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10月からの旅

場所＋＋JALで行く驚毒す

東京勤ズ＝Iリゾ
麺等蒜蒜蒜蒜忘雲警官己マ珊す。

脚2日附tス40，800円～88，000円
上記はパーム＆プアウンテンテラスホテル＠2日間スタンダードプラン・往復基本フライト利用の
1デーパスポートを含むおとな1名機の旅行代金です。

東京ディズニーランド居では新しいデイパレードがスタート。2つのパークは、みんなのハピネスがつまったカラフルな
バルーンであふれ、ディズニーの仲間たちも新しいコスチュームで30周年をお祝いします。

往復無料送迎

●蘭画変造儲禿泰勤表、≡当脳‾幽

がお出迎え！※芸誤認；漂行する
＊辞しくは3ページ

人気のアトラクションに優先案内！
？・≡二千■tTUt－1－号」：ヤ・誓？でき・T、！蔓

ツアーガイド（イメージ）

㊨JA′14〃月〟礼〟＞蔦夢
日本航空は乗京ディズニーランド㊥・

東京ディズニーシー㊥のオフィシャルエアラインです。

（イメージ）⑥DISney



ニーリゾート30周年“ザ・
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ハロウィーン一色に染まったバークで

は、ディズニーの仲間やおぼけといっ

しょに、パンプキンたちが、いたずら

心たっぷりに「ハロウィーン・フェア」

を盛り上げるよ。新しいパレードや

かぼちゃでいっぱいのデコレーション

J　など、明るく楽しい東京ディズニー
小　ランドのハロウィーンを遊びつくそう／

瑠階三
“ディズニー・サンタヴィレッジ”では、今年もディズニー

の仲間たちがエルフたちとクリスマスの準備に大忙し。

にぎやかなパレードやカラフルなデコレーションなど、

ファンタジックなクリスマスの世界で、夢いっぱいの
11′丁～12′℡5　－ハピネス”を感じてください。

還ノ殴、J
さ三三二テーV r，ニ仙ラ二二ト：・ご；三‡、■ゾ丁一；′ノ、tL一・－刈、

畢亀轡表毎筆戦爪j遜漂筆書へ矩讐警
折損が宮上晋ノ県〕、二川
ディズニーの仲間たちのさまざまな“ハピネス”

をテーマにした楽しさいっぱいのパレード。

誰もが思わず笑顔になる“ハピネスMを、たく

3世代で楽しむ
東京ディズニーり
情報が満載♂

チェックJ　　　　　■

3世代ファミリー向け

ホテルガイドや

1泊2日のモデルプランなど

役立つコンテンツが

いろいろ。 ∴＿．．打d■
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ディズニーの仲間たちと過ごす

ハロウィーン、そしてクリスマス。

30周年ならではのハピネスに

あふれるひとときを、さあ、いっしょにJ

蔽旺コm症毎

、、※10／30－31・11／7～12／26の期間・休演となります。

・、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、一一
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：SSCA川
東京ディズニーリゾート30周年を記念してリハピネス†が写し出せるスマー

トフォン専用のカメラアプリが登場。パークにち窃んだ楽しいエフェクトを

選んで、思い出の写真を最高の一枚にしよう。パークでしか縮れないハピ

ネスいっぱいの写真が楽しめる特別なエフェクトもあるよ！

耳まディズニーシー　二7．■‘■シ・∴！ト十　∴一：、

ブイズ二一一　　一軌　、∵
異国情緒あふれる東京ディズニーシーのハロウィーン。華やかな
コスチュームを雷とったディズニーの仲間たちやユーモラスな

スケルトンといっしょに、年に一度のハロウィーンカーニバルを

思いっきり楽しみましょうJ

東京ディズニーシースペシャルイベント　　　　　　　こ珊§比ES、鞋

参抑P抽11′ト朋5
ディズニーの仲間たちの願いが込められたツリーやオブジェ、夜にはメディ

テレt＝アンハーバーに美しいクリスマスツリーが登場し、幻想的でロマン

ティックな雰囲気に包まれます。心温まる‘リ＼ピネス”にあふれる、30周年の

クリスマスをお楽しみください。

）ぁしたもパー久というしあわせ。【ヨ≡王ヨマルチデーパスポート

2、3、4日とつづけて行くはとおトクになるパークチケットでも2つのパークを思いっきり♯しめ虞も

モミ1デーパスポートは、東京ティスニーランドもしくは、東京ティズニーシーのどちらかひとつのパークをお楽しみいただけまも‡・‡2デーパスポ≠トは、1日に

つき東京ティズニーランドもしくは、東京テイスニーシーのどちらかのパークをお楽しみいただけます。消3テ一、4デーマジソクパスポートは、3日日以降は2つ
のパークを自由に行き来しながらお楽しみいただけます。‡i湖金および券種等は予告なく変更になることがありまも⑳3才以下のお子様は無料でも

◎交通情報は・・・東京ディズニーリゾート交通情報テレホンサービス

総合案内0570・00・8632（9：00～19：00）音声情報サーヒス057〇・〇〇・3932（24時間）駐車場およびお車でのアクセス情報0570・00・3388（24時間〉
三′ミPHS・一筋のIPt議国際電話の方は045－330・5211

封音声情報サービス】快適情軌ま、rPHSおよび一筋のIP電話国際電乳からはご利用いただけませんのでこ了承くだ乱、。※電話番号はおかけ間違いのないようにお願いいたしまも誉受付時間は予告なく変卦こなることがありま窮

