田

☆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）

で「お部屋にバスローブをご用意

adam上の地域名銀座・新橋・汐留・丸の内

ルーム　レードアデブプラン

十十グランドクラブルーム

●i指（卜遁1剋※紬コンチネンタルプレツ乃アース佗な膵す。

≡≡≡≡呂詞】野花狽蓄　電海』‘…∵詩

〈専用ラウンジにて〉★イブニングカクテル、カナッペ、
コーヒー、紅茶のご用意　★チェックイン・チェックアウト

可能　★専属コンシェルジュサービス

ルームグレードアッププラン

9鱒〈7始～12階〉

＿＿ソ1－・
●洋室（1～3名1室）
※全室禁煙となります。
※1名1室はツインまたはタブルのシング

ル利用となります。

●洋室（ト3名1室）※鰯煙と
なります。※1名1室はダブルのシン

グル手順となります。※2名1室はツ

インダブルをお選びいただけます。

●1泊朝食付き
●lN15：00／0〕T14：00（通常12：00）

※12／31チェックアウトは除く

★羽田空港から車で約30分
★」R東京駅から徒歩約8分
★地下鉄大手町駅直結
※宿泊除外日：12／31、り1

食高層階14階～16階のお部屋をご用意
た朝食をルームサービスへ変更可能

丸の内　　adam上の地域名銀座儲橋・汐計丸の内

ルーム　レードアサブプラン

・・、・、エグゼクティブスイートダブル

●洋室（1～2名1室）
※1名1室はダブル挫－ム利用となります。

☆おもてなしはP．5をご覧ください。

●洋室（1～3名1室）
※ツイン・ダブルルームより

お選びいただけます。

☆おもてなしはP．4をご覧ください。

ad8m上の地域名銀座・新橋・汐留・丸の内

●洋室デラックスルーム（ト3名唱）
※全室禁煙となります。
※ト2名1室はツイン・ダブル

よりお選びいただけます。

●1泊朝食付き
●tN15：00／OUT12：00

★羽田空港から華で約40分
★地下鉄三越前駅直結
★」R東京駅から車で約

3分（タクシー利用）
※宿泊陳列B：12／31、m、4／ト5／12

”㌻フィットネスセンター利用可能
ケ；ミネラルウオーター付き（お一人様1本）

●洋室（1～3名1室）※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

☆おもてなしはP．4をご宣言ください。

丸の内　　adam上の地域各銀座・新橋・汐留・丸の内

●洋室（1～3名1霊）
※1～2名1室はツイン・ダブルルームより

お選びいただけます。

モーイJくそ－　　卯．り・クー〃じ′く也【‾皇クじだ∧畏ク．1三ソLヒ1七七ゾ′lとン乍←■

★おもてなしはP．6をご覧ください。

●洋室デラックスルーム（1～3名1

室）※1～2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
●IN15：00／OUT12：00

★羽田空港から章で約40分
★」R東京駅八重洲北口

から徒歩約2分
※宿泊除外目：12／31、り1

奈ウエルカムスイーツ付き（お部屋に1セット）
i‘rフィットネス、屋内プール利用可能
riJミネラルウォーター付き（お一人様1泊につき1本）

●洋室クラシッククイーン（のル）

（ト2名1室）※全室禁煙とな
ります。※1名1室はダブルの

シングル利用となります。

●1泊朝会付き
●lN15：00／OUT12：00

★羽田空港からモノレール、
」R浜松町駅経由約30分

★JR東京駅丸の内南口直結
★」R東京駅新幹線中央

乗換口から徒歩約1分

重畳塾壷塾重　き羞蓬黎生壁塵　塾■、…’．㌧∴∵∴∴；、＿1◆　■！、‾：■、、▲、■＝l・・l■■二W　、

㌢フィットネスジム利用可能（毎月第3日曜日、年末年始は休館）

●洋室（1－2名1室）
※1名1室はダブルのシングル利用となります。
r”‾‾　1振舞腹虚空疲盛男蛮叡首㌻㌻㌻－

☆おもてなしはP．5をご覧ください。

パレスサイドスーペリアツイン

●洋室（1～2名1室）
※1名1室はツインのシングル利用となります。

日・。甲6荘司打尿瓶密盈司郎爬口田口

★おもてなしはP．5をご覧ください。

ルームグレードアナププラン

二・一・∴・、・こテラック∴∴・

●洋室（1～2名1室）
※1名1室はダブルルーム利用となります。

☆おもてなしはP．7をご覧ください。

adam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
●曇N15：00／OUT12：00

★羽田空港から華で約30分
★」R東京駅から徒歩約1分

∵高層階のお部屋をご用意（コンフォートフロア）
く；ミネラルウオーター付き（お一人様1本）
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ご利用ホテル※特に記載鵬い開。バス．ト．レ付き娼本グル＿プホテル以夕搾ご利用の場合は、追加代金が必要とな服す。

adam上の地域名銀座・新橋・汐留・丸の内

●洋室デラックス（ト3名1割
※1～2名1室はツイン、ダブ

ルよりお選びいただけます。

●1泊朝食付き
●冊5：00／0〕715：00（粥12：00）

絹外日別胤くは潤い合わせくだ乱1。

★羽田空港から車で約45分
★地下鉄日比谷駅直結約1分
※宿泊除外日：12／31、

1／1、4／1－5／12
－　－－　、　　　－

山」

鼻㌻屋内プール、ジャグジー、フィットネス廿

ンター利用可能（ランニングシューズと；
フィットネスウェアの貸し出し可能）　≦

adam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
●IN14：00／OUT12：00

★羽田空港から車で約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

い＿　　予■い1∵＿・＝十三三1二1二鳶泌ご‡

☆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）…

☆フィットネスジムご利用可能

adam上の地域名品川・浜松町

●洋室（1～2名1室）
※1名1室はダブルのシングル利用となり

ます。

adam上の地域名●銀座・新橋・汐留・丸の内

●ペイビュールーム洋室（1－3名1室）

※1～2名1室はツイン・ダブル

よりお選びいただけます。

●1泊朝食付き
●lN14：00（通常15：00〉／

OUT14：00（通常12：00）

※毎金冠B、10／12、11／2、1封21、12／28

～1／憾白の翌日チェックアウトは隙く

★羽田空潜から肇で約30分
★地下鉄汐留駅から徒歩約1分

餞整粗壁壷叢等諷薫閣艶　■姜三言書法ま警詣～去禁雷管
★おもてなしはP・7をご覧ください←∵‥・．＋ト☆コンラッドベア付き（お一人様1個）

★羽田空港から車で約15分
★地下錬赤羽橋駅から徒

歩約2分

●洋室（1－3名1室）
射名1室はダブルのシングル利用となります。※3名1室

はダブルベッドにエキストラペットの利用となります。

※宿泊除外日：12／20～12／25 12／31～1／3

☆おもてなしはP．6をご覧ください。

転空室蔓草緊聖甲．日．，．．、．＿「垂蕪重奏二「

郡ヨ
画（2臓以上）国風2。歳以上，盟

㌻棄京タワー側のお部屋をご用意

●洋室（1～2名1室）
※1名1室はダブルのシ

ングル利用となります。
※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泊朝会付き
●lN14：00／OUT12：00

