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お申し込みは出発日の前日から起■して10日前まで承りまも

スト 二

車横浜慧盟
1名様より

お申し込み
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グルメ・スイーツ●

観光な鰐饅温愚

追加代金なしで
おトクに楽しむ！

●⑳ 旅先でクーポンメニューを
自由に琶抄夕卜買（一部のメニューを除く）

メニー椚中にメニューの津∞舶代金◎◎

阜◎
追加代金でこだわり

メニューを選ぶ！

メ＝ユー

＊明記されたクーポン内容を超える金願をご利用の場合、
現地にて差額をお支払いください。

旅行申し込み時に
メニューの指定が必要です0　　旅行申し込み時の

旅行中にメニューの変更◎◎追加代金◎◎
＊一部のメニューは

追加代金不要です。

ホームページでも当ツアーの情報をご覧いただけます。

◎「東京ストーリー＋横浜」の
クリック

ト新規メニュー！ をクリック

トクーポンメニュー

○印刷した用紙をツアーお申し込み時に

JALパック

聾

JAL航空数量
大迫力の飛行機や機体整備の
様子を間近に見られるまたと
ないチャンス！　膵しくは42ページ

JALパックが

ぉすすめする

慣れのホテル



●お一人様1個ご利用いただけます。

●お荷物1個あたりの重さ20kg以内、大きさの3辺

が50〔mX60cmX120〔m以内となります。ただし、ご

搭乗便でのお矧けのお手荷物の合計がお一人様
20kgを超える場合は、航空運送区間の超過手荷物

料金が別途必要です。

●復路便出発空港にてご搭乗手続きをお清ませの
後、手荷物お矧ナカウンターに椅昆光券」をご提出
ください。ご1誉乗巳当日中の配達はできません。ご

利用いただかなかった場合でも払い戻しはいたし
ません。

●「復凝到忘空港」により百∃這可能地域が限定されて
います。配達不可地境へのご利用はできません。

※詳しくは」ALホームページをご覧ください。



空港リムジンバス　匝墾田〈旅行企画項施ジャルパック，

JALパック

：苛

■ご利用いただける期間．2013年10月1日～2014年5月19日

■旅行出発前予約（出発日の前日から起算して10日前までに旅行会社にてご予約ください。）
代金（1名梯）／おとな（中学生以上）：810円こども（小学生）410円団NG1502A澗定）

●代金に含まれるもの：バス乗車料金、消費税等諸税
＜バス利用に際して＞●全席予約定員制のため、ツアーお申し込み時にこ予約が必要です。また、満席の

場合、こ予約をお受けできませんのでご了承ください。●航空機のパスのお乗り継ぎ時間は50分以上必要
となります。●パス乗車券への引換が必要となりますので、羽田空港1階到蕾ロビー内バス案内所3～5番
にお立ち封ノください。●降車場所は、バス係員にお知らせください。●未就学のお子さまはひざの上でのご

乗車は無料ですが、座席を必要とする場合はこども運賃でのご乗車となります。●東京空港交通、京浜急行
パス、京成バス、東京へイシティ交通の4杜共同運行となります。

東京ディズニーリゾート㊥　帽しくは3るページ

パークチケットもあります！

臣詳しくは6ページ

⑳東京スカイツリー　吼くは6ペ‾ジ
天望デッキ日付指定



すしぎんまい

で江戸前寿司／

リニューアルオープンした

歌舞伎座と、隣りの

銀座文明堂でおみやげ探し

≡‾誌一二三琴

※写真はすべてイメージです。

JAL／抄ク

⑰



l厚遇マークのホテルは移動が泄羽　得

45日前までにお申し込み
なら1泊につき

1，500円～2，000円割引

30B前までにお申し込み
なら1泊につき

500円～1，500円割引
●対象ホテルは一部ホテルとなり、上記マークが目印となります。●こども漂い寝旅行代金で
ご参加のお客さまは割引対象外となります。●一部除外日がこきいます。●宿泊日の前日から

起算して45目前（早決30は30日前）までにお申し込みいただき、かつ同室のお客さま全員の、

航空機、宿泊などすべてのご予約が確定した場合のみとなります。●宿泊日の前日から起算し

て45日前（早決30は30目前）を過ぎてから予約内容を変更される場合は、おトクな内容の対

全宿泊、31－34ページ掲載の対象ホテルをお選びいただくと

羽Ⅲ空港国内線ターミナル⇔品川・横浜
どちらか1往復できる

r京急羽得手つぶ」が付いてくる！
●1泊～3泊コースのご参加で、31－34ページ掲載の対象ホテルをご予約された場合。（2泊コースの場合は対
象ホテル内で2泊、3泊コースの塔合は対象ホテルに3泊予約される垣合に適用となります。対象ホテル内であれ
ば1泊ごとに異なるホテルをお選びいただけます。）
●羽田空港国内線ターミナルを基点とした品川・泉岳寺・横浜駅までの往復きっぷとなり、途中下車はできません。●有効

期間は往復で9日間となりますので、あらかじめご了承ください。●京急線羽田空港国内線ターミナル駅窓口にて引き換え
となります。●往路到曽駅と覆踏出間は同一でなくてもご利用いただけます。ただし、2欄間の棚はお書きま1