路東京ディズニー・ルート内施設の辺営ならびに休止状況につきましては、夢前に粟京ディズニーリゾートオフィシャルウェブサイトでご確認ください。

※日程によって休止、休演しているアトラクション、エンターテイメントがあ。まも栗鼠当日も天険その他の理由により、変更または休止になる瑚合がありますパイベントの期間名称内容は予告なく変更になる喝合があります∴組写貴イラストはイメージでも FUK
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羽田空港⇔東京ディズニーリゾート㊥固

往復無料送迎J柏
守が力抽ファンタジー弓

串J深撃離

※当社2012年9月実施

お客さまアンケート
調査結果

潮瀞諦
バス車内（イメージ）

●ご利用のコースが決まったう、スケジュール屑泊先などにあわせてバスをご予約ください。

※実物は写真と異なる

場合がございます。

●パートナーホテル、グッドネイバーホテル、浅草ビューホテルにお泊まりのお客さまも、羽田空港こ東京ディズニーランド・乗京ディズニーシー間をご利用いただけます。

往路（降車場所） 【≡扇田NGllOIB（限定） �1号車 ��3号事 ��5号車 ��7号辛 ��9号幸 ��11号車 ��13号車 ��15号幸 ��17号車 ��19号辛 ��21号辛 ��23号軍 ��25号車 ��27号奉 

羽田空港（乗車）　　　　発 �8 �40 �9 �05 �9 �20 �9 �35 �10 �05 �10 �：20 �10 �．35 �11 �：05 �11 �・20 �11 �：45 �12 �25 �12 �55 �13 �：35 �14 �：30 

東京ディズニーランド　着 �9 �20 �9 �45 �10 �00 �10 �：15 �10 �45 �11 �：00 �11 �：15 �11 �：45 �12 �00 �12 �25 �13 �05 �13 �：35 �14 �■15 �15 �10 

東京ディズニーシー　　鸞 �9 �26 �9 �51 �10：06 ��10 �：21 �10 �51 �11 �．06 �11 �21 �11 �：51 �12 �06 �12 �31 �13 �11 �13 �：41 �14 �21 �15 �16 

ディズニーアンバサダー◎ホテル♯ �－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��11 �．27 �11 �：57 �12 �12 �12 �37 �13 �17 �13 �：47 �14 �27 �15 �22 

東京討た－シー・ホテルミラコス先着 �－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��11 �31 �12 �01 �12 �16 �12 �41 �13 �21 �13 �■51 �14 �31 �15 �26 

東京ディズニーランド¢ホテル潜 �－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��11 �38 �12 �08 �12 �23 �12 �48 �13 �28 �13 �58 �14 �38 �15 �33 

サンルートプラザ東京　書 �－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��11 �41 �12 �11 �12 �26 �12 �51 �13 �31 �14 �：01 �14 �41 �15 �36 

東京ペイ舞浜ホテル　　着 �－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��11 �43 �12 �13 �12 �28 �12 �53 �13 �33 �14 �03 �14 �43 �15 �38 

東京ペイ舞浜ホテルクラブリソ」卜書 �－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��11 �46 �12 �16 �12 �31 �12 �56 �13 �36 �14 �・06 �14 �46 �15 �41 

シェラトン・グランデ十一年］－ペイ・ホテル着 �－ ��－ ��－ ��ー ��－ ��－ ��11 �50 �12 �20 �12 �35 �13 �00 �13 �40 �14 �10 �14 �50 �15 �45 

ホテルオークラ乗京ベイ　書 �－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��11 �52 �12 �22 �12 �37 �13 �02 �13 �42 �14 �12 �14 �52 �15 �47 

ヒルトン東京ベイ　　　着 �ー ��－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��11 �54 �12 �24 �12 �39 �13 �04 �13 �44 �14 �14 �14 �54 �15 �49 

復路（乗車場所） �2号辛 ��4号辛 ��6号宰 ��8号車 ��10号車 ��12号車 ��14号車 ��16号車 ��18号辛 ��20号軍 ��22号車 

サンルートプラザ東京　　莞 �11 �：35 �13 �05 �13 �55 �14 �：25 �－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��－ 

東京ベイ舞浜ホテル　　　発 �11 �：37 �13 �07 �13 �：57 �14 �：27 �－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��－ 

東京ペイ舞浜ホテルクラブリゾート発 �11 �．40 �13 �：10 �14 �：01） �14 �：30 �－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��－ 

シェラトン・グランデ・ト一手ョーペイ・ホテル莞 �11 �44 �13 �：14 �14 �：04 �14 �：34 �－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��－ 

ホテルオークラ東京ベイ　発 �11 �47 �13 �ニ17 �14 �：07 �14 �・37 �－ ��ー ��－ ��－ ��－ ��－ ��－ 

ヒルトン東京ベイ　　　　発 �11 �50 �13 �：20 �14 �：10 �14 �：40 �－ ��－ ��ー ��－ ��－ ��－ ��－ 

ディズニーアンバサダーホテル発 �‖ �57 �13 �：27 �14 �：17 �14 �・47 �－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��－ 

漂原ディズニーシー・ホテルミラコスタ発 �12 �01 �13 �．31 �14 �：21 �14 �：51 �－ ��－ ��－ ