
〈浅草グルメクーポン設定店舗〉
※メニュー内容・店舗情報等、詳しくは「行程案内書」にてこ確認ください。

店舗名 �メニュー内容 � �聖 

（D浅草つるや �うな丼定食など �l別途要予′ �約l前日まで 

②浅草うまいもんあづま �ヒレのっけオムライスなど �L　事前予葬 �勺不可l 

（吾雷門三定 �上天丼 �【事前予′′ �約不可「 

④常盤堂雷おこし本舗雷門本店 �上磯部おこし雷神缶など �「事前予′ �約不可l 

（9龍昇亭西むら �和菓子詰合せ �l事前予′ �約不可l 

⑥海老屋総本舗仲兄世店 �若煮佃煮詰合せ �l琶前予完 �勺不可； 

≡喜軍≡≡㍉工
点心・飲茶もご用意しております。’　！ン編

匝途要予約1前日までl

国（メニュー提供可能時間）11：30～22：00
田横浜市中区山下町166　由045－664－4569
※2名様からご利用いただけます。

重度飯店新鹿　　　　四

戯騰勢囁攣膨熊輝　　川

重慶飯店人気の麻婆豆腐や海老マヨに、
コラーゲンたっ．ミ糾ノフカヒレスープなど、

特別ランチコースをお楽しみください。

L　別途予約可【 設定除外日：5／3－5／6

田（メニュー提供可能時間）11：30～14：00

国横浜市中区山下町77　酔045－681－6885　※2名様からご利用いただけます。

三和棲　　　、　・

ロンジン茶と孝子どの香り抄めや、鶏肉　上守

諾諾裟慧漂2三笠讐轟1
団（メニュー提供可能時間）11：30～21：00（ラストオーダー20：45）

定休日：水曜日
田横浜市中区山下町190（閥帝廟通り）隠045－68ト2321
※2名様からご利用いただけます。

浅草下町の洋食屋さん
1ヨシカミ　　　」」。途予綱　F

ビーフシチュー＋スパゲティーナポリタン＋コーン

スープ＋サイドサラダ＋コーヒーまたはデザート

東京浅草の中心、終戦後の復興期にわずか10席の
オープンカウンターの店として誕生した「うますぎ
て申し訳ないス日の有名洋食店。

国11：45～22：30（ラストオーダー22：00）

り団03－3841－1802　匂地下鉄「浅草駅」より徒歩約5分

設定除外日：毎週木曜日および12／30～1／15

薬乱造　　　　幽逆臣革む
天挺羅定食

貞轡畢生壬璽隼嬰聖聖誓窄空き禦攣さ
と独自の天変羅油、天つゆが美味しさの秘密です。

殴11：00～21：00（ラストオーダー20：00）
12／30、12ノ31：11：00～16：00（ラストオーダー15：00）

田03－3841－0110

宙地下鉄「浅草駅」より徒歩約5分

設定除外日：毎月第2、4月曜日、10／15、12／24

浅草むぎとろ　l　別途予約可l
むぎとろ点心

昭和4年、浅草・駒形橋のたもとに暖簾を上げて
85年。「家庭でも作れる料理だからこそ、素材には
こだわる」創業当時と変わらぬ味を守るとろろ料
理の専門店。

国＝：00～16：00　呼03－3842－1066

8地下鉄「浅草駅」より徒歩約3分

設定除外自：12／28～1／6

コラーゲンたっ．ミ糾ノのフカヒレをふん

だんに使用したランチタイム限定の
プチゴージャスなコースです。

1別途予約可l設定除外日：12／29

謀も
海　　　ニ

国（メニュー提供可能時間）11：30～16：00　田横浜市中区山下町191
釦045－641－8888　※2名様からご利用いただけます。

招福悶套

注文制なので出来たてアツ
アツをテーブルまでお運び
いたします。お好きなだけお
召し上がりください。

宗彗霊能時間）　　芦
‖：30（土・日・祝日：00）～20：30（最終入店）

国横浜市中区山下町81－3　位045－664－4141
※2名標からご利用いただけます。　　　　J

（イメージ）

〈横浜中華街グルメクーポン設定店舗〉■頑茄t■副剛l闇l据緋1 ����� 
※メニュー内容・店舗情報等、詳しくは「行程案内書」にてご確認ください。 

店舗名 �メーユー内容 �予糸 �循 � 

①－楽 �一葉満喫コース �別途予約 �可l ご利用可 
※2名様よリ 

②場買妃Boutique＆⊂afeChinoiS �楊責妃美肌点心コース �⊂巫亘亘垂廼二二二］ ト 

（∋小尾羊 �美肌コース �l別途要予約 �2日前まで 

④福満園本店 �横浜中華街× �l別途予約 ※2名様より �可l 

⑤福満園新館 �ANAスペシャルメニュー ��ご利用可 

（む錦臨門 �横浜中華街× �1別途予約 ※2名様よリ �可l 
ANAスペシャルメニュー ��ご利用可 

⑦景徳鎮新館 �セットメニュー �l別途要予約【 ※2名様より �前日まで 
ご利用可 

⑧廣乗飯店 �贋乗飯店SKYランチ �l別途要予約 �3日前まで 

（車乗香新館 �ANAスペシャルランチ �l別途要予約 �前日まで 

⑯重慶飯店本館 �ANAスペシャルランチ �，別途予約 ※2名様よl �可l 

⑪重慶飯店別館 ���ノご利用可 

⑭緑苑 �中国茶箱れ方教室 �】別途要予約 �3日前まで 
※2名標よl �ノご利用可 

⑯梅蘭金閣 �金閣グルメセット �l別途要予約 �前日まで 

、■■】■
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adam上：銀座・新橋・汐留・丸の内

先付け・浣物（フカヒレ入り茶碗蒸し）・お造り・焼物・煮物・お食事・水菓子
＋ワンドリンク（ビール・日本酒・焼酎・ワイン等の店舗指定メニュー）

庚腿要予約［亘蚕豆］

経営者からのごあいさつ
ここ銀座は日本の高度経済成長とともに

発展してきた大人の社交場です。各界の

著名人や財界人に愛され続けてきまし
た。少しでも多くのお客様に銀座をもっと

知っていただけると幸いです。皆様のお越

しを心よりお待ちしております。白坂亜紀

下記から1つお選びいただけます。
享㌧パフェ（賽盛げ）ランチ

①発祥シーフードドリア（コーヒー付き）②発祥ナポリタン（コーヒー付剖

轟テ貼＝ユ℡汐、ランが蘭ガ血ディアン　※20歳以上のご利用となります。

④バーテンダーお勧めカクテル3種

】事前予約不着「

本格的フランス料理のランチをお楽しみください。

追加代金金恕　　ロロ脚
設定除外日：山手十番館月曜日（祝日の場合
は火曜日）

四日：00～14：00
Ⅲ馬車道十番館045－65ト2621

山手十番館045－621－4466

由馬車道十番館：みなとみらい線