★羽田空港から電車で
約16分（快特利用時）

★」R顧急行馴駅前［から徒歩紺分

※宿泊除外日：12／31－1／2

て†朝食をルームサービス（コンチネンタル
プレックプアスト）に変更可能

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★羽田空港からバスで約60分

★」R・地下鉄・京王井の頭線
渋谷新から徒歩約5分

※宿泊除外目：12／31、1／1

田園圏
F　　　　り一　　、－‾　　　　　　　ご　　　　て

」仙」遁地建塾出藍処し二」
☆スカイビューフロアをご用意（25～32階）：

☆フィットネスジムご利用可能（18歳未満不可）…
て∵朝食を昼食に変更可能ルストラン・メニュー限定（除外日有）巨

∂由m上の地域名湾岸（竹芝・お台場）

●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

●lN15：00／OUT12：00

★羽田空港から車で約15分
★ゆりかもめ台場駅直結
※宿泊除外ヨ：1／19

☆朝食を昼食に変更可能（メニュー限定、
除外白12／31、1／1）

桐

●洋室（2名1室）
●lN14：00／OUT14二00（通常12：00）

L　　詭弄痴頑郷等雇転機等鐘i
☆meDi【l［gRoomにて朝会、ティータイム、イブニングカク

テルをご利用いただけます。★レイトチェックアウト14：00

adam上の地域名：新宿

団固宙

i●洋室エグゼクティブルーム

（1～2名1室）‘※全室禁煙となります。

※ツイン・ダブルルームより

三　お選びいただけます。

弓；㍊早雲慧ヲ乱，，2＝。。

已★羽田空港から華で約50分
★地下鉄西新宿駅から徒歩約2分

※宿泊除外日：4／1－5／12

で；エグゼクティブラウンジ利用可能（6：30～23：00）

☆フィットネスジム利用可能（17歳以上）

adam上の地域名上野・浅草

●洋室エグゼクティブデラッ
クスツイン（2名1室）

※喫煙はリクエストになります。

●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

でfおもてなしはP．8をご覧ください。

●洋室（1～2名1室）

繭i■■‾ヨ臨臨壷包産謹葦踵訂二二三茎
★東京タワー側のお部屋をご用憲
★ウェルカムフルーツ付き

adam上の地域名渋谷

☆おもてなしはP．3をご覧ください。
「′ゝ‾、‾癒詞匪聖邪念■‾‾■√‾‘宣二‾聾璽

ホテル追加代金はP．3をご覧ください。

●洋室（1－3名1室）
※1名1室はツインのシン

グル利用となります。
●1泊朝会付き
●lN14：00／OUT12：00

★羽田空港から車で約45分
★」R・地下鉄悪比寿駅から

徒歩約7分

圏　　　※讐豊栄禦j12′2～
題鎚建迩豊麗迦褒転毎這蚕豆二二二
☆朝会を昼食に変更可能（差額現地支払い）
☆フィットネスクラブ利用可能

adam上の地域名新宿

園田

●洋室（1－3名1室）
※1名1室はツインのシン

グル利用となります。
●1泊朝会付き
●削15：00／OUT12：00

★羽田空港から車で約60分
★JR新宿駅から車で
約5分、徒歩約12分

※宿泊除外日：12／24、
12／31～1／4、4／1－5／12

［＝Ⅶ蓬撃攣重琴鱒還臣：＝ヨ
☆ウェルカムスイーツ付き
☆朝会を昼食に変更可能（メニュー限定）、
☆屋内プール・エアロビクススタジオ利用可能・

みなとみらい adam上の地域名横浜

げ・‾＝≡∴・・・牒刑場切銚沌感鈍草堂＝
☆ウェルカムドリンク（エグゼクティブラウンジにて

コーヒーまたは紅茶をお召し上がりいただけます。）

ddam上の地域名．池袋

●洋室（1－3名1室）
※2名1室はツイン・ダブル

よりお選びいただけます。
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT12：00

★羽田空湾からパスで約75分

★」R目白郡からバスで約
10分（椿山荘前下車1

宿泊除外臼：12／31
卜亘二：二‥　′黒々日賞
山肌＿＿＿＿＿亘蔓還生地望弧一仙

「高層階のお部屋をご用意（10階以上）
r朝食をルームサービスに変更可能
滴と磨きサービス

団乱劇は周悪芸謂語呂讐莞

●洋室（1～3名1室）
※1名1室はダブルのシング

ル利用となります。
※シティビュー（街側）の

お部屋となります。
●1泊朝食付き
●lN14：00／0UTll：00

★羽田空港から車で約30分
★JR桜木町駅から徒歩約5分

し仙曇三三三二空運豊島聖二1エ＝、【〟ここ仙ここ｛．＿Lよこ監法皇L仙＿

☆高層階のお部屋をご用意（55階以上）
うこr69階一般展望フロアー「スカイガーデン」入場割

引券付き（お部屋にご用意／お一人様滞在中1枚）

クラブザランドマークフロア

●洋室（2～3名1室）
※宿泊除外日：1／20

※全室禁煙となります。

☆65階専用クラブラウンジ利用可能（7：00－21：00）

☆バスローブをご用意