担となります。●こども漂い寝でご参加のお客さまは対象外となります。

l �顎慧慧悪評宙 �／． 
羽田空湾　　⇔　　品川
中内書ターミナル

快特約15分
遭精往復遽■（大人）800円

羽田空港　　⇔　横浜
口内■ターミナル

急行約25分
通常往復胡（大人）940円

※通常往復運賃は2013年7月現在のものとなります。

旅行会社の皆さまへ墓専用の商品コードにてこ予約ください。ト詳しくは3卜34、43～50ページ1

JβLHOTELSに2泊・3泊すると

匿雪で使えるJ叫スタイルクーポン
がお一人様もう車枚付いてくる！

慧票禦豊監禁0　　　　虫
●適用条件　2泊／3泊コースにご参加で、2泊コースの場合は対象ホテ　nlkkohotelslntematK）nal

i∵∴、∴∴－∴　‥　J環，，
版行会社の皆さまへ匝用の商品トドにてご予約ください。l乱くは25、30、3日3～50ペー可

例えば

イヴレック丸の内で使うなら

座席指定やク

讐堤
誓誓

慧謂等
として使える！

事前申込
なしメニュー

昭蚤にはご利用いただけません。

■旅行出発前予約（出発巳の前日から起算して
10日前までに旅行会社にてご予約ください。〉

●1施設に対して、クーポンご利用回数の制限はございません。ただし、一部
施設は由一人様1枚までのご利用とかはす。（各メニュー欄に明記）

●現地通常価格がクーポン追加購入代金よりも安いメニューが一部ございま
す。各メニューに記載の現地参考価格欄をご確認ください。ただし、JALパック

折衝同工ヨ：NG1679X（隕定）　オリジナルメニューの場合、現地参考価格の記軌まありません。

博満料田〈旅行企画・実施ジャルパック〉

ラスJのど利用ができます
＠◆座席指定で快適なフライト＠◆【クラスJ】アップグレードプラン
～窓際・通路側・並びなどのご希望を承ります。～　　　＊ツアー予約と同時にお申し込みいただけます0　＊1区間（片道）2・000円

＊ご利用便はお申し込み時に確約となり、座席のご希望はご搭乗　（おと臥こども、こども添い寝同語）代金には1，000円の【クラス」】料金と

目の2カ月前から承ります。　　　　　　　　　　　　　事前確約代金および消費税を含みます。（基本フライト以外をご利用の場合
は、別途フライト差額が必要となります）

＊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あります。
＊使用航空機の変更により、予告なしにご指定済みのお座席番号が変更・取り消しとなる場合があります。

観手一芸三移動
巨壷空港　手荷物はホテルへ酢

∃

フライト延長ができる！
出発日より冠忘14田間まで復路便延長
ができます。（ただし、10／14、11／4、12／23、
12／28－1／5、1／13、3／23、4／26－5／丘の

稀着日延長を隙く）

羽巳空港→東京23区内ホテル

20：00までに

手荷物配送オプショナルプラン
■旅行出発前予約（出発日の前日から逆臣して10日前までに旅行会社にてご予約ください。）

；三二堂7＼

ぉ届け　　僧900円倖削1個当たり）団：NN1600A．欝控浩子！●雲彗課を憲嘉弓翳憲蒜完旨諾汽宅言霊諾禦墓室

‥…恵’・∴　…　志望てこ：遮議恵嘉遥遠表芸
（2戯露詰ル，貢讐監督瓢慧㍊霊鳥是認浩志悪書禦誓言照愁罠滞

荷物はお預かりできません。

JAUIック　　　　　　‾　‾　　　　二、

⑳



●営業時間8：00～22：00（最終受付21：00）／年中無休

区　分 �料　金 
大人 �中人 �小人 �幼児 

（18歳以上） �（中学濁校生） 12～17歳（注） �（小学生） 6～11歳（注） �4・5歳 

東京スカイツリー 天望デッキ �2，000円 �1，500円 �900円 �600円 

●代金に含まれるもの東京スカイツリー天望テンキ（350m）日付指定入場券引換券代金、消費税等諸税

（注）3歳以下は無料となります。6歳で未就学の場合は幼児料金、12歳で小学生は小人料金、
18歳以上でも高校生の場合は中人料金適用となります。

畝東京スカイツリ1天望回廊（450m）をご利用の堤合は、天望デッキ（フロア350）で入場券

伍遜NNlOlOD■ご利用いただける期間．2013年10月1日～2014年5月19日
■旅行出発前予約（出発日の前日から起算して10日前までに旅行会社にてご予約ください。）

東京スカイツリー天墾デッキ日付指定入場券引継に関するご＃内
入旬日のみを指定した入場予約券です。入場指定日に4階チケットカウンター内日付指定券引換窓口で入

場券に引き換えていただきます。お客さま都合により指定日に入場できなかった場合は、入場指定日から30日

以内に限り4階当日券購入窓口での入場券の引き換えになります（引換後は不可）。その場合は、ご入場にお

時間がか力ることがございますので、あらかじめご了承ください。整理券配布時は整理券をあ受け取りください。

塵行会社の醤さまへ巨予約の際は必ずご利用日にてお申し込みく矧、o l

〈旅行企画・実施ジャルパック〉l恥梱田
＊轡捕rqtJ糟なく珊こなる鵬が別紺ので・http・／／tokyoskytree p

を別還お求めください。大人：1，000円、中人：800円、小人：5 �00円、幼リ �琶：300円（料金区分東方右詭百二姦二三夫二重竜三i岳i－ ¶叩＿】仙…■＿＿＿一一一一一一一「・TT「、？≧岳，．ト．「．Ⅳ．†▼＿Y＿．＿V．．．¶Ⅳ．＿門川．■．． ������・　　　● �����／tOKyO■SKytreeJP 

クセス ��スも充　製 �� � �！〆て・ �対象日限定で ������圭 を 

0東京スカ �������、ノ　　　お得／ 

月～木の平 定入場券弓 天望デッキ l律100円 1路線の片 ●東京スカイツl �1飾 � � � �ノーシャトルカ 

スカイツリー �シャトル㊥のど⊂ ���� 朝議封 �轡＝＝ �【●】 �r L � �11■囲NG1500X㈱定） 

■ご利用いただける期間：2013年10月1∈ト2014年5月19日 ■旅行出発前予約拙発日の前日から起算して10日前までに旅行会社にてご予約ください。）　囲 ��������■丁 目（注）の東京ス 換券をご予約 付指定入場券 拒抑－で左記 （1区間）を1【コ ●バス利用券はご旅 日および1／2・3の棄 ���力 の場 引 12 回ご 定入 行期 ∃京ス ��イツリー天望デッキ日付持 合、上記東京スカイツリー 換芽オプショナル料金に の路線のうち、いずれか 利用いただけます。 場券引換券1柏：につき1回限りのご 間中いつでもご利用いただけます。 カイツリー天望デソキ日付指定入場 