「馬車道駅」5番出口より徒歩約3分

山手十番館：みなとみらい線
「元町・中華街駅」5番出口より徒歩約8分



横浜・鎌倉・江の島地区を中心とした食・観光・ショッピングのバラエティ豊
かなメニューに利用できます。各メニュー欄のENJOYクーポン必要枚数

をご確認のうえ、自由に組み合わせてお楽しみください。

追加代金なしti

［MAP＆クーポン引き換え場所］※羽田空港到着後、第2ターミナル到着ロビー内スカ
イホリデー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、横浜MAP＆クーポ
ンにお引き換えください。

［共通のご轟内］※ENJOYクーポンはご利用にならない場合でも払戻はございません。
※枚数はお一人様あたりの必要枚数となります。※各施設の営業時間および定休日に
ついては、予告なく変更される場合がございます。ご利用前にお電話にて確認されるこ
とをおすすめいたします。※施設によっては、事前予約が必要です。お客様ご自身でご
予約ください。し別途要予約」の記載のない施設は、予約不要となり、ご旅行期間中いつで
もご利用いただけます。ただし、時間帯によっては大変込み合う場合がございます。
宿泊のみコースにご参加のお寒様へ：MAP＆クーポンお引き換えは、羽田空港または
横浜エリアの各ホテルフロントとなります。

乗車券引換場所
［羽田空港発］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（7：30～21：00）

〔横浜駅発］YCATバス券カウンター（5：00～19：30）

※お子様は現地販売価格280円となります。

㌍乳1吏

横浜のお土産を各種販売しています。

国6：30～18：30（月末のみ15：00まで）

日JR「横浜駅」中央改札より徒歩約3分

利用方法：
【羽田空港発】利用日当日、到着ロビーバス乗車券取り扱
いカウンターにて乗車希望時刻を指定。

【羽田空港行】別途予約可当日1時間前まで　空席がある場

合は当日も乗車可能。

官　　　　　　喜多　　　　，′

ぷ別朗£r

横浜駅、MM21、赤レンガ倉庫、山下公園を結ぶ便利な海上バス。水上1メートル
から望む、見たこともない新鮮なヨコハマの景色をあなたも体感してみませんか？

田10：00～柑：00　回横浜駅東口または山下公園クルージングターミナル

申045－671－7719　◎（横浜駅東口乗り場）」R「横浜駅」北東口より徒歩約5分（山下公
園乗り場）みなとみらい緑「元町・中華街駅」より徒歩約5分

※出航の5分前までにクーポン券を窓口にお渡しください。※お子様は現地販売価格350

円となります。※みなとみらい21ぷかりさん橋、ぴあ赤レンガでの途中下車もできます。

団10：00～18：08（入館は17：00まで）

休館日：火曜（祝日の場合、翌日が休館日）、年末年始
薗錮5→345－0918（10：00～18：00）

宙みなとみらい線「みなとみらい駅」「馬車道駅」より徒歩約8分

※館内の一部施設は別途利用料が必要となります。アトラ

クションによっては事前予約や整理券が必要となります。
一一才ニ～．▲　亭主

さ∴■、」

競蒜善感

－　　‾－　　－　－－－　　　　　　　　‾　　　－　－

㌍…こ1撃

団［月～金・日・祝日］10：00～21：00（最終入場は20：30）

［土曜］10：00～22：00（最終入場は21：30）

遜045－222－5030

由みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩約3分

＜みなとぶらりチケットワイド＞市営地下鉄新横浜

駅と横浜駅の往復＋横浜都心部の市営地下鉄（横
浜駅・高島町駅・桜木町駅・関内駅・伊勢佐木長者町
駅間）の乗降自由＋ベイエリアの横浜市営バス（横
浜駅東口・MM21地区・関内・伊勢佐木長者町地
区）、さらに観光スポット周遊バス「あかいくつ」がこ
の乗車券で1日乗り放題です。みなとぶらりチケット

ワイドには、適用区間に点在する、美術虎、映画館、
ショップ、レストラン、カフェ等、約100店舗で入場

料や飲食代金の割引等特典が付いています。
＜利用可能区間＞市営地下鉄ブルーライン：新横浜駅お

よび横浜駅～伊勢佐木長者町駅の間市営バス：一般路

線横浜～元町・潜の見える丘公園あかいくつ：全区間

田始発～終車　圃045－664－2525

※クーポン券と乗車券引換場所は適用区間内各駅市営地

下鉄ブルーライン：新横浜駅、横浜駅、高島町駅、桜木町駅、
関内駅、伊勢佐木長者町駅の各駅事務室となります。
※お子様は現地販売価格280円となります。

架鉛埜

団11：00～閉園15分前　営業カレンダーは下記公式ホー
ムページをご参照ください。卸糾5－641－6591

四みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩約2分
http：／／www．senyo．⊂0．jp／COSmO／
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2　　　　て　こ　　　　　　　£

2013年横浜赤レンガ倉庫1号館創建100年

琶1号館【1Fショップ】10：∞～19：00／2号館［ショップコ
11：00～20：00［レストラン＆カフェ］11：00～23：00

（bMs平日9：00～、土・日・祝8：00～）

※営業時間は店舗により異なります

旬045－211－1515＜10：00～19：00赤レンガ倉庫1号館＞

045－227－2002＜11：00～20：00赤レンガ倉庫2号館＞

圏みなとみらい線「馬車道駅」または「日本大通り駅」より徒歩約6分
ホームページhttp：／／www．yokohama－akarengajp／

2013年3月18日にオープンした話題の商業施設！

幽ベビースターランド：【平日］10：00～20：00、［土日祝】10：00～21：00

博覧館マーケット：［月～金］9：30～21：30、L土日祝］9：30～22：00

重囲5－640－∞81（10：00～19：00）

昏みなとみらい線「元町・中華街駅」3番出口より徒歩約5分

マッカーサー元帥の執務室として使わ

れたことで知られるマッカーサーズ
ルーム等、由緒ある本館ならではのエ
ピソードを探訪してみてはいかがです
か。横浜市歴史的建造物に認定され
る本館にお立ち寄りください。

