
ホテル情報　　　　　　基本ルーム

★JR京葉線／武蔵野線新浦安駅下車南口

（ロータリー側出口より）徒歩約7分
■lN15：00／0UT12：00

■朝会のご案内／和・洋食バイキング
※都合により会場を変更する場合がご

ざいます。

匪＝透
（全客室）

【スタンダードルーム】
●洋室（2・3名）：28「パ
ベッド幅：110cmX2台、100cmX1台

汐－ムグレードアップ　留
置匪遡

お部屋にはフットマッサージャーや女性にうれしい
フェイシャルスチーマーも完備。バルコニー付きの
ゆったりした客室でおくつろぎください。

●洋室（2－4名）：56が
ベッド幅：110⊂mX2台、

ソファベッド幅：100cmX1台
ハイダーベッド幅100cmX1台

●和洋室（4～6名）
ベッド幅：110cmx2台

ハイダーベッド帽：100〔mX1台、

布団×3組

？語

；一二三r二コ≡

※設定除外日10／12、10／13、11／2、

Jトク内でのショッピングや鵬綿艦使える

ギフトカード

◎刊鱒鱒醜何部
⑳醐勤療何部

国憲晋諾付き！長講詐設㌫蓑監国藍等訝車券

10／1～10／10、10／14～10／31、11／4－12／19、1／5－1／9、1／13～3／13、

4／6－4／24の日～木曜日は、「ほほえみの湯Jl泊券付き！（お一人様1泊につき1枚）

ディズニーチャンネル無料放映！

1国葬 ��い泊券 �2泊券 

利用時間 �6：00～10：（軋17：00～20：00 �20カ8～25：00 

大人 �600円 �800円 �1．200円 �1．飢0円 

小学生 �300円 �500円 �800円 �1．200円 

■出発日カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください。）※白色の出発日は設定除外となりまも

※末尾（〔／D）はキャンパスデーパスポート

利用時の商品コードとなります。

■基本代金（お一人様）＜基本ルーム・往復基本フライト利用＞

忘㌫「＼」讐 ��AlB ��C �D　岳　E‡F ���G �1HiltJ ���K �Ll仙！N ����0 

2 日 間 �3名1王 �34．800 �35．300 �36．300 �38，300 �39，8叫40．抑○毒44．300 ���47．800 �事50．8叫55．諷 ‡54．800賢59．800 ��61，300 �64，800 ��71，300 �70．30・0 �87．80・0 

2名1王 �36，800 �37，300 �39．300 �39．000 �42．800 �144．8叫嶋300 ��51．000 ���65，800 �69，300 ��74，300 �83．300 �91．80：○ 

3 日 叩 �3名1婁 �42，800 �43．800 �46．800 �48．3〇・〇 �50，300 �52，300 �56．800を59．800 ��63，800 �73，3叫77．300 ��83．800 ��91，300 �101，300 �109．800 121，300 

12名1量 �47，300 �48．300 �51．300　53．800 ��55．800 �58．800 �64．800 �67．300 �70，800 �77，800 �85．800 �91．800 ��100．800 �110，300 

4 日 間 �3名1主 �51．30：0 �52．800 �55．脚0 �58．300 �61．300 �63，300 �67．800 �71．300 �75．300 �80，800 �87．300 �90．800 ��97，800 �109，300 �131，M 

2名1圭 �57．800 �59．800 �62．800 �68．800 �69．300 �72．．300 �77，8叫81．300 ��わ5．300 �91．800 �95，800 �103 �800 �109，800 �122，300 �147．300 

小人 ��上記代金より一律2，000円引 ���������舌 

ルームグレードアップ追加代金
一人様／1泊につき／大人・小人同額 リラックステラスルーム �4名1室 �3名1室の萎本代壷 3名1室 �．1，500 

2名1室 �2，000 

和洋皇 �6名1室 �3名1室の基本代金－1．000 5名1室 �3名1室の塁本代金 

4名1室 �3名1室の基本代金＋2．500 
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●設定期間：2013年1

診雲唇瑚
0月1日～2014年5月6日の毎日出発

半

25

※東京ディズニーランドホテル、乗京ディズニーシー・ホテルミラコスタ

ディズニーアンバサダーホテルは、3／31宿泊までとなります。
※各ホテルごとの設定除外日は各ホテル欄をご覧ください。

●食事条件：食事なし
※1ただしご利用ホテルによっては朝食付き。

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
●ご参加条件：本パンフレット下記の該当施設ステイプラン1名様以上と
現地合流プラン1名様以上の計2名様以上でお申し込みください。
現地合流プランのみのお申し込みはできません。

日程 �行　程 �食事 

1 �に自宅、前泊地、靴などl＝濫莞監竺禁豊慧法制 � 
＝東京ディズニーリゾートまたは各ホテル 

最 �東京ディズニーリゾートまたは各ホテル＝ �庫 
終 日 �く各自負担〉またはANAバス （羽田空港第2ターミナル行き）※出発前予約制＝に自宅・後泊地、各地などl 

Ⅷ臣猫■①利用条件／最少催行人員：2名。現地までの交通網（航空便、JR 

等）は含まれておりません。航空券のご予約はお客様ご自身で行ってください。なお、当プランは航空券な 

どのご予約がなくてもご利用いただけます。④お申し込み／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も　※ご出発日とは当社が手配する宿の利用初日となりまれ　※ご入金の確認、各 

種クーポン・最終日程表のお渡しができない場合は、ご利用いただけない場合もございまも　⑨宿泊施 

設・その他施設／施設により設定除外日や部屋数の制限がございます。④その他／当商品の募集型企 

画旅行契約の範囲は、旅行サービスをご利用いただく期間のみとなりまれ　⑨当パンフレット「ステイプ 

ラン」以外の商品にご参加のお客様と、同ホテルでの同室利用はできません。 
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※出発日とは、当社が手配する宿の利用初日となります。※白色の出発日は設定除外となります。

■（ディズニーホテル共通〉出発日カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください。）

lヨ �月 �火 �水 �＊ �5象 �土 �lヨ �月 � � � � �木 �金l土 �【ヨ ��月 � �水 �木 �金1土 �El �月1火 �水l木 �� � �El ��月 �火 �水 �木 �金 �土 �∈l �月 

■●■≡ ■■三 ■■■三 1 � � �1 （＝ �jき 1 �3 q▼ �葱 ● ＿16＿ ｝ H �● 二見 2 ≡H を �も P ゴ ー⊇ �7 く＝ 4 D 9 1⊂ ‾8L A � � � � �10 寮 �沌＝昔 芸13 1314 6⊥塁 侶11 �1 1 1 � �1■ D 11 亡 11 ⊂ �晋 1‾2【 亡 17 ⊆ 14 �6 3 ● �17 D 14 D �1■19 塁＿ 乳一温 熱膏 �20 D 17 D 21 H 1う A �21溜 1iT両 。＿リL 晋！甘 苦は �塁 �1登 場 ≡H � � �：王 ‾2 � �拷 �29 ⊂ ユ■ く； 31 ＿H 28 A �】晋 27 事；＿ t �；苔 ≒晋 � �】 � �1 ト 

1 D �2 ⊂ �3 ⊆ �ほ m �S D ユ H ���8 D S‾ Å ��� � ���������19 D ‾1古 Å �������� ����� �官 �「 

4 D ��� ��� ���1 ���� ������ � � � ��27 ▲ ��ユ9 ▲ �晋 

■三 � � � � � � �1 D �2 A �【3 仁A �■ A �� � �6 ll �ラ「‾面 E　D � � �10 A �111 や1 �2 r � �141S E　D �r芸 1〇 三IF �訃等 �1‾畜【加 A　8 ��2‾l E 一if H �iオ P � �� � �26 A �27 8 �20 ∈ � � � 

3月 � � �� � � �1 F �引き ��引き ����■ ■ �巨三1き ���10 r ���13 ■ � ���26 日 ���ユユ l■ �1｝ ● ��ユ■ H �25 H �｝■ H �エフ H �‡t■ ≧H �i● H �…晋 �31 

章一、」

2月

※末尾（D／E作）はキャンパスデーパスポート

利用時の商品コードとなります。

※末尾（〔／D）はキャンパスデーパスポート

利用時の商品コードとなります。

※末尾（D／E／F）はキャンパスデーパスポート

利用時の商品コードとなります。

●基本代金（お一人様）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

，㌫諒＼」讐 ��Å �8 �⊂ �D �E �書　F　j　G ��H �l �J‡K 

2 日 lq �4名1重 �16，m �17，800 �20，500 �23，000 � �j �i � � � � 

3名1主 �19．500 �21．500 �26，000 �29，000 �【・・‡ ��� � � � 

2名1主 �26，300 �30，000 �38．300 �40．300 �～　．！ ��� � � � 

3 日 間 �」．壁担享」． �26．800 �28．300l3仇300 ��33．500 �35，500 �36．500 �】38．800 �40，800 �i �� 

3名1壷 �34，300 �38，500 �38．800 �43．500 �46．000 �47．500 �50，300 �52．800 � � 

2名1圭 �49．300 �52．800 �56．500 �63．300 �67．000 �69，300 �73，300 �77，300 �】 

4 日 叩 �4名1主 �38，300 �40，300 �43．800 �45．300 �47．000 �48．800 �52．000け2．500 ��膏5．300 �57，30・0 �59．300 

3名1圭 �49．800 �52，000 �56．800 �59．000 �61，000 �63，800 �68，000再9．m ��72．300 �75，000 �77．800 

2名1量 �72．500 �76．000 �83．000 �86．500 �89．300 �93，300 �99．800邑102．300書108．300 ���110．300 �114．500 

小人 ��上配代金より一律1．000円引 �������告 

■基本代金（お一人様）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

，忘㌫i＼＼、、竺8 ��A �B �C　岳　D ��E �F �G �H �l �；J　∃　K 

2 日 間 �3名1王 �18．300 �20．500 �24，500 �27．000 � � �‡ ‡ �� � � 

2名1量 �25．000 �28．500 �34，300 �38．500 � � � � �⊆ ≦ � � 

3 日 間 �3名1皇 �31．500 �33．500 �36．500 �40．300 �42．500 �44，000 �　　さ 46月0叫49・500 �� � � 