乗事区聞 �代金（1名様）／片道（1区間） ���亡王道訟 （限定） 
おとな（中学生以上） ��こども摘＼学生） 

①羽田空港ご東京スカイツリータウン⑨線※ �900円 ��450円 �NG15∞A 

④東京スカイツリータウンご東京ディズニーリゾート㊥緑 �500円 ��250円 �NG15008 

●代金に含まれるもの：パス乗車料金、消費税等諸税 

くご注意＞※航空機とバスのお乗り継ぎ時間は50分以上を目安としてください。●事前予約はできません。ただし、羽田空港 �������券引換券をご予き � 

は乗車当日、事前に羽田空港到着ロビーバス乗車券取り扱いカウンターにてJALパックバス利用券をお渡しのうえ、時刻指定 ������� ��、スカイツリー天望テンキ（350m）日付指定入場券 

必要となります。●東京スカイツリータウン発および東京ディズニーl �」ゾート発はバス乗務員にJALパックバス利用券をお渡しの ������引株券代金、バス乗車料金、消 ��� 

え、こ乗車ください。●未就学の由子さまはひさの上でのご乗車は無料ですが、座席を必要とする場合はことも運賃でのご乗車 なります。〈運行〉京浜急行バス（株）・東武バスセントラル（株卜京成パス（株）匪画 �������園田〈旅行企画・実施ジャルパック〉 

0羽臼空雇⇔東京スカイツリータウンt緑時刻表 �������t稲 �粋） �下記掲載以 �埠の時刻の贋もご利用いただけます＝ 

9 �20 �10 �15 �11 �00 �1 �10 �乗京スカイ、 � �13：20 �� 

9 �55 �10 �50 �11 �35 �1 �55 � ��13 �30 �14 �30　15 �30　76 �30　17 �40 

10 �05 �11 �00 �11 �45 �1 �05 � ��14 �13 �15 �13　16 �13　17 �13　18 �23 

◎乗京スカイツリータ ��タン緑⇔東京ディズニーリゾ ������ト線 �時刻表（抜粋） �下記掲 �載以外 �の時刻の便もご利用いただけます 

く出発〉 �7：20 �8：00 �8：50 �9：50 �18：20 �19：10 �19：50 �20：40 �乗京ディズニーシー＿青 く出発〉 �7：40 �8：40 �9：45 �10：45 �18：00 �18：35 �19：30 �20：35 

乗車のみ �7：30 �8：10 �9：00 �10：00 �18：30 �19：20 �20：00 �20：50 �〈出発〉 �7：50 �8：50 �9：55 �10：55 �18：10 �18：45 �79：40 �20：45 

乗京ディズニーシーと （到着） �8：02 �8：42 �9：32 �10：32 �19：02 �19：52 �20：32 �21：22 �降車のみ �8：24 �9：24 �10：29 �11：29 �18：44 �19：19 �20：14 �21：19 

葉京ディズニーランド㊤ 〈到着〉 �8：12 �8：52 �9：42 �10：42 �19：12 �20：02 �20：42 �21：32 �〈到着〉 �8：34 �9：34 �10：39 �11：39 �18：54 �19：29 �20：24 �21：29 

＊告時刻表は変更になる場合がございます。ご利用前にホームページなどでご確認いただきますようお願いいたします。

◎TOKYO－SKYTREE
JAUbク

⑰



76メニュー
おトクに追加購入も
できます！ほしくは5ページ

●JALスタイルクーポンの利用期間は旅行出発日から14日間以内となります。ただし、事前申込ありメニューはお客さまの指定した予約日のみとなります。（一部メニューはご旅行期間中いつでもご利用可能で

す。）●他の割引サービスとの併用はできません。●未使用時やクーポン細失時の場合でも、払い戻しはいたしません。（追加購入分も含む）●各メニュー欄に明記されたクーポン内容の利用金森
JALスタイル上に満たなかった場合、差額分の払い戻しはございません。また、不足金群が発生した場合は現地にて差額をお支払いくだ乱l。●メニューにより、お客さまこ自身で直接施設へご予約が必要な場合がご

クーポンの、㌫楚謹話‡i芸濃諾謡議書蒜空競三業駕謹呈憲詣㌫款詣濯芳苦言慧諜≡謡票宗妄言諾翳温墓崇崇諾認諾詣慧
ご案内　　　に明乱ている価格は予告なく変更となる場合がございます。●明記している【平均予別はお一人様あたりの金配なります。●明記している瞳地参考価格】は2013年7月現在の全配なります。●こども蒸

くい寝でご参加のお客さまには、JALスタイルクーポンは付きません。

◆1．500円分の運賃が入金（チャージ）済み
（おとな旅行代金でご参加の方のみとなります。）＊JALスタイルクーポンのご利用はお一人様1回までとなります。

」R・私鉄・地下鉄で「タッチ＆ゴー」！東京・横浜での移動にすぐ使えます。

もど利用いただけます。ト詳しくは9ページ

Suka（スイカ）とは

」R東日本発行のlC乗車券です。

◆2，000円分のタクシーご利用券　　　　　　　　囲：NG1678⊂腸須）
：りALスタイルクーポンのお引き換えはお一人様1匡ほでとなります。

◆2．000円分のご利用券

ゆったりと喫煙できるスペースを提供すると同時　／レレレ川
に、たばこを吸われない方もくつろいでいただけ　Mob抽入釧rayMus別m

るように配慮された完全分煙のカフェですo c A F E

ぶりぶり海老の
クロックマム／630円

本格薬膳チキンカレー／930円

◎羽田空港国内線第1旅客ターミナル3階　南ウインク
℡03－5756－6366　0630～2000

も！東京モノレール「羽田空港貰1ヒル駅」直結、京浜急行「羽田空港国内線タ】ミナル駅」直結

【平均予算】1，000円

※実物は写頁と異なる場合がございます。

鮮甜路羽田豊沼到着時にお渡し
します。羽B空港以外でのお渥
しはできませんので必ずお立
寄りください。

【注意事項】
引換場所はr手荷物受取所」にご
ざいます。ご搭乗の際にお荷物を
預けないお客さまも「手荷物受取
所」へお進みください。セキュリ
ティ区画を一度出ますと手荷物受
取所に戻ることができません。