田タワーロビー1階ゲストリレーションデスク
園15：00（10分前にお集まりください）

ガイド時間：約30分
※設定除外日：土・日・祝日、および12／20

～1／6、4／27～5／6

田1045－681－1841（代表）

田みなとみらい線「元町ヰ華街駅」
1番出口より徒歩約1分

人気の中華風蒸しカステラ「マーライコ」、オリジナルス
イーツや中国茶をお楽しみいただけます。点心やおまん
じゅう、月餅やマーライコなど手作りにこだわったお土産
を販売しています。全園への配送も承ります。

国11：00～21：00（イートイン12：00～20：00）

※GW期間中は売店のみの営業となる日に
ちがございます。

面045－228－0208

宙みなとみらい線「元町・中華街駅」3番出口
より徒歩約4分

脚
明治初期の風味を現代
風にアレンジして、再現

「できたて横演馬車
いす」もお勧め

た鉄道模型博物館。世界最大級の室内
ジオラマを、世界中の車輌模型が走る！

田11：∞～18：00（最終入場17：30）
※設定除外日：毎週火曜日

（祝日の場合は翌営業日）および12／3ト1／2
画045－640－6699

日」R「横浜駅」より徒歩約5分、みなとみらい線
「新高島駅」より徒歩約2分

※館内での写真撮影、
ご飲食はできません。

※保守点検等でご利
用いただけない場
合がございます。

原鉄道横型博物館収蔵

l　事前予約不可

えの未てい（本店）
四日：00～19：∞定休日：毎週月曜日

（月曜祝日の場合は火曜日）
薗045－623－2288

均みなとみらい線「元町・中華街駅」より徒歩約7分

ローズガーデンえの木てい
国10：00～17：00定休日：毎週水曜日

（水曜祝日の場合は木曜日）
勧045－629－6722

包みなとみらい線「元町ヰ華街駅」より徒歩約5分

㌍筑
、三根＿

1，000円分の金券として利用できます。

函10：00～18：∞定休日：毎週月曜日
（祝日の場合は営業）

臼みなとみらい緑「元町・中華街駅」元町口
より徒歩約3分

引き換え場所：協同組合元町SS会事務局
（元町第一駐車場裏）

※12／31～1／3は、協同組合元町SS会事務局

休業のため、お引き換えいただけません。
※お釣りは出ません。

彗

圏（展望フロア）10：00～22：30（最終入場22：00）※不定休

（mizumaChibar）月～土17：00～26：00（ラストオーダー

25：00）日・祝17：∞～24：00（ラストオーダー23：00）

（mEBUND）‖：00～23：00（ラストオーダー22：00）

証（展望フロア）囲5一組4－1100

（mizuma⊂hibar）045－263－8116

汀HEBUND）045－263－8115

8みなとみらい緑「元町ヰ華街駅」4番出口
より徒歩約1分

（展望フロア）お子様は現地販売価格小学生250円、幼児
200円となります。

（mizumaChibarおよびTHEBUND）貸切営業等でご利用

豚肉と干帆立貝柱の旨味の詰まった横演名物「シウマ
イ」を日持ちがするよう真空パックにした商品です。
蒸寵やレンジを使って温めてお召し上がりください。

畠横浜駅中央店、本店ショップ、中華街大通り店
国横浜駅中央店6：00～22：30、本店ショップ9：00～22：00

申0120－882－380

匂横浜駅中央店（横浜駅東西自由通路横浜駅

構内）、本店ショップ（横浜駅東口崎陽軒本店1F
JR「横浜軌から徒歩約3分）、中華街大通り店（み

なとみらい緑「元町・中華街駅」から徒歩約5分）

店内はどこか懐かしくて心地よい“上海レト
ロ”。ゆっくりとお過ごしいただけます。

国（ショップ）11：00～20：00

（喫茶）娼～金・白川：30～20：00（ラストオーダー19：15）、

［土］11：30～21：00（ラストオーダー20：15）

（季節により営業時間の変更あり）定休日：第3火曜日

窃045－68ト7776

昏みなとみらい線「元町・中華街駅」3番出口より徒歩約8分

＿＿一一一一一二一二∴て‾†．ミ

迦遜

世界チャンピオンの肉まん・餃子のお店。
テレビ等でも取り上げられます。

田本店・2号店10：00～21：00
3号店10：00～22：00

調0120－290－892

日みなとみらい線「元町・中華
街駅」2番出口より徒歩約3分

8種類のデザートから1品と、お好きな中国茶
のセットが選べます。120席ありますので、グ
ループで来店されてもゆっくりできます。

圏岩2票差21：3。），ピ

画045－663－5126　　　　　ヽ

田蒜王墓富農篭嘉毘軒い∵オ
ノ′ヤ蜘∴ト

qlトヤメ‾シ1

The CAF〔は中華街で唯一のヨーロピアンスタイ

ルのオープンカフェです。本格的なエスプレッソをは

じめ、中国茶、紅茶、フレーバーティー、ハーブティー

等お茶もバリエーション豊かに取り揃えております。

田10：00～21：00（平日）、10：00
～22：00（土日、祝日）（ラスト

オーダーは閉店時間30分前）
⑭045－663－5128

宙みなとみらい線「元町・中華街駅」
2番出口より徒歩約5分

肉まんをはじめとした点心類や中華のお菓子月餅
をご家庭でもお楽しみいただけます。地方への宅

配も承りしておりますので、ぜひご利用ください。

騎10：00～22：00

画045－663－5126

日みなとみらい線「元町・
中華街駅」2番出口より
徒歩約5分



鎌倉と湘南江の島を走り続けて100余年、週
末になると多くの観光客で賑わう。江ノ電の全
区間で何度でも、どの駅でも「のりおり」ができ
るおトクな乗車券です。江ノ電沿線の施設にて
割引も受けられます。