2名1圭 �44．800 �48．000 �52，300 �58，300 �61．500 �64．000 �68．000 �72，000 � � � 

4 El 聞 �3名1皇 �45．000 �47．500 �52－000 �54．000 �56．000 �58．糾0 �62，500 �63．300 �66，500 �69．500 �72，500 

2名1圭 �65．500 �69．∝10 �76．000 �78．800 �82－000 �85．800 �91．800 �92，800 �97，500 �102，000 �108，300 

小人 ��上記代金より一律1．000円引 �������曹 

■基本代金（お一人様）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円
出18 11利用人■ ��A �8 �⊂ �D �E �F �G �H �…　l �J �K 

2 日 間 �3名1圭 �17．300 �18．80・○ �22．000 �23，500 � � � � � � � 

2名1主 �24．000 �26．300 �31，000 �33，300 � � � � � � � 

3 日 佃 �3名1主 �31．300 �32．8叫乳3∞ ��37．300 �38．800 �40，500 �l 42，000 �43．500 � � � 

2名1主 �44．800 �47，300 �49．300 �54．000 �56，500 �58．800 �61．000 �63，500 � � � 

4 日 間 �3名1呈 �45．000 �48．800 �49．800 �51，300 �53．000 �54．500 �57．500 �59．000 �60．800 �62．300 �63，800 

2名1圭 �65．500 �67．800 �72，500 �74，800 �77，000 �79，500 �84．000わ6．500 ��88．800 �91．000 �93，500 

小人 ��上書己代金より一・律1．000円引 �������き 

ルームグレードアップ、

食事付きプラン追加代金は
P．12をご覧ください。

ルームグレードアップ、

食事付きプラン追加代金は
P．13をご覧ください。

ルームグレードアップ、

食事付きプラン追加代金は
P．14をご覧ください。
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※出発日とは、当社が手配する宿の利用初日となります。

■く東京ディズニーリゾート⑧・オフィシャルホテル／東京ディズニーリゾート㊥・パートナーホテル共通〉

出発日カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください。）

2月

も1　　　　　　　I

●基本代金（お一人様）

※末尾（〔／D）はキャンパスデーパスポート

利用時の商品コードとなります。

※末尾（〔／D）はキャンパスデーパスポート

利用時の商品コードとなります。

※末尾（〔／D）はキャンパスデーパスポート

利用時の商品コードとなります。

，i蒜諒＼＼、、竺竺 ��A　∈　8 ��⊂】D ��E �F �G　圭　H　tltJ邑　K‡L �����州1N　卜　0 

2 白 闘l �嶋1霊 �16．300【16．800 ��17．300l17．800 ��18．300 �20．0・00 �23，000 �】19．500 �24．00・0 �24．500け2．300132．500 ��35．800 �岳 

3名1主 �18，300 �18．800 �19，500 �20．000120．500 ��21．30■0 �25，300 �21，800 �126．300 �26β00け7，000 �37．000 �∈39，300 � � 

2名1圭 �20．500 �21．000 �25，000 �25．800 �j27．000 �27．800 �32，500 �28，000 �33．50・0 �35．300室42，500 �42．500t44．800 �� � 

3 日 間 �4名1圭 �26，500 �27．800 �28．300 �28．800け9．000 ��30．50・0 �34，500 �35，800 �38．00・0 �43．800∃46，500室50，800再3．000 ���61，500 �66．080 

3名1主 �31．000 �32．300 �33．000 �33．500 �わ3．500 �35．0・00 �39．000 �40．300 �42，800 �49．000妻53，∝相室57．300け9，500 ���70，500 �73．800 

2名1鼻 �35，500 �36，000 �43，000 �44．80仇45．000 ��46．800 �50，800 �54，000 �57，500 �63，500∃65，000け0．000モ73．800 ���81．800 �85，000 

4 日 Ⅶ �4名1圭 �38，300 �39．500 �41，500 �42，800 �41．500 �44．300 �49，300 �57．300け9．300 ��69，300座9，300 �書75．800 �76．300 �84．000 �98．800 

3名1圭 �45．000 �46．000 �48．300 �49．800148．300 ��51．00・0 �56，300 �66，300再8．300 ��78，300∃78，300　88．800 ��84．000 �93，000 �110，000 

2名1鼻 �51，800】55．300 ��63．800 �64，800 �65．300 �68点00 �76カ00再3．800再5．800 ���98，800わ8．800llO4．300 ��10も．500 �111．000 �127．000 

小人 ��上記代金より一律1．000円弓 ���������舌 

ルームグレードアップ追加代金はP．15をご覧ください。

■基本代金（お一人様）

，i忘忘「＼－＼空目 ��A　書lB【（：】。∃　E【F ������G‡H ��t　EJを　K ���L　　州　■】N ����0 

2 日 間 �4名1皇 �12．800い3．00項14．800 ���15．500 �16，000 �17，00・0 �18，300 �19，000 �19，500 �21，000 �21，500‡27，80餌31．300 ���� � 

3名1皇 �14．000l14．500 ��い6．300 �16，800 �17，80・0 �10．80・0 �20．000 �22．000122．500 ��24，000 �24．500 �31．800 �35．800 �� � 

2名1主 �16．000 �17，000 �18．800 �20，000 �21，800 �23．500 �25．800 �28．800j　29．300 ��31．800 �32．300 �38，000 �42，500 �� � 

3 日 間 �4名1玉 �18800 �20800 �23000 �24500 �24500 �26，800 29，800 � �ll＝　　　　　　lll �� �34800 �37300i37800 ���49000 �58500 

≧　3名1主 �21．500 �23，500　25．800 ��27，000 �27，500 ��32．500 �33点00135．000 ��36．300 �40．000 �■‾‾ji東研43． ��500 �57．000 �67，800 

卜　2名1霊 �25．500 �28，300131，000 ��32．800 �「面「面800臣42，500 ���．44，800146，800 ��48．500 �51．500 �53，800 �57，000 ��69，500 �81，000 

4芦4名1量 巳3名1室 蘭2名1皇 ��26．300 �28．500 �33．000 �34，500 �34，800 �35，800豊40．000 ��42，0・00r46，000 ��46．300 �48．80・0 �58，500 �63，000F74．5〇・〇 ���75．000 

30．300 �32，800 �37，300 �38，500 �39，000 �40．引氾r45．800 ��47．800【53．800 ��53．800 �56．500 �67，800 �「ラ盲，00 ��80．000 �87，000 

36．500 �40．000 �45．300 �48．300 �48，500】51，500 ��烏9．500 �ぎ63．000 �68．500 �72．800 �77．300 �05，000 �再3．500岳106．000 ���107．500 

小人 ��上官己代金よ �������リー躊1．000円弓 ��き 

ルームグレードアップ追加代金はP．16をご覧ください。

●基本代金（お一人様）

，忘蒜－＼＼、讐日 ��A　⊆　81⊂】D　弓　E �����F �G　弓　H　tltJ仁V　K �����L ��MlN′ ��0 

2 日 間 �4・－6名1墓 �12．000【12．500 ��13．500 �15．000宣15．500 ��18．500 �18，800 �18．80・0 �20．500 �22，000け5．500 ��25．500 ��28．500l　－ �� 

3名1主 �12．500 �13．000 �14．000 �15，500‡16．000 ��19．000 �19，300 �19．300 �21．000 �22，500 �26，800 �26 �．800 �31．800　　－ �� 

2名1圭 �14．500】15．300 ��16．500 �17，800 �19．500 �23．000 �23，300 �23．M �25，800 �27，300 �30，300 �30 �300 �38．800　　・ �� 

3 日 間 �4■－6名1圭 �18，800 �21，000 �22，000 �23．000…23．300 ��25．500‡29，800 ��30．800 �30．800 �35，800わ5，800 ��38．0・00†40．500 ���44．800 �51，580 

3名1婁 �19，300 �22，300 �22，500 �23．500 �23．800 �28，500童31．000 ��31．800 �31．800 �ト芸諾ト…；芸 ��39 �．800 �42．300 �46．800 �58，300 

2名1圭 �23，300臣26，000 ��28，300 �29．300 �29．500 �33．500　38，00】う盲．80・0 ���39．800 ���一盲ラ �．800 �250．300 �56，800 �71．800 

4 日 間 �4一一6名1葺 �26，300 �28，500 �29，800 �29．300 �34．300 �36．800 �，40，500 �48．000 �49．800 �50．朗叫51，500「由 ���如0159．800 ��62．800 �76，000 

3名1圭 �26，800 �30，300 �33．300 �31．000　34．800 ��38．300 �141，500 �50，500 �51．500 �52方00再3，000 ��58，500 ��64．300 �69，300 �87，000 

2名1基 �33，300∃37．000 ��41．500 �37．800142，000 ��48．300 �52，300 �64，000 �65．000 �66，000 �66，800座8．800 ���80，000 �85．800 �107，300 

小人 ��上睨代金より一律1，000円引 ���������舌 

ルームグレードアップ追加代金はP．22をご質ください。
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齢肝頗■（闘■）
への宅配隈馴距頂扮ブルにご用志望
●設定期間：2013年10即日～2014年5月9日ご利用分

■下記対象ホテルにご宿泊のお客様
●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
●シ工ラトン・グランデ・ト一幸ョ一・ベイホテル
●オリエンタルホテル東京ベイ

ホテルオークラ東京ベイ：63255E

東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート：63256D

東京ベイ舞浜ホテル：63257D
シェラトン・グランデ・トキ］－ベイ・ホテル：63505⊂

オリエンタルホテル東京ベイ：63258（

※購入個数に制限はございません。

〈ご利用方法〉※各ホテルの宅配受付カウンターにて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。 

〈注意事項〉※P．7回らくらく宅配便サービス、⑦の「注意事項」と「共通注意事項」をご 

覧ください。※現地合流プランのお客様は対象外となります。 

お夜食クーポン1枚で1臥お夜食をリーズナブルにお楽しみいただけます！
■設定期間：2013年10月1日～2014年5月8日ご利用分

ホテルオークラ東京ベイ

宿泊者限定
※お一人様1泊につき1巨ほでの購入となります。

東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート

ホテルオークラ東京ベイ：63255G　ヒ　ルト　ン　束　京　ベ　イ：632548

東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート：63256E　シ工ラトン・グランデ・トキ］－ベイ・ホテル：63505D

東京ベイ舞浜ホテル：63257E　サンルートプラザ東京：63506B

東京ベイ舞浜ホテル

■カフェレストラン「テラス」
■ご利用時間21：00～23：00
●〈現地販売価格〉
大　人2．980円
小学生1′980円
4～6歳　980円

3歳以下　無料

※ソフトドリンクバー付きと
なります。

■除外日：12／21～12／24、
12／31～1／3

ヒルトン乗京ベイ

■「フォレストガーデン」　tE
■ご利用時間21：45～23：00　わ疇

■〈現地販売価格〉　　　　澤
大人2．900円　7～12歳1．500円

4～6歳1，000円　3歳以下無料

※ドリンクは別料金となります。
※ナイトスナックブッフエ営業休止の

場合はディナーブッフ工（17：30～

21：30）に変更となります。

■除外日：12／21～12／25、

大　人2，700円

小学生1，800円
未就学1′200円
3歳以下無料

※料金にはお食事代とソフト
ドリンク代が含まれます。

※都合によりお夜食セットに変
更となる場合がございます。 ．も∴、∴
シェラトン・グランデ・ト一幸ョーベイ・ホテル

分」に変更となります。

：き扇島霜雪、志霊誠
■〈現地販売価格〉

大人2，600円　9～12歳

4～8歳1′000円　3歳以

※ドリンクは別料金となります。
■除外日：12／2ト1／10、

●レストラン「ファインテラス」
■ご利用時間2100～23：00
■〈現地販売価格〉
大　人2′600円
7～12歳1．500円

4～6歳800円
3歳以下無料

※料金にはお食事代とドリ
ク（コーヒー・紅茶・ソフト
ドリンク）代が含まれます。

サンルートプラザ乗京

■コーヒーハウス「カリフォルニア」
■ご利用時間22：00～23：00
■〈現地販売価格〉
大　人2．310円

小学生1．386円
4～6歳693円

3歳以下無料　　　　　熱

※ドリンクは別料金となり
ます。

12ノ31～〟28　■■r脚　「■偏補正砥石涙雨7～1／〕1F洞戸司却1　　　　　　　　　　－　一一イ土⊥▲嵐山屈

〈ご利用方法〉※ホテルのフロントにてスカイホリデークーポンをご提出のうえ、お食事券をお受け取りください。シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルは直接レストランへご提出ください。
〈注意事項〉※座席は予約制でないため、混雑時にはお待ちいただく場合がございます。※ご利用場所・時間・内容・現地通常料金は施設の都合により変更となる場合がございます。

・・，－威遠iぷ〈・ �押ニダラン‥Lしこ．‾∵・　靂蒜　帯革■r′′l‾‾◆弓∵‾、．‘‘‾■　■■■■‾r▼■画面画面画 
ト二・57・．タメニー 

■設定期間：2013年10月1日～2014年5月8日ご利用分　　　　　　　　　紆玩鋸日相聞司ヨ闇ホテルオークラ東京ベイ・63255H　東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート・63256Fl 

ホテルすこうラ東京ペイ ��ごコHr ��東京ベイ舞浜ホテル‥クラブリゾート 

オークラ伝統の和牛ローストビーフディナー ア＝ノーサリーケーキ（12cm／1グループ1個）l 選び抜いた贅沢な和牛サー田インを、時間を掛けて丁寧に 焼き上げた、オークラ伝統のローストビーフをお楽しみください。 ■レストラン：「フォンタナ」 ����　　　竜弓 20：00、21：00、22：00、23：00より ※紅茶は添い寝のお子様除く。 

、′串 �言わ締 

誓罵監罵鞋さい。′ナ一喝諷 ���rr叫‾＼． 燵 
料金（お一人様） ���、ウ　八二㌦！㌢ �T讐琵訝‾ヨ「　皇　＿運鱒（イメてジ）彗 

1　　6′000円　　l　　　　（イ羨ニジ） ���隙く 

く共通のご嘉内〉※ケーキのプレートメッセージは「おめでとうございます」、ろうそくは5本付きとなります。その他リクエストがございましたらご利用日の3日前までにホテルへ直接ご連絡ください。ホテルオークラ東京ベイ： 
0佑355－3344　東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート：047－350－3570※季節により料理内容が変更になる場合がございまも※営業時間が変更となる場合がございます。※チェックイン時にフロント係員に旅程表をご提示ください。 

羽田掛糾問のタタシャビスをご牌ら：轟ご＼
■設定期間：2013年10月1日～2014年5月13日ご利用分

■乗降車場所：羽田空港またはディズニーホテル、　　　　　　　　　　　く
東京ディズニーリゾート⑥・オフィシャルホテル、東京ディズニーリゾート⑧・パートナーホテル

■【定員（法定内乗車人数）】2～4名：タクシー1台（中型）5～8名：タクシー2台（中型）または
5～9名：ジャンボタクシー1台（ただし、ディズニーホテルご利用の場合は5～7名となります。）