＊l凪Mlおよび服ml●Iは現地合流プランでご参加のお客さまは
ご利用いただけませんのでご注意ください。

◆2，000円分のご利用券

紳士洋品雑貨を中心にセレクトし、カフェやバーも併ISETAN
設。オンからオフまで揃います！　　　　　　　　　　H∧NED＜

男女問わず使えるコスメや手土産になる限定品のほか、くつろげる　S T O R E

●第1旅客ターミナル発若の搭乗券をお持ちのお客さまのみがご利用いただける店舗です。
（JAL博はすべて第1旅客ターミナル発着です。）

◎羽田空港国内線第1旅客ターミナル2階　出発ゲートラウンジ北ウインク
℡03－5757▲8700　0800～2000（ストア内一部営業時間限定）

ヽ管東京モノレール「羽田空港第1ヒル駅」直結、京浜急行「羽田空港国内線ターミナル駅」直結

竃ク　歴雪＝旅先で利用メニューを自由に選べます0ただし・聞されたクーポン内容を憩える金額をご利用の場合・伽にて差鋼をお支払いくだ紬



東京駅蓋拡張討議。監ズメン帖ク

◆2，000円分のご利用券＊東京ラーメンストリートを除く　　　　　　　　　　　　団：NG1678D憾須）

■クーポン追加代金：なし
※ご利用期間中いつでも

ご利用いただけます。

誰もが知る大事菓子メーカーのアン
テナショップが集まるゾーンで、出来
たてのお菓子を食べたり、製造過程
を見たり。連日行列の人気ぶり！

■東京おかしランド
○東京駅一番毒　地下1階

●9：00～21：00

テレビやマンガなどでおなじみの人気

者たちのショップが大集合。カワイイ
モノ好きもマニアも大満足のキュート

でレアなグッズがそろいます。

■東京キャラクターストリート

○東京訳一番街　地下1隋

●1000～20．30

アクセス便利な東京駅八重洲口に直結した東京駅一番街は、「東京キャラ東京駅一番街⑳千代田区丸の内1－9－1

クターストリート」「東京おかしランド」「東京ラーメンストリート」などから
なる巨大ショッピングストリート。ユニークな商品がずらり！

ヵルビープラス
＿．、一一・・一■■－＿▲

揚げたてポテトチップス＋ロイズ

℡03－3210－0077

里JR「東京駅」八重洲口より直結

コロンの樺＜クリーム＞（11本入り）／1，050円　　　キヨⅢちゃんのおやつ（5偲入り）／950円　チョコレート＋ソフトクリーム／450円

ハローキティショップ√′
欄　　KKMONO折りカサ（全6種）

＿一．　予て二㌣∵

◆2，500円分のご利用券

至芸莞完讐昌去蒜漂禁鳥，鹿妻⊂挺

メ〆　　　－

′ノ　　　　　ー、

厳
料理（イメージ）

◎千代田区丸の内ト5－1

新丸の内ビルディング5臨
℡03－3211－1909

0ランチ11●00～14，30

ディナー17：30～22：00

里JR「東京駅」丸の内口より徒歩約2分

【平均予別ランチ2．800円　ディナー6．000円

●当日空席がある■合もご利用いただけます
が、混雑が予想されるため、お書きまと自身
でのご予約をおすすめし零す。

／1，890円
⑥1976，2012SANRlO⊂0，LTD（L）

スヌーピータウン
T■■

jNHKキャラクターショップ一㌦
1

TO刷CASHOP
J′

東京駅店限定乗京駅長マグカップ／945円
◎2013PeanutSWorldwldeLLC

◆東京ステーションホテル／ロビーラウンジコーヒーまたは紅茶（1杯）
＋東京ステーションギャラリー入館券

新しいけど懐かしい。よみがえった赤レンガ駅舎でゆったりと過ごす。

歴史ある名門ホテルにふさわしい、クラシカルな雰囲
気のロビーラウンジでは、厳選されたコーヒー豆や茶
菓を使った優雅なティータイムを過ごせます。

■東京ステーションホテル／ロビーラウンジ

○千代田区丸の内1・9－1℡03－5220－1114（レストラン案内）

●平日900～2200　土・祝前日10・00～2200

日・祝日10：00～2000（ラストオーダーは閉店30分前）
ヽ！JR「東京駅」丸の内南口直結

【現地参考価格】コーヒー・紅茶1，375円～（税サービス料込）

駅とは思えないほど静かな空間で近現代を中心とした
作品を鑑賞できるモダンな美術飽。大正当時のレンガ
などを活かした展示室自体がアートです。
■東京ステーションギャラリーー誹ざま亘副手師劇