田藤沢駅、横倉駅　6：50～22：00

秒0466－24－2713

（9：00～17：00土日祝日除く）

引き換え場所：江ノ島電鉄「鎌
倉駅」「藤沢駅」窓口
※割引特典の利用は「のりおり

くん」の有効日のみ。※ひとつ
の施設の特典利用は、お一人様
1回限りとなります。※お子様は

現地販売価格290円となります。

㌍筑1亘

海抜100メートル、360度海に囲まれた絶景は圧巻！

田9：00～20：00※営業時間は天候イベント等により変
更になる場合がございます。
※設定除外日：不定休、10／19

回0466－23－2444

田小田急線「片瀬江ノ島
駅」より徒歩約20分、
江ノ島電鉄「江ノ島
駅」より徒歩約25分

引き換え場所：コツキン
グ苑入口※お子様は現
地販売価格250円とな
ります。

イルカ・アシカショーや約2万匹の魚たちが詠や迫力の大水槽など見所満載！

団9：00～17：00

（ただしGW・夏休みは変更あり）
※施設点検などで臨時休館する場合がご

ざいます。詳しくは、直接お問い合わせく
ださい。

※最終入場は開銀時間の1時間前まで

呼0466－29－9960

困小田急「片瀬江ノ島駅」より徒歩約3分、
江ノ島電鉄「江ノ島駅」より徒歩約10分

※中・高校生の方はチケット売場で生徒

手帳（学生証）のご提示が必要です。

！

素材の味が凝縮された国内産ドライフルーツ
のお店

国10：00～18：30（土・日は19：30まで）

ゆ0467－61－3090

8JR「鎌倉駅」東口より徒歩約6分

書，句くトラ訂ヲルーツ（イメージ）

国［月～金コ10：30～け：30［土・日日0：30～18：30
※定休日：不定休（憧前予約不可l土・日・祝日のみ）

缶10466－22－9111

田小田急線「片瀬江ノ島駅」より徒歩約20分、江ノ島電鉄

j

凰

人気の湘南イタリアンアマルフイイの姉妹店
のケーキショップ・カフェ・ピッツェリアです。

（アマルフイイドルチェ）

国平日9：00～19：00（ラストオーダー18：00）
土・日・祝9：00～20：00（ラストオーダー19：00）

℡0467－38－1911日江ノ電「七里ケ浜駅」駅前

（アマルフイイカフェ）
白　　田平日‖：00～19：00（ラストオーダー18：30）　　　㌻ヽ－

土・日・祝10：00～19：00（ラストオーダー18：30）

⑭0467－53－8801圏江ノ電「七里ケ浜駅」徒歩約2分
（ピッツァアマルフイイ）

田平巳11：00～19：00（ラストオーダー18：30）

1　町　い■『

土・日・祝10：00～19：00（ラストオーダー18：30）　※設定除外日：1／1

⑩0467－53一朗11日江ノ電「七里ケ浜駅」徒歩約2分　（ドルチェ、カフェ、ピッツァ共通）

㌍乳廃

体に良いと言われる、こだわりの卵「ルテイン卵」を使っ
て作った、こだわりのスイーツをお楽しみください。

超10：30～18：30、11～2月（10：30～18：00）

国0467－23－1815

田JR「鎌倉駅」東口より
徒歩約8分

等；窟
＿、、・・■・

凝蒸

ぎ

創業昭和43年。食物繊維いっぱいの寒天も
もちもちの白玉も手作りで提供しています。

国【月～金］12：00～18：00［土・日・祝］11：00～18：00

（ラストオーダーは閉店時間30分前）
薗0467－23－1818

日JR「鎌倉駅」東口より小町通り徒歩約6分

・∴一．．1’■・こ、■

憾㌍
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⑳蒜範×ANAユ椚糾苧」
adam上：＊＊＊　※ビューティークーポンをご予約ください。

全国のキレイになりたい女性の味方「HOTPEPPERBeauty」とのコラボ企画！

話題のサロンで、キレイ＆癒しを手に入れませんか！？「HOTPEPPERBeauty」が
おすすめする4つのサロンがおトクなプランをご用意してくれました！
この機会にぜひご利用ください♪

代官山にある大人の隠れ家サロン。
これからの季節に、毛穴からキレイになるトリートメントでくすみの

ない美肌になってみませんか？

同委要予約l前日旦d

団11：00～21：00

圃03－6416－1634

包東急東横線「代官山駅」より徒歩約2分

TVでも紹介される銀座の本格バリニーズサロン。

完全個室で体も心も解放しながら、選べる癒しのコースを。

し別途空予糾当日まで」

田10：00～23：00※深夜は応相談

固03－3545－0787

日地下鉄「東銀座駅」より徒歩約3分

当店にしかないミスト浴でのデトックスとあわせて小顔効果抜群
の顔かっさでむくみもスッキリ。

担些寧予和当日豆可

国（当メニュー対応時間）平日12：00～20：00、日・祝日12：00～19：∞ 
曲0■3－3716－9929 

田JR・地下鉄「恵比寿駅」西口より徒歩約3分 

一・′　l l‾‾‾　‾‾、．

：：、転を】

＼＼、／

⑳
Linn
‾＿・．一l．二⊥　＿ゝ、▲ヽ・

ナーヤ言∴

∴∴‾丁　－‾・1∴－‥ニ＝二：■∴．：、∵、二　　　　　’、－‾一‾ご’　■■　　■　‾「‾1‘　‾　二

お客様に合わせた“ちょうどいい力加減”で至福の時
をご提供。施術後はラウンジにてゆったりと季節の
ハーブティーをお楽しみいただけます。ハイセンスな
大人が集う衝く恵比寿＞をお楽しみください。

匝盃要予約し呈単量王」

国12：00～22：00l醍03－6427－2677　日」R・地下鉄「恵比寿駅」より徒歩約3分



簑賀／呂等篇　　　　　　　　　　　　　　　団因

ゆマンダリンオリエンタル東京
憎買限定ブノミアデラックス睦加ム代ダ♭脚　アップが嬉し倶除外日義棋

ホテルからのおもてなし
プレミアデラックスルーム（33階以上、東京スカイツリー側）へグレードアップ

（1E］1室限定　※10～3月の土曜日、10／13、11／3、12／22～12／24、

12／30、1／2、1／12、3／21宿泊を含む出発日を除く）
・季節のパウンドケーキをお部屋にご用意・フィットネスセンター利用可能
・ウエルカムリフレッシュメント（ご到着8割