1ご注意事項
※ツアーお申込み時に配車時間をご指定ください。

※ホテル配車時間は復路ご利用便の出発時問と2時

間以上おとりください。※1名様で1台配車、2～4名様

グループで2台配車はできません。（12歳未満の小人3

名は大人2名と数えます。また12歳未満の小人2名以

下の場合はそれぞれ1名と数えます。）※羽田空港配
車の際は羽田空港第2ターミナル到着ロビー「ANAス

カイホリデーカウンター」へお立ち寄りください。

田運営管理者：松崎交通または東洋タクシー
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（復　路】

出発地 � �便名 �三 二フ イ ト �出発←到着 ���到着地 

福岡 �由 �240 � �07 �00■08 �40 �羽田 

巴 �242 � �08 �00■09 �40 

飽 �244 � �09 �00日0 �40 

la �246 �A �09 �30り1 �10 

lヨ �248 � �10 �05■11 �45 

B �250 � �11 �10日2 �50 

り �252 � �12 �30日4 �10 

田 �254 � �13 �30■15 �10 

b �256 � �14 �15■15 �55 

払 �258 � �15 �00り6 �40 

畷 �260 � �15 �55日7 �40 

b �262 � �16 �30■18 �15 

払 �264 � �17 �35日9 �15 

ロ �266 � �18 �15－19 �55 

旺 �268 � �19 �05■20 �45 

b �270 � �19 �45■21 �25 

払 �272 � �20 �50■22 �30 

274 � �21 �30■23 �00 

佐賀 � �452 � �06 �35■08 �15 

454 � �09 �45■11 �30 

984 � �15 �20日7 �00 

456 � �18 �30ト20 �10 

出発地 � �便名 �｛⊇ ■＝フ イ ト �出発■到着 ���到着地 

羽田 � �239 � �06 �25■08 �10 �福岡 

臨 �241 � �07 �25■09 �15 

払 �243 � �08 �30日0 �20 

払 �245 � �09 �00り0 �45 

飽 �247 � �09 �45■11 �35 

旺 �249 � �10 �30日2 �15 

lヨ �251 � �11 �30日3 �15 

舷 �253 � �12 �30■14 �15 

匹 �255 �A �13 �25り5 �10 

匹 �257 �A �14 �00－15 �45 

匿 �259 �A �15 �00日6 �50 

宙 �261 �A �15 �25日7 �10 

畷 �263 �A �16 �30日8 �15 

船 �265 �B �17 �00－18 �50 

駐 �267 �B �18 �00日9 �50 

暫 �269 �8 �19 �0・0120 �50 

鉛 �271 �B �19 �30ト21 �20 

暫 �273 �B �20 �00■21 �45 

451 � �07 �20■09 �10 �佐賀 

983 � �12 �35■14 �25 

453 � �16 �05日7 �55 

455 �A �18 �30ト20 �25 

［コ基本フライトは、基本代金に含まれております。

□Aフライト、［コBフライトは、フライト追加代金が必要となります。

昭…プレミアムクラス設定便（追加代金が必要となります）

※発着時刻が、掲載の予定時刻表の出発時間より60分を超えて変更に

なった場合、代金が変更となる場合がございます。
※当日やむを得ない理由（天候・その他）でご予約いただいた便の便名お

よび時刻の変更等があった場合でも差額の払戻はございません。
※乗り遅れ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ご自

身での手配となります。

A・Bフライトをご利用の場合は、往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに下記の追加代金が必要となります。

〔往　路〕Aフライト利用　追加代金（大人・小人同額／お一人様）

往路搭乗日 �10／1～5／6 
月～土 �日 

福岡→羽田Aフライト �1，00tI �追加なし 

【復　路】A・Bフライト利用　追加代金（大人・小人同額／お一人様）

復路搭乗日 �10／2～5／13 
月～木・土 �金 �日 

羽由→福岡Aフライト �追加なし �5，000 �追加なし 

羽琶→福岡Bフライト �追加なし �9，000 �追加なし 

羽田→佐賀Aフライト �追加なし �4，000 �4，000 

四 日本の空に、すべてがプレミアムなひとときを。

●ANAこだわりのお食事・軽食※やお飲み物をご用意しています。

※一部の飛行時間の短い路線では、お食事・軽食に代えて、茶菓のご提供となります。

●ゆとりのシートで快適なフライトをお楽しみいただけます。

●羽田・福岡空港では国内線の「ANALOUNGE」をご利用いただけます。

●ご搭乗の際には優先搭乗案内で機内にお入りいただけます。

●プレミアムクラスご利用のお客様は通常の搭乗マイルに加えてさらに区間マイルの50％を加算いたします。

※座席仕様や機内サービス等、詳しくは、ANAホームページをご確認ください。
※A・Bフライトをご利用の場合、別途A・Bフライト追加代金が必要となります。プレミアムクラス設定機材路線でもご利用いただけない区間・便がございます。

また、対象となる座席数には限りがあり、ご希望の座席がお取りできない場合がございます。

※ご予約便が予告なく使用機材の変更により、プレミアムクラス席手配不可能になった場合、同便の一般席による座席の振替手配での対応とさせていただきます。

※事前にご予約いただかない場合でも当日空港にて空席がある場合は、ANAカウンターにてプレミアムクラス席の申し込みができます。（この場合は一区間片道8，000円となります。）
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●乗京ディズ二一リゾート地区往路運行
ルートく所要時間約50分〉

●新浦安地区往路運行ルート
（所要時間約45～70分〉

オリエンタルホテル東京ベイ、エミ
オン東京ベイにご宿泊のお客様
は、新浦安駅をご利用ください。

∈ヨ復路ANAバスこ朋可能！
10／1～11／30運行スケジュール

－‾」．「

関口i

く注意事項〉
※往路・復路どちらをご利用されるかツアーお申し込み時にお申し出ください。新浦

安地区ホテル間のリムジンバスは東京ディズニーリゾート・パートナーホテル宿泊

のお客様のみご利用いただけます。
※往路は出発前予約制となりますので、ツアーお申し込み時にご予約ください。ただ

し満席によりご希望の時間でご予約いただけない場合がございます。東京ディズ
ニーノゾート地区の運行時問は8：30～19：00までの間で約10～20分間隔の運行と

なります。新浦安地区の運行時間は約1時間に1本の運行となりますっ運行時問によ
りルートが変更となる場合がございまう㌔お申し込みの際、ご確認ください。

※航空機との接続時間は往路・復路ともに40分以上お取りください。

※復路（東京ディズニーリゾート地区ホテル→羽田空港）ご利用の場合、お客様自身

で現地各ホテル（ベルキャプテン）へ直接ご予約となります。また、東京ディズニー

リゾート各パークまたは新浦安地区ホテル停留所からご乗車の場合、予約はでき

ませんので、当日各パークまたは各ホテル停留所へお越しください。満席の場合は
ご乗車いただくことができませんのであらかじめご了承ください。

※ご利用される航空機の時間帯によりご利用いただけない場合がございます。その

場合の払い戻しはできませんのであらかじめご了承ください。また、あらかじめ決
められた区間内でのみ有効です。ご旅行開始後の区間変更はできません。

※バスは補助席利用の場合もございます。また、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：東京空港交通（株）

手動式または簡易電動式車椅子ご利用でバスご乗車希望の場合は
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。

牽環撃南蛮垂か定巌■ 撃墜轡臼皿

けIl　帖輝1l4便Il㈱lト8便l㈱‖

±±≡善幸章善幸善幸妻妻≠享
12／1以降運行スケジュール 12′／1より1便増便はすます便利になります。

意事項〉 

航空機との接続時間は40分以上お取りください。 

多客期間等、混雑に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。 

道路事情により、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、ご了承ください。 

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。 
バスは時間になると発車いたしますので、出発時間の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。 

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。 

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。 

バスご乗車中はシートベルトの着用をお願いいたしますも 

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（A2infoに掲載）のコピーまたはadamより出力してください。） 運営管理者：日の丸自動車興業（株）

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」・「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。
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●1募集型企画旅行契約
この旅行は、ANAセールス株式会社（以下「当社」という）が企画・募

封実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型
企画旅行契約を締結することになります。また、旅行契約の内容・条件
は、募集パンフレットまたはホームページ（以下r契約書面」といいます。）

本旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅程表および当社旅行業約款
募集型企画旅行契約の部（以下「約款」といいます。）によります。

●2　ご旅行のお申し込みおよび契約成立

①所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記お申し込み金を添
えてお申し込みいただきます。お申し込み金は、旅行代金、取消料ま
たは違約料のそれぞれ一部として取り扱います。

②当社らは電話、郵便、ファクシミリ、インターネットおよびその他の
通信手段（以下r電話等Jという）による旅行契約のお申し込みを受
け付けることがあります。この場合契約はご予約の時点では成立し
ておらず当社らが電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知し
た日の翌日から起算して3日以内（インターネットでの予約の場合
当社が定める期間内）に申込書の提出とお申し込み金のお支払い
または会員番号（クレジットカード番号）を通知していただきます。
この期間内にお申し込み金を提出されない場合または会員番号
（クレジットカード番号）を通知されない場合は、当社らはお申し込
みがなかったものとして取り扱います。

③ただし、特定コースにつきましては別途募集パンフレソトまたはホームペー
ジに定めるところによります。当社とお客様との旅行契約は当社が契約の

締結を承諾し、お申し込み金を受理した時に成立するものといたします。

●3　お申し込み条件

①20歳未満の方が単独でご参加の場合は、親権者の同意書が必要
です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
15歳未満の方が契約責任者となるお申し込みは受け付けません。

②特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する
旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する

お客掛こ・よりご満足いただける■▼1▼山∃；弧Eコ■ 旅づくりを目指します！ 

≡慧≡芸賢に′ア完慧慧霊慧：j霊慧崇1閏 
お答えいただいたANAマイレージ会員のお客様全員に 

ANASKYコイン50コインプレゼント！ 

条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合がありまも
③お客様が暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場

合は、お申し込みをお断りする場合があります。
④その他当社の業務上の都合がある時には、お申し込みをお断りす

る場合がございます。

●4　お支払い対象旅行代金

参加されるお客様は旅行開始日当日を基準に満12歳以上の方は大
人代金、満3歳以上12歳未満の方は小人代金が適用となります。ただ
し、コースによって小人代金を設定していない場合があります。この場
合大人代金が適用となります。また、コースによっては幼児代金・乳幼
児代金等の設定がございます。rお支払い対象旅行代金」とは、募集広
告またはパンフレットまたはホームページの価格表示価に「旅行代金
として表示した金額」または「基本代金として表示した金軌と「追加代
金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金
額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額がお申し込み金」「取
消料」r違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。

●5　旅行代金のお支払い

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前
までにお支払いいただきます。なお、14日前以降にお申し込みされた
場合は旅行開始日前の当社らが指定する期日までにいただきます。

●6　取消料

旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消しされる場合
には、旅行代金に対してお一人につき下記の料率で取消料をいただ
きます。なお、複数人数でご参加で、一部の方がキャンセルの場合は、
ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をい
ただきます。

取消日 �取消料 

旅行開始日の 前日から起算して さかのぼって � � � 

20日目以降8日目にあたる日まで �旅行 �代金の20％ 

7∈旧以降2日旨にあたる日まで �旅行 �代金の30％ 

旅行開始日の前日 ��旅行 �代金の40％ 

旅行開始日の当日 ��旅行 �代金の50％ 

旅行開始後の解除・無連絡不参加 ��旅行代 �、金の100％ 

※オプショナルプランも上記料率による取消料が利用日を基準として
別途適用されます。ただし、旅行開始後の取消料は100％となりまも

国内旅行傷害保険加入のおすすめ

安心してこ漸行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられますようおすすめいたします。

お申し込みのお客様へ　～ご協力ください～

ツアーお申し込みの時には下記の内容をあらかじめメモしていただくか
順番にお申し出いただくとお早く予約申し込み手続きが完了します。
○ご希望のコースはどのコースですか？（ルフレットに記載されている閲醤番号をお申し出くだ乱吊

◎ご出発日はいつですか？
◎伺名様でご参加ですか？（3歳未満の幼児を含めない人数をお知らせください。）
0ご希望の往復の航空便を便名または出発時間帯でお知らせください。
◎ご希望の宿泊施設名またはルームタイプをお知らせください。
◎その他コースに応じて必要なメニューやオプショナルメニューなどございましたらお申し出ください。

ご参加される方全員のお名前と年齢を必ずお申し出ください。

※ANAマイレージクラブ会員のお客様は、ご予約時に販売店係員へ会員番号をお伝えください。

旅行企画・実施ANAセールス株式会社
観光庁長官登録旅行業第1656号
〒105－7134東京都海区乗新橋1丁巨5番2号

ポ⊃ド憬旺会員 塵〕
旅行業公正取引
協議会会員

当パンフレットの記載内容の無断転載を禁じます。
このパンフレットは地球環境にやさしい印刷用紙を使用しています。

総合旅行業務 業所での取引 �取 に �抜管理者（国内）とは、お客様の旅行を取り扱う旅行会社・営 関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明に 

ご不明な点があれば、ご遠慮なく右記の取扱官 ��� �書におたずねください。 

パンフレット請求コード SL3A110－036 l商品区分トドロ

※当社の定める申し込み期限内に、お客様のご都合で出発日・コー
ス・利用便・宿泊ホテル等行程中の一部を変更される場合にも取り
消しとみなし、上記の取消料が適用されます。

●7　旅程保証

当社は、別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代
金に一定の率を乗じた変更補償金をお支払いいたします。詳しくは別
途交付する旅行条件書（全文）でご確認ください。

●8　旅行条件・旅行代金の基準日

この旅行条件は、2013年7月1日を基準日としています。また、旅行代金
は、2013年7月現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

●9　個人情報の取り扱いについて

①当社およびパンフレソトに記載の受託旅行業者（以下「取扱旅行会
社」といいます。）では、旅行お申し込みの受け付けに際し、お客様から
の所定の申込書にて、お申し込みいただいた旅行のサービスの手配
およびそれらのサービスの受領のために必要となる個人情報を、お客
様よりすべてご提供いただきます。ご提供いただきましたお客様の個
人情報（氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど）について、お客様
とのご連絡に利用させていただくほか、お申し込みいただいた旅行に
おいて、運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配およびそれら
のサービス受領のための手続きに必要な範囲内で、運送・宿泊機関、

保険会社などに対し、電子的方法などにより提供いたします。
②当社は、当社が保有するお客様の個人情報のうち、氏名・住所・

電話番号・メールアドレス・旅行内容などのお客様へのご連絡に
あたり、必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ
企業との間で共同して利用させていただきます。当社グループ
企業の名称、プライバシーポリシーについては、当社ホームページ
（http：／／www．anaSCOJP）をご参照ください。

●10　その他

①お客様のご都合による航空便の変更・行程変更はできません。
②旅館ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービスを

追加された場合、原則として消費税などの諸税が課せられます。
③特に記載のない限り、他のお客様との相部屋はお受けいたしません。

旅行代金には諸税・サービス料が含まれております。

お申し込みの際には詳しい旅行条件と個人情報の取り扱
いを説明したご案内をお渡しいたしますので、事前にご確
認のうえ、お申し込みください。

おからだの不自由なお客様へ

ご高齢のお客様やおからだの不自由なお客様の、
ツアー参加に関するご相談を伺っております；
※旅行参加に際し介助をしていただく方の同伴をお頗いします。

※取扱旅行会社の方もお気軽にご相談ください。

ツアーアシストデスク

03－6251・8550
受付時間10：00－12：00／13：00－18：00

（土・日・祝日および12／29－1／3を除く）

※詳しくはhttp：／／VVVVVV．ana．CO．」P／traveL／info′assist／をご覧ください。

宿泊、レンタカーまたは観光施設の入場のみをご利用 前日（一部を除く）までお申し込みいただける「あなたび」 �の場合にご出発の をご用意しています。 

※詳しくはANAスカイホリデー取扱旅行会社にお問い合わせください。 

（お客様専用ダイヤル＞　ご参加を検討中のお客様 
・ご希望のご出発日と商品コードをお知らせください。 

菅福岡（092）720・8600 
営業時間9：30～18：00 

（12／31－1／3を除く） 