⑳千代田区丸の内1－9－1℡03＿3212＿2485

●1000～1800（金曜日のみ2000まで）（最終入場は閉館30分前まで）

○月曜日（祝日の場合は翌日の火曜日）、年末年始、
展示替え期間中（9／24～10／11、1／6～17、3／10～20予定

諷以降の期間は未定）
ヽ！JR「東京駅」丸の内北口改札前

●展示替え期間中（上紀蓼餌）は、ホテルのロビーラウンジで
ケ一事セット（2，090円／税・サービス割込）をサービスいたします。

●ご利用の欝はクーポンを書京ステーションホテルのフロントへご提出くだ飢、。それぞれの利用者をお激しします

◆2．000円分のrDAlMARUGIFTCARDJ

※JALスタイルクーポンのご利用はお一人御国までとなります。

「大丸東京店」でのお買い物を

楽しもう。1階、地階の食品街
「ほっペタウン」では和洋菓子、
惣菜、お弁当などなんでもそ
ろっています！

7階のJALUX「FLIGHTSHOP（フライト

ショップ）」では、人気の高いキャビンアテ

ンダント企画商品をはじめ、旅行や出張の

お役立ちトラベルアイテムなどを販売し
ており、オススメです。

洋食や三代目たいめいけん
洋食やのまかないライス（1折）／950円

●大丸東京店1貯案内所（店内と幕内）にて

rDAl肌ARUGIFrCARDj2．000円分とお引き換えいたし才す。

●2，000円分の商品券に変更になる場合がございます。

◎千代田区丸の内1－9－1℡0313212－8011

0月～水曜日の2～1帽…、土日・祝日の全館1000～20：00
月～水曜日の地階・1借と木・金曜日（祝日を除く）の全館10二00－2100

12隋レストラン1100～230013陪レストラン1100～24＿00

ttJR「東京駅」直結

◆乗り降り自由スカイホップパス1巳乗車券（六本木・兼京タワーコース／
お台場コース／浅草・東京スカイツリーL幸コース3蕗線乗り降り自由）

いつもと違う目線のオープンバスで、

眺めを楽しみながら観光スポットめぐり。
■遷行間隔：【全コース】1時間に1本

◆運行／日の丸自動車興業㈱
●運休巳、騨織につきましては、スカイホップパス

ホームページ翳たはお宅話にてご髄ください。

琴丘蒜言霊競ホームページ〉琴丘蒜言霊競ホ●ムペ‾ジ〉
●公的行事などに伴う突然の交通規制により、コースが一部変弓削こなる

場合がございますのであらかじめご了承ください。

スカイホップバスのご霊肉
●手前予約はできません。●満席の場合、ご乗車できない場合
がございます。●雨天時でも運行いたします（レインコートを貸し
出しいたします）。●天候により屋根を閉めての運行となる場合
がございますのであらかじめご了承ください。●車内は全席禁煙
となり、飲食や乗車中の傘の億用はできません。

⑳千代田区丸の内2－5－2三菱ヒル1階
℡03－3215－0008（930～1800）

ヽ！JR「東京駅」丸の内南口より徒歩約3分

t現地参考価格】（おとな）1，800円

ほ車券引換場所】東京駅丸の内南口三菱ヒル1隋または
とうきょうスカイツリ「駅前営業所

除外日：12／31～1′3、2′23、4′1～5／19

＝旅行申し込み時に指定したメニュー専用のクーポンが付きます。

（一部メニューを除き、クーポン追カロ代金が必要となりますD旅行会社に追カロ代金をお支払いください。現地でのメニュー変更はできません。）
JAUtyク

⑧

ご
旅
行
中
に
メ
ニ
ュ
ー
を
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だ
く
方
は
、

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
お
持
ち
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だ
さ
い
。
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◆2，000円分のプリペイドカード※JALスタイルクーポンのお引き換えはお一人様相までとなります。皿：NG1678∈腸卦

■クーポン追加代金：なし
＊ご旅行期間中いつでもご利用いただけます。

東京スカイツリーオフィシャルショップ

「THESKYTREESHOP」（1F・5F）と

「東京ソラマチ㊨」約300店舗で使える便利なカード！

東京スカイツリーの公式グッズ、さまざまなブランドとのコラボ

商品などのほか、絶景を眺められるカフェやレストランも◎。
おみやげに、思い出に、カードの使い方はあなた次第l

田照渠華≡慧誓牢恭習禁書 
東京スカイツリータウン
◎豊田区押上1－1－2
里東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー駅」すぐ

東武スカイツリーライン都営浅草線・東京メトロ半蔵門線・

京成緑「押上（スカイツリー前）駅」すぐ

東京ソラマチ㊥

東京スカイツリーの足元に広がる「乗　　を
京ソラマチjは、バラエティ豊かな約　を

：芋二‡二手三一三了
ぞれに楽しめる超人気スポットです○√7‘掬ぶ

ウエストヤード　　　　　　タワーヤード

＊一部ご利用いただけない店舗もございます。詳しくは旅程表と一緒にお渡しする「ご案内」に記載がございますので、ご確認ください。

イーストヤード

⑥TOKY0－5KYTREETOVVN

ロイーストヤードノ
コニカミノルタプラネタリウム“天空”

in乗京スカイツリータウン㊥

おとなもこど
もも楽しめる、
新感覚の「劇場
型」プラネタリ
ウム。宇宙の世
界と美しい星
空散歩を体験
しよう！

瞳馳参考価格けラネダノウム料金
おとな（中学生以上）1，000円

こども（4歳以上）500円
＊ヒーリンクプラネタリウムは1，300円

中ウエストヤードノ

東京ばな奈ツリー
東京みやげでおなじみの「東京ぼな奈」が、
限定のヒョウ柄にl中にはチョコバナナカス
タードがたっぷり。

【現地参考価格】4侶入りお買得パック500円、
8個入り1，050円

由痴撞㌣
LASORASEEDFOOD

RELATl0NRESTAURANT
（ラソラシドフードlルーンヨンレストラン〕

◆〈おとな〉入場券〈高校生〉入場券＋館内利用券（500円分）〈小・中学生〉入場券＋館内利用券（1，000円分）〈幼児〉入場券＋館内利用券（1．500円分）
“小笠原の海”を再現した東京大水槽と