・1吉β屋に1つホテルオリジナル扇子をご用意・人数分のミネラルウオーター付き

り†スロープをご用意・お部屋に2種頬のバスソルトをご用憲
・おやすみのご準備をさせていただくときに、1部屋に1つホテルオリジナルアロマオイルをご用意

餅羊室デラックスルーム（1～2名1室）※禁煙ルームのみのご用意となります。

※東京スカイツリー◎が見えるお部屋となります。

鯵1泊朝食付き　鍵IN15．00／OUT12：00　☆羽田空港から車で約40分
、舟地下鉄三越前駅地下通路直結　★東京駅から車で約3分（タクシー利用）

●詳しくはP．34へ

adam上の地域名新宿

息」二二
一攣J

ヽ

東京／新宿

○京王プラザホテル

蓮型些些磨噂メージ）

団団

女獲限定の路血ムサ㈹ビスプラザブ♭ツタプア…鼠星、」で過ごす億芳窪な朝

ホテルからのおもてなし
・朝食はプラザプレックファースト（ルームサービス）をご用意
・ホテルオリジナルスイーツ付き（お一人様1個）
・ウェルカムドリンク・バスローブをご用意

・クラブラウンジにてビールワイン・ソフトドリンク・ドライスナックなどのセルフ

サービス利用可能（14：00～21：00）
・フィットネスジム利用可能（5：00～22：00）

場洋室デラックスルーム（1～3名1室）●1泊朝食付き

嚇IN14．00／OUT13：00（通常11：00）
一女羽田空港から車で約60分

招新宿駅西口から徒歩約5分極扇遠忌もさ前古云
※宿泊除外日12／30～1／2

○ホテルグランパシフイツク止甜BÅ
十つ土工＝・（二∫〕1●二け二∴‡㍗HI■ミニ・、■・、－■．さて／i■ム

フランス郊外にあるシャトーの広いルーフバルコニーをイメージし天井いっぱいに

広がる大きな窓から自然光をふんだんにとり入れた開放感溢れる明るいロビーカフェ
「ル・ブーケ」。洗練された落ち着きを湛え、やさしく時を刻むシックなカフェ空間でく

つろぎのひとときをお過ごしください。

麻テルカ唱のおもてなし
・ケーキ＋コーヒーまたは紅茶付き

（お一人様滞在中1回／ロビーカフェ「ル・ブーケ」10■00～21：30）
・朝食を昼食へ変更可能（メニュー限定）※12／31、1／1宿泊を除く

●洋室（1～3名1室）●1泊朝食付き　●削15●00／0UT12．00

☆羽田空港から車で約15分　★ゆりかもめ台場駅直結

※宿泊除外日：12／21～12／24、12／31～1／1、1〃9、5／3～5／5

他のお部屋もございます。

adam上の地域名：横浜

ホテルからのおもてなし
・エグゼクティブツインベイブリッジビューにアップグレード
・朝食をブランチ（中華セットメニュー）またはアフタヌーンティー（ラウンジ）に変更可能

・アメニティ（タルゴジャポン）セット付き（お一人様1セット）

●洋室（2～3名1室）※全室禁煙となります。

●1泊朝食付き　●】N14：00／0UT1200（通常11．00）

★羽田空港から車で約20分

★みなとみらい線みなとみらい駅から徒歩約1分

adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

東京ステーションホテル伝統が息づく・ここにしかないおもてなし

○悪霊認諾ミミ慧監高架ホ＿
ムが隣接しているため、お部屋からの眺望は
望めません。あらかじめご了承ください。

○忘認諾莞f㌘ル）

○仙スサイドスーペリアツイン
こう芋茎（1～2名1室）

※全室禁煙となります。
※クラシッククイーン・ドームキングの1名1室はダ
ブル、パレスサイドスーペリアツインの1名1室は
ツインのシングル利用となります。

r〕1泊朝食付き　ミニョ削15：00／OUT12：00

‡票宗宝器憲認諾分　　団現

ホテルからのおもてなし
・ミネラルウオーター付き（お一人様1泊につき1本）

・
蟹
男
等
尊
貴
診

最
後
の
ペ
ー
ジ
0



麺頭重の軽率審噂糸恥有卦衰圃

他のお部屋もございます。こ詳しくはP．38へ

他のお部屋もございます。こ詳しくはP38へ

⑥TOKY0－SKYTREE

掛琵焉光正）
二ご〉洋室（1～4名1室）

1泊朝食付き
′＼】N14：00／OUTll：00

7羽田空港から車で約40分
」R・地下鉄錦糸町駅北口から徒歩約3分

ホテルからのおもてなし
・朝食を昼食に変更可能

adam止の地域奉養野・言責葦

蔓謁誤認王）
こう羊室（1～3名1室）

こう1泊朝食付き
だ31N14二00／0UT12．00（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直結
※宿泊除外日：12／31、1／1

鹿田
ホテルからのおもてなし
・朝食を昼食に変更可能

ホテルからのおもてなし
・朝食を昼食に変更可能

（レストラン・メニュー限定）

享⑳1諾詔㌍読＿）
巨頒室（1～2名1室）※2名糧は力

ジュアルツイン・セミダブルより

お選びいただけます。
ロ1泊朝食付き
OIN13：00（通常14：00）／

OUT12．00（通常日：00）

た羽田空港から車で約60分　　　声

でご地下鉄両国駅Al出口から徒歩約1分　∴W

※宿泊除外日：1／5

∂由m上の地域名：錦糸町・両国・東陽町

他のお部屋もございます。
こき詳しくはPj8へ

フレンドシップ■サル：　　町、づ。“

口・l童＿警

ホテルからのおもてなし
・朝食を昼食に変更可能

他のお部屋もございます。
ミ○詳しくはP38へ

スタンダードルーム
（スカイツリービュー）

こ弓羊室（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。
ミニ31泊朝食付き

（二割N14．00／0〕T12ニ00（通常日．00）

予羽田空港から車で約20分
亨もご地下鉄東陽町駅から徒歩約7分
※宿泊除外日：12／31、1／1

adam上の地域名：錦糸町・両国・東陽町

ホテルからのおもてなし
・ミネラルウォーター付き

（お一人様1泊につき1本）
・モーニングチョコレート付き

（お一人様1泊につき1個）

○スタンダードルーム
ゝニ汚羊室（2名1室）

※全室禁煙となります。

01泊朝食付き
そこHN15：00／OUTll：00

烹羽田空港から車で約40分
☆地下鉄錦糸町駅5番出口直結

他のお部屋もございます。
0詳しくはP38へ

adam上の地域名：赤坂・六本木

如き
タワーデラックスダブル・

東京タワービュー

洋室（1～3名1室）
※全室禁煙となります。
※3名1室はキングサイズ

ベッド1台とエキストラ
ベッド1台となります。
1泊朝食付き
IN15．00／OUT12：00
ゾ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

圏箇恒　　　※宿泊除外日‥12／31＼1／1

ホテルからのおもてなし
・室内プール・ジャグジー・フィットネスジム利用可能
・高速インターネット回線接続無料
・ホテルオリジナルミネラルウオーター付き（お一人横1本）

他のお部屋もございます。、詳しくはP34へ

31

adam上の地域名：品川・浜松町　　　　　　ad8m上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

訂パークフロア
（責寮タワー傭）

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。
1泊朝食付き
IN14．00／0UT1200

羽田空港から車で約15分
地下鉄赤羽橋駅から
徒歩約2分

※宿泊除外日：12／2ト12／25、

12／31、1／1

回伽鮎』団囲胤｝団

ホテルからのおもてなし
・朝食を昼食に変更可能

（メニューにより差額が発生する場合は現地払い）

他のお部屋もございます。詳しくはP36へ

○款＿ビュ＿
洋室（2名1室）ダブルルーム

※全室禁煙となりますこ
1泊朝食付き
】N14：00／OUT12：00

羽田空港から車で約20分
地下鉄汐留駅から徒歩約1分

j　や」R・地下鉄新橋駅かち

徒歩約7分
※宿泊除外告：12／31

ホテルからのおもてなし
・朝食券を昼食に変更可能

他のお部屋もございます。詳しくはP35へ

語

郁



∂dam上の地域名：山梨

adam上の地域名：箱根

頭＿＿惑
⊂垂コ富士山まで約35km　　　　　㊧回田

○ザ・プリンス籍娘富士山ビューツ．ン
芦ノ湖や箱根の山々に抱かれた、ここでしか体験できない
癒しのひととき。

●洋室（2名1室）●1泊朝食付き

●lN14：00（通常15：00）／OUT12：00（通常11：00）

★羽田空港から桃源台まで高速バスで約2時間40分

★桃源台からタクシーで約15分

★」R小田原駅からタクシーで約45分、

路線バスで約1時間20分

※宿泊除外日・4／ト5／12　　　　卜ラウンジ「やまぼうし」にてケーキ

…　セットをサービス。

ホテルからのおもてなし

○ハイランドリゾートホテル＆スパ
フジヤマコンフォートスーペリアツイン

雄大な富士山を目の前に望むt」ゾWトホテル。
富士急ハイランドに直結で遊びにも便利。宿泊のお客様は日本最
大級の純和風浴室の天然温泉「ふじやま温泉」が無料でご利用いた
だけます。

●洋室（2～3名1室）

●1泊朝食付き

●lN14．00（通常15．00）／OUT12：00

★羽田空港から高速バスで約2時間5分

★富士急行富士山駅からタクシー

または無料シャトルバスで約5分
※宿泊除外日：11パ0～11／14、4／1～5／12

ホテルからのおもてなし
・富士急ハイランドフリーパス1日

券付き（入園料含む）
・富士急ハイランド優先入園（通常

開園時問の30分前入園可能）
・フジヤマミュージアム入館無料
・ふじやま温泉入場無料（滞在中）
・駐車場無料（滞在中）

adam上の地域名：箱根

［二重コ富士山まで約38km

○箱根ホテルスーペリアツイン
東京から¶番近いリゾート。まるで実術既のようなシックな夕帽局と
芦ノ湖と富士山を真正面に望む絶好のロケⅣション。

●洋室（2～3名1室）●1泊朝食付き　●lN14：00（通常15：00）／OUTll：00

★羽田空港から桃源台まで高速バスで約2時間40分

★桃源台から箱根ホテルまで路線バスで約40分（12－05発、14：40発の2便／
2013年6月のダイヤとなります。）

★桃源台から箱根海賊船（遊覧船）で箱根

町港まで約30分（箱根町港直行便の場

合）、箱根町港からホテルまで徒歩約3分

★JR小田原駅からホテル無料送迎バスで約舶分抒約制）

※宿泊除外日：12／30～1／3、5／3～5／5

雲ホテルからのおもてなし
・ウエルカムドリンクサービス

（17：40～18●00レストラン前にて提供）
・ホテルオリジナルレトルトカレーをお檜

人様ひとつプレゼント（中学生以上）

0箭蒜静Ian羽田空港から山梨・箱根へのアクセスもJ �� �†スて � � � 
I▼ ナルブランをご用意させていただきました。 � �しくはP �」 �0へ 

京急リムジンバス ���茅； �・r、〟‾‾㌦・　　一・等毒等・滅 

l羽日空港第2ターミナル⇔富士急ハイラン可l羽田空港第2ターミナル⇔箱根桃源台l ����‘l亨 �醍撒灘悲‾三 

羽田空港から富士急ハイランドまで約2時間5分。箱根までゆったり座れて、 空港からバスでゆったり移動！　　　　乗り換えなし！ ��� �」．－〕 �●＿＿－● （イメージ） 辱 �デー■封■r∵11誓 

■運営管理者：富士急山梨バス（株）・京浜急行バス（株）　　■運営管理者：小田急箱根高速バス（株）・京浜急行バス（株） 

翠

讐

篭

童

量

慧

最
後
の
ペ
ー
ジ
0



adam上の地域名：赤坂・六本木

〇・こ∴∴．∴一ニノ′・；ソ…．ト．′．－宣言

※2名1室はツイン．ダブルル＿ム園田
よりお選びいただけます。

●1泊朝食付き
●lN14：00（通常15：00）／

0UT14：00（通常12：00）

★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

ケ伸キセット

圏14：00～17：00（ラストオーダー17：00）

由2Fカスケイドカフェ
二rJ■プテル

国17：00～25：00（ラストオーダー25：00）

田36FMlXXバー＆ラウンジ

ホテ兇ノからのおもてなし
・上記旧G・ANAホテルズ連泊特典1・2
・フィットネスルーム（24時間）利用可能

adam上の地域名：湾岸（竹芝・お台場）

0ト十号　一　、一・∴r・

ネンタル東京ペイ
●洋室ベイビュー（1～3名1室）

●1泊朝食付き
●lN15：00／0UT15：00（通常12：00）

☆ゆりかもめ竹芝駅から徒歩約1分
※宿泊除外日：12／21～12／24、12／28～1／3、1／9

ケW寧セット

囚10：00－21：00（ラストオーダー21：00）
田1Fニューヨークラウンジ

カタテがノ

国17：30～21：00（ラストオーダー21：00）

田1Fニューヨークラウンジ

添テ舟容儀都塵庵で竃も
・上記IHG・ANAホテルズ連泊特典1・2
・朝刊サービス

33

adam上の地域名：品川・浜松町

○齢ンダダホホルル繭ンタダ匝ンンネンタル
●讐詣濃漕莞若、窒窪　田

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
●削14：00／0UT14．00（通常12：00）

☆羽田空港から電車で約16分（快特利用時）
★JR・京浜急行品川駅港南口から徒歩約1分
※宿泊除外日：12／31～1／2

adam上の地域名：横浜

○：ゴーj・・、・、′ツーノJi、lJy－

コンチネンタ捗ホテル

因　悪習豊這翳晃シングル利用とな。ます。団因
●1泊朝食付き　●削14：00／0UT1400（通常11：00）
★羽田空港から車で約20分
女みなとみらい綾みなとみらい駅から徒歩約3分
※宿泊除外日：12／30～1／3、1／6～1／10

ケ伽キセット

昏15：00～17：00（ラストオーダー17：00）

窃1Fオーシャンテラス

17ニノテル

国17：00－23：30（ラストオーダー23：30）
田2Fスターボ

疎テ捗からのおもでなじ
・上記IHG・ANAホテルズ連泊特典1・2
・朝食を昼食に変更可能

アフタヌ脚ンティ叩セット

（季節によりメニューが変更となります。）

国1430～17：30（ラストオーダー17：30）

田26Fザ・ダイニングルーム

カ＿フテル

国17：00～23：20（ラストオーダー23：20）

826Fザ・ダイニングルーム

ホ予見′からのおあてなし
・上記IHG・ANAホテルズ連泊特典1・2

adam上の地域名：成田
rl星r

l：

◎ANA肇苧撃訝プラザ
ホテル威由

；．嵩．・五1ニ　●－∴．　試∴日
★成田国際空港からホテル無料バス（定時運行）で約15分
☆」R・京成電鉄成田空港駅からホテル無料バス（定時

運行）で約15分

ケ劇キセット

田12：00～21：00（ラストオーダー21：00）田1Fセレース
※ケーキが完売する可能性がございますので、

お早めにご利用ください。

カクテル

匝17：30～24：00（ラストオーダー23．30）田17F彩風

ホテルか～ハおもてなし
・上記IHG・ANAホテルズ連泊特典1・2

・朝食を昼食に変更可能・朝刊サービス
・インターネット無料（有線LAN）・ジム、プール、サウナ無料



ご利用ホテル※矧こ細のない剛肪ト．レ鞭※新グループホテル以外をご利用。場合は、追加代金が必要とな。ます。

adam上の地域名’赤頓・六本木

●洋室（1～3名1萱）
●1泊朝食付き
●lN15：00／0UTll：00

★羽田空港から電車で約
40分

★地下鉄赤坂見附駅から
徒歩約5分

adam上の地域名’赤坂・六本木

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／

OUT14：00（通常12：00）

★羽田空港から車で約45分

★地下鉄溜池山王邪13番
出口から徒歩約1分

ルーム　レードアッププラン

プレミアダブル

違．逓
※宿泊除外日：12／31－1／2　●洋室（2名1室）

きrフィットネスルーム（24時間）利用可能

adam上の地域名：赤坂・六本木

☆クラブラウンジ利用可能

団園田

●ガーデンタワー／
洋室（1～3名1室）

※ト2名1室はツインのルルー

ムよりお選びいただけます。

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★羽凸空港から奉で約40分
★地下鉄赤坂見附解・永田

町駅から徒歩的3分
※宿泊除外田：12ノ3ト1／3、1／13　●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

でJお部屋にバスローブをご用意

団匿】因

●別館洋室（1－3名1室）
※1名1室はツインまたはのル

のシングル利用となります。

●1泊朝食付き
●lN14：00／0UT12：00

★羽田空港から串で約30分

★」R浜松町駅から車で約10分

★地下鉄虎ノ門駅から
徒歩約5分

※宿泊除外目：12ノ31～1／2

予朝食を昼食に変更可能
（レストラン限定／差額は現地払い）

adam上の地域名：赤坂・六本木

●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。
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT12：00

★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

rプール・ジャグジー・フィットネススタジオ利用可象「高速インターネット回線接続利用可能
arホテルオリジナルミネラルウオーター付引お一人様1本

adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

芸●タワースタンダード／

二目

霊感
空≡碧雲蒜頁封由垂融由麺由らぬ

固蘭留

洋室（1～3名1童）
※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

★JR有楽町駅から徒歩約5分
※宿泊除外巳（共通）：12／30～1／3

皇朝食を昼食に変更可能（ホテルショップ
にてお土産に変更も可能）

融i虫i面胡尋

常牒舘

●洋室（1～3名1室）※1名1菱はツインまた
はダブルのシングル利用となります。

ルーム　レードアッププラン

0細く7階～12隋〉

袈羞魂
●洋室（1－3名1圭）
※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。

☆ミネラルウオーターをご用意（お一人
楼1泊につき1本）

六本木 adam上の地域名：赤坂・六本木

adam上の地域名：赤坂・六本木

●洋室（1～3名1室）
※ト2名1室はレディースルーム

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ら

扇雇「‾　徒歩約1分※宿泊除外日：12／31、1／1

Ar朝食を昼食に変更可能

（レストラン・メニュー限定）
AJウェルカムドリンク付き（お一人様滞在中1匡け

赤糎　　　　　　a由m上の地域名．赤坂・六本木

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT12：00

★羽田空港から車で約30分
★地下鉄国会議事堂前駅・

溜池山王駅地下通路直結
※宿泊除外田：12／31、1／1、

5／3～5／5

☆朝食を昼食に変更可能
☆フィットネス・プール利用可能（サウナ・ロッ

カーの利用は有料2．100円※18歳以上）

●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泊朝食付き
●tN15：00／OUT12：00

★羽田空港から車で約40分
★東京メトロ日比谷線六相

から徒歩約3分
※宿泊除外日：4／1－5／12

涌娘を昼食に変更可能（レストランメニュー限定よこフィットネス・プール利用可能（ロッカー

ルームの利用は有料となります）

グラ二ノドクラブルーム

●洋室（卜2名1皇）※艶はコンチネンタルプレカファー朴となります。

博用ラウンジにて〉☆イブニングカクテル、カナッペ、コーヒ十

紅茶の無料サービス☆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

さdam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内　八t洲 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（ト3名1室）　盲

※全室禁煙となります。　2
※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
●lN15：00／0UT12：00

★羽田空港から奉で約40分
★地下鉄三越前駅直結
★J頓脚ら車で闘分（タクシー桐）

ダニ∬フィットネスセンター利用可能
☆お部屋に2種類のバスソルトご用豪
☆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。

諒夢胞怨嗟魔塵纏廃港弛ノ

☆帝国ホテルオリジナル寝具rスリープワークス」をご用意

☆プール、サウナ、フィットネスセンター利用可能

●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50分

★JR東京駅八重洲南口
から徒歩約5分

※宿泊除外日：3／31－5／12

外観

adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

●洋室（1～2名1卦※1名1室はレ

ディー刀レームもお選びいた戯ナま

す。※1名1室はシャワーブースの

みとなり／収タ：粕ございません。2

名1室はバスタブのみとなります。

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★羽田空港から電車で約35分

★」R有楽町駅から徒歩約4分
※宿泊除外日：1／25

㌣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※矧こ記載のない剛鳳ト．レ付き※基本グル＿プホテル以夕幡ご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

有楽町　　adam上の地域名．銀座儲橋づタ留・丸の内

●洋室（1－3名1室）※1名1室はツ

インのシング購順となります。

●1泊朝食付き
●州5：00／OUT15：00（通郡ユニ抑

※除外日あり。詳しくはお問
い合わせください。

★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（共通）：12／31、

1／1、4／1～5／12

喜屋内プール、ジャグジー、フィットネスセンター利用可能

☆客室内エスプレッソマシーン利用可能
たワイヤレスインターネット接続利用可能

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
●lN15：00／OUT12：00

★羽田空港から車で約30分
★」R東京駅丸の内北口
から徒歩約1分

㌻ミネラルウオーター付き（お一人様滞在中1本）

丸の内　　adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

「●洋室（ト3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・

のルを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40分
J砂主節諏（感★JR東京駅八重加商自

団因　　※詣琵雪讐薔′2

ト；∧㌻フィットネススタジオ・ス澗順可能（トリートメントは除く）
■☆朝食を昼食に変更可能（セットメニュー）

串」R東京駅まで徒歩にてご送迎（要事前予約）

adam上の地域名・銀座・新橋・汐留・丸の内

‾　‾　　　■■●洋室（1－2名1宰）

田園

※1名1室はレディースルーム（禁

煙）もお選びいただけます。

●1泊朝会付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常日：00）

※レディースルームはOUTH：00

★羽田空港から章で約30分
★地下鉄銀座駅から徒歩的3分

‡朝食を昼食に変更可能
とミネラルウオーター付き（お一人様1本
※レディースルームを除く）

新構　　　adam上の地域名銀座・新橋・汐留・丸の内

団囲因

●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泊朝食付き
●IN14：00／OUT12：00

★羽田空勧1ら電車で約30分

★」R・地下鉄・ゆりかもめ
新橋駅から徒歩約2分

★地下鉄内幸町駅から
徒歩約2分

▲r朝食を昼食に変更可能

（レストラン・メニュー限定）
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●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。
※ウオークインクローゼット付きの5如肋お部屋です。

●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

☆レイトチェックアウト13：00

銀座　　　adam上の地域名銀座・新橋・汐留・丸の内

丸の内　　a由m上の地域名・銀座・新橋・汐留・丸の内

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT12：00

★羽田空港から電車で
約30分

室★」R乗京駅日本橋D直結
サピアタワー27階

彗堅
、＿＿1・r！∴15■■＝／∵＝．こ．五・∴■」，＿

ぅjrミネラルウオーター付き（お一人様1本）

adam上の地域名：銀座・新棟・汐留・丸の内

●洋室（ト矧蟄※規と別訂。
※鳩1室は卯畑シン列朋と劉紺。

※2名働ツイン閉場瓢耽倒ます。

●1泊朝食付き
●州5：00／OUT14：00（通常12：00）

※12／30の宿泊は除く

★羽田空港から車で約30分
★JR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、1／1

′㌻朝食をルームサービスへ変更可能

●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泊朝食付き
●lN15：00／

0UT13：00（通常12：00）

★羽田空港から草で約25分

★」R新橋駅銀座口から
徒歩約5分

たミネラルウオーター付き（お一人様1本）
合女性用基礎化粧品・入浴剤付き

銀座　　　adam上の地域名．銀座・新橋・汐留・丸の内

●本館洋室（1～2名1室）
新館洋室（1－3名1室）

●1泊朝食付き

「一至芸三三三

ルームグレードアッ　プテン

・・・・プルミエールツイン

選．翠＿＿
●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

茄芳ノ軌跡傷痴琉濡㍍引諭し′

カクテルアワー利用可能

ルームグレードアナププラン

∴ビューバスルーム

●洋室（2名1室）

☆バスローブをご用意

地　　　a由m上の地域名．銀座・新橋・汐留・丸の内

団員　　■ゝ苫

●洋室（1～3名1室）
※高層階（33階）以上の

お部屋となります。
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★羽田空港から電車で
約45分

★地下鉄築地罰から徒歩約5分
※宿泊除外日：11／10、12／31、

Arマッサージチェア完備

∂由m上の地域名銀座・新橋・汐留・丸の内

●洋室（2名1室）

の内　　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（ト3名1

室）※ト2名1室はツインーダブ

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40分
★JR東京駅八重洲北口

から徒歩約2分
※宿泊除外目：12／31、1／1

㌃フィットネス、屋内プール利用可能

二コ

へ、ツミネラルウォーター付き（お一人様1本）

銀座　　　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
●lN15：00／OUTll：00

★羽臼空港から電車で
約40分

★JR有楽町駅から徒歩
約6分

adam上の地域名汲座・新橋・汐留・丸の内

●洋室（1～3名1室）
※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
●lN14：00／OUT12：00

★羽田空港から華で約20分

★地下鉄汐留駅から徒歩約1分

★JR・地下鉄新橋駅から徒歩

約7分
※宿泊除外日：12／31

㌣朝食を昼食に変更可能

●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

★JR・地下鉄新橋駅から
徒歩約3分

※宿泊除外日：12／31、1／1

：r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

ルームグレードアッププラン

－、ジュニアスイートツイン

●洋室（2～4名1室）
※全室禁煙となります。