国内最大級のペンギンプールが自慢！
体験プログラムも充実の新感覚水族館。ボ二ンブルーと呼　すみだ水族能
ばれる深い毒の色や色鮮やかな魚たちなど世界遺産・小笠’州’‖…すEt’…キ

原の海”を再現した東京大水槽と、ペンギンやオットセイが

間近で見られる園内最大級の屋内開放プール型水槽は必
見。8つあるゾーンには順路がなく、自由に回れます。

●館内利用券利用可罷施設：館内ショップ・カフェ・フォトスタジオすべてでご利用いただけます。
●チケット悪口にて、クーポンをご提示いただき、入場券と館内利用券に引き換えてください。

乗京スカイツリータウン・ウエストヤードら・6F
℡03・5619－182109、00～2100（入場受付は閉館1時間前まで）漂季節によって異なります。

【現地参考価格】入場券おとな乙000円高校生1，500円小ヰ学生1，000円幼児（3歳以上）600円

＼二誓＝二二二昭／

スカイツリー鼠ロール／550円

●フ8ア34田のSKYTREECAFEのみ対象であり、フロア350では

ご監閑になれ患せんのでご注琶ください。

●混雑の場合には時間の制闇をさせていただく場合があります。

lnm■】をご利用鴨1のお書きまは

いのちのゆりかご・水の悪み～東京大水槽～ 水族館和スイーツ6個セット／1．200円

◆クーポン1枚につきフォト計2枚（焼き増しでの利用可）

絶景をバックに記念撮影。思い出をスペシャルフレームに日
東京スカイツリー天望デッキフロア350

とフロア340にいるカメラマンが皆さま

のとっておきの1枚を撮影します。撮影

後はなんと約60秒でプリントほれいな

仕上がりに大満足間違いなし！

●鎗影後、クーポンを販売カウンターに
ご提出ください。

●天皇デッキ内でのフォトサービスのみ対象
であり、他の場所ではご使用になれません
のでご注意ください。

●撮影可能人数は大人10名までとなります。
●3枚目以降は遭精価格（フォト1校1．200円）

でのご提供となります。

悦地参考価格】2，400円（フォト2枚）　　場合がございます。⑥TOKYO＿SKYTREE

思笑覧先遣茎霊芸蒜磨敷。…喜芸蓋嘉莞芸濃だく（イメージ）

ト詳しくはるページ

J笥ク匪翌＝旅先で利用メニューを自由に選べます0た札、聞されたクーポン内容を超える会濱をご利用の船価て差額をお支払いくだ軋
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F：十二や華

「
J

hJ熟成親子丼セット

■　（スープ、小■付き）

◆熟成親子丼セット（スープ、小鉢付き）
（2，500円相当）

匡：1請Ed：NG1678F（必須）

■クーポン追加代金：なし

◆2，000円分のご利用券＋陣定オリジナルグッズ

東京スカイツリー雫と人気TVキャラクターや番組オリジナル
グッズ＆飲食を提供する、東京ソラマチ彗最大のお土産ショッ
プ。ここでしか買えない東京スカイツリー公認ライセンスグッ
ズや限定飲食メニューをゲットしよう！

ドラマや映画の衣装展
示や人気キャラクター
のイベントも実施され、

こどもからおとなまで

楽しめます。

警詔崇宝等葦五戸
℡03－5610－3181

010－00～21，00

【現地参考価格】
東京スカイツリーtドラえもん

もんじゃ焼きせんべい／735円

◆2．000円分のご利用券

とうきょうスカイツリー駅より徒歩約1分！

享L巨編転も岳題あ繭う二元j　云
にチャレンジしよう！
かきあげの上に特大海老天3本がそびえる

丼は、カラッと揚がったおいしさで女性でも
ペエリと食べられてしまうほど。インパクトだ

けでなく、その味も忘れられない思い出にな

ること間違いなし！

◎TOKYO－SKYTRE［

軍　鶏　料　理

いちの
l lll＼Hl Lヽ　L l L†；－＼、ヽ

くご注意ください〉
●ご予約日の17：00～18：00の問にご宋店ください。

018：15才でにご来店いただけない場合は、ご利用に

なれません。

●（下記記載の）一般岩井時間においては、
クーポンはご利用いただけません。

・・一1＝＝スカイツリータウン・ソラマチイーストヤード7F

忠03－5809－7228

0昼平日11－00～15・00　土日・祝日10・30～1500

夜1700～2300（ラストオーダー21－30）

除外日：12／31～1／5、4／26′｝5／6

田慈1・i●　、き■ト　ロ聖
◆東京スカイツリーー＠コースの乗車券＋乗船券（お手さまには＋チヨロQl個）

h・1請⊆d：NG16786（必須）

●クーポン追加代金：おとな800円・こども（4－11歳／幼児・小学生）追加代金なし
※12歳で小学生のお客さまは、こども代金が適用となります。（追加代金なし）

陸から水上への入水時に勢いよく水を
はねあげるスプラッシュポイントは必見日
◆ルートとうきょうスカイツリー駅前営業所→亀戸→

棄大畠「旧中j仙川の駅」（水上運行・トイレ休憩）→
亀戸→とうきょうスカイツリー駅前営業所
※休憩以外は車窓見学となります

※所要時間：約100分

◆出発時刻：10●30発、1230発、14：30発

◆運行／日の丸自動車興業株式会社
●お座席は指定席となります。（ご希望は承っておりません）
●出発の20分前までにご暮合ください。

rSKYD肌硯のご案内　※荒天・車両メンテナンスなどにより還 
休になる場合がございます。※窓ガラスがついていないため、風雨 
や水しぶきによりお顔や衣類がめれる場合がございます。※4～ 
12歳（幼児・小学生）のお子さまには、乗船時に救命胴衣をご兼 
用いただきます。道4歳未満で座席を必要としない幼児は無料と 
なります。同伴幼児は大人1名につき1名とします。 

⑳墨田区業平1－17・6　℡03－3215－0008（コールセンター）受付時間930～1800
ヽ！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

【境地参考価格】（おとな）2，800円　除外日・12′29～1／3、4／1～5／19 チョロQ（イメージ）

◆ハヤシライスセット（スープ、サラダ、デザート、飲物付き）＊現地参考価格2．310円

上野公園にほど近い明治35年創業の老舗洋食店。
1週間以上コトコトと煮込んで作られる

◎台東区上野2－13－13　キクヤヒル4階
℡03－3837－1617

01130～2245（ラストオーター2200）

ヽ！京成線「京成上野駅」より徒歩約2分、

JR「上野駅」より徒歩約4分、

東京メトロ銀座線「上野広小路駅」より
徒歩約5分

園＝誓言諾竺讐諾語霊完謡豊富孟宗芸ぢ望吉富；会社に追加代金琶お支払いください凋地でのメ二ユ＿変更はでき貢軋，
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◆1区間（約10分）乗車

浅草界隈の貝どころや名物、新名所「東京スカイツリー、包」を眺めながら
人力車でスイスイご案内。

ごミ謹書課・黒さ三富克て豊諾芸芸買主去芸：∴．・．．．∴∴■たたし、胤もてこ…
（イメージ）

えてもらったりして、楽しい旅の思い出になること間違いなし！

もど利用いただけます。ト詳しくは15ページ

嚢∵桓∵∵∵∵
◆2．000円分のご利用券

店の看板「うますぎて申し訳けないス判のキャッチフレーズが有名！
連日行列ができるレトロな下町の洋食店。懐かしの王道メニューは

おとなにもこどもにも愛されています。
1951（昭和26）年創業で外観も店内もレトロな雰囲気。

◎台東区浅草ト41・4　六区フロードウェイ　忠03－3841－1802

011二45～22130（ラストオーダー2200）

ヽ！東武スカイツリーライン「浅重訳」東口浅重寺側出口より徒歩約5分　◎木曜日

【現地参考価格】オムライス1，250円　ヒープシチュー2，350円

◆2．000円分のご利用券

浅草にのれんをかまえて80余年。

創業当時からの味を守り続けるむぎとろの名店。
老舗の屋上は開放的なバー“屋上ラウンジ「天空」”と

なっており、きらめく夜景とともに楽しむお酒と

小粋な料理も人気です。

●当日空席がある場合もご利用いただけますが
混雑が予想されるため、
お客さまご自身でのご予約をおすすめします。

◎台東区雷門2－2－4　℡03－3842－1066
ヽ！都営浅草線「浅黄駅」より徒歩約1分、

更京メトロ銀座線「浅草駅」より徒歩約3分

■本店
〇日：00～2100（ラストオーダー）

l平均予掛昼食4，000円～　夕食5，000円～

■屋上ラウンジr天空」

017：00～2400

（ラストオーダー料理2180、ドリンク23．00）

（36涼月

【平均予算】3，000円
除外日．12／27”1／5

際は当日500円を別途お支払いください。

忠03－5806－8881＊お書きまご自身でご予約ください。●9：30～日没

里東京メトロr浅草邪」・蔀営地下法「浅草駅」1番彊ロより徒歩的1分
【莱降車場所】雷門前＊降車場所はご希望の場所へ変更できますり

当日、降夫へご相談くださいG

【現地参考価格】1，500円宅2名乗車時の1名様郭

●雨天でも催行いたしますが、ツアーに支障をきたす悪天候の場合は中止させていただく場合もございます。

◆出発時間：11：00～（約1時間）◆集合場所：三十坪の秘密基地（台東区雷門1－14－6黒澤ビル2惜）

℡03－623ト4713日0，00～18：00）

里東京メトロ・東武スカイツリーライン「浅草邪jより徒歩約7分

◆2，000円分のご利用券

27障レストランがリニューアルオープン！

「東京スカイツリー‘貞一の

見えるお群星J
の峻定もございます。

卜詳しくは24ページ

浅草寺越しに見る棄京スカイツリー音の舅色がおすすめ！

浅草ビューホテル
◎台東区西浅草3－17－1℡03－3842－3751（レストラン予約センターき

里東京メト［打田原町撃」より徒歩約7分、つくばエクスプレス韓「浅草訳」直結
●東京スカイツリー㈲ライティングの状況により、営業時間が賓だとなる■合がございます。

Jスカイグリルブッフエ＆JY一武惑（26階）　■THEDININGシノワ＆鉄板フレンチ

○朝食700～1000（ラストイン9】30）　　　「唐紅花J・「蒔絵」（27階）

．－了∵ミ、∴’．●．！工、∴∴＼・：∴㌦∵
バー20：00～2300汚ストオーダー22‾30）■日本料理歌留多（6階）

忘∴　∴エ■∴∴，．．　●　！∴－∴∴、い、
【現地参考価格一例】平日特典ランチ「歌留多」31234円緩税サービス鋼込∋

竃ク　匪彗＝旅先で利用メニューを自由に選べます0ただし・明配れたクーポン内容を超える金融をご利用の喘合・剛にて差額をお払いくだ軋
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古き浸き『昭利歌謡』のスペシャルしヴューで臆測を両膝験！
歌あり！踊りあり！笑いあり！昭和歌謡のリバイバルを上演する「虎姫一座」が、
あなたを懐かしい時代へとご案内します。過去に戻って夢のような楽しいひとときをご一緒に。

津等1浅学しヴュー劇団虎姫一睡

◆鑑賞券

戦後の日本娯楽を支えた∴ブギの女王”笠置シ

ヅ子ど日本の喜劇王”榎本健一（エノケン）を

テーマに、歌あり踊りあり笑いありの娯楽シー

ンを現代風にアレンジして再現します。
●公演時間約75分

◆鑑賞券

高度経済成長期のテレビ文化史を、ザ・ピーナッ

ツほか1960年代のヒット曲で綴るミュージカ

ルレヴュー。「恋のバカンス」「可愛い花」「恋の

フーガト・好きだった名曲をご一緒に♪

●公演時間的100分

寧93・5寧06・4841ヽ！東京メ沌「田原町駅jより徒歩約5分、東武スカイツリーライン‥都営浅草線「浅葺駅」より徒歩約7分
●混雑時は入場をお断りする嶋会がございます0お客さまと白身で事前のご予約をおすすめします。●ワンドリンクオーダー闊（500円－）となっております。【惑也参考価格】各公演おとな3．000円
誌上撰満目は変更になる俣合がござい著す。また、公演スケジュールについては、アスカシアター予約センターまでお問い合わせください。
℡03－5826－0315（アスカシアター予約センター）アスカシアターホームページ http：／／www．aSk8－thea始rcOm／

圧隅田川くだり　軸
れ田川ライン・ヒミコ・ホタルナ共通
℡0120－977311（コールセンター）受付時間9：30～1ア30

【現地参考価格】日の出桟橋→浅葦おとな760円（片道）
浅草→お台場海浜公画おとな1，520円（片道）

今や浅草名物け“ホタルナ”どヒミプは漫画家・松本零士氏がデザインした観光船です！

◆浅草⇔お台場海浜公串の片道乗船券（クーポン1枚につ引名様）＋オリジナルグッズ
＋ワンドリンク（船内売店／ソフトドリンク）相手　　　　国：NG1678H（必須）

馨クーポン追加代金：おとな300円・
己ども（小学生）100円

船体屋上「遊歩甲板jからの景観を楽しもう。
◆ルート：浅草乗船場⇔日の出桟橋‥お台場乗船場

（所要時間約65分）
◆出航時間■浅草→台場10．00発、13：15発、15：15発
。台場→浅草14：25発

●すべて自由席となります。●途中下船はできません。
●遊歩甲板は日の出桟橋～お台場桟橋問での開放となります。（気象状況による）

除外日：第3水曜日とその翌日、2月中旬～3月中旬（予定）

⑥松本等士・
東京都観光汽船株式会社

◆浅草→お台場海浜公園の片道乗船券（クーポン1枚につ引名様）＋チヨロQl個
＋ワンドリンク（船内売店／ソフトドリンク）付き　　　圏：NG1678山必郵

■ク印ボン追加代金：おとな300円。
こども（小学生）100円

まるで宇宙船のような外観が迫力満点！
◆ルート：

浅草乗船場→お台場乗船場（所要時間約50分）
◆出航時間：10：10発、13：25発、15：25発
●すべて自由席となります。

除外臼儲2火曜日とその翌日、1月中旬～2月下旬（予定）

チョコQ（イメージ） ⑥松本等士・東京都観光汽船株式会社

田塾
◆2，500円のご利用券＊カフェメニューのみご利用いただけます。

チョコレートで有名なロッテが提案する新感

覚のコンセプトカフェ。ここでしか味わえな
いSweetなメニューを堪能あれ。

イチゴとチョコレートブリュレの
ミルフィーユ（イメージ）チョコレートフォンデュ（イメージ）　　のデザートピッツァ（イメージ）

⑳墨田区綿糸4－6－1ロッテシティホテル錦糸町1陪　℡03・3622－6100

○平日ランチ1100～15－00軽食15：00～1700ディナー1700～2200（ラストオ鵬ター21．00）
土・日日二00～2200（ラストオーター2100）

ヽ！東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」直結、JR総武線「錦糸町駅」北口より徒歩約1分

【平均予算】2JOO0円

ヽ！（浅葦乗船場）東京メト酎浅草男別5番出口より徒歩納甘分

（日の出桟橋乗船場）JR「浜松町駅」南口より徒歩約8分
総合場海浜公穣乗船場）ゆりかもめr台場駅はり徒歩約5分

◆浅草⇔日の出桟橋の片道乗船券
（クーポン1枚につき2名様）

日の出桟橋から浅草へ
12の橋を通過する船の旅。

江戸情緒と東京の“今”を発見！

◆ルート：浅草乗船場→日の出桟橋乗船場
または日の出桟橋乗船場→浅草乗船場

（所要時間約40分）

◆出航時間．10：00～17：00の問、

1時間に1～2便（季節により変更あり）

●事前予約は受け付けておりません。
●途中下船はできません。

－ホタルナ

－ヒミコ

一・一隅田川ライン

◆運航／東京都
観光汽船（株）

海浜公冠「†レソトタウン

●出航15分前までに、各乗船場に
てクーポンを提出し、チケットに引き換えの上ご
乗船ください。●気象・海象状況により、予告なし
で欠航する場合がございます。●【ヒミコ・ホタルナご

乗船のお客さまへ】同伴の小学生未満のお子さま
は、現地にてお一人様300円をお支払いください。

（乗船のみとなり、ケンズ、ワンドリンクは付きません。
また、同伴者の膝の上でのご乗船となる場合がござ
います。）

◆2，000円分のご利用券

話題の「東京スカイツ
リー軒」が間近！彩り豊か

な旬の味わいの数々か
らお好きなメニューを
ご堪能ください。

東武ホテルレバント東京

◎墾田区錦糸ト2－2　℡03－561ト5511（ホテル代表）
ヽ！JR。東京メトロ「錦糸町駅」より徒歩約3分

除外日：12／20～25、12／31～1／3、4′26～5／6

■24階スカイツリー′白ゼユーレストラン＆バー簾

〇日30～2400く日・祝日11．30～2300）
ラスドオーダーは閉店30分前

■2階スーパーダイニングヴ工ルデュール

011．30～22▲00（ラストオーダー2130）

■1階ロビーラウンジクリスタルムーブメント
011．00～19‾00（土・日・祝日10・30～2000）

園＝慧禁芸濃霊完謡豊富諾忘ぢ冨詰宗主会社に追加代金をお支払いください凋地でのメ二ユ＿変更はできません。，
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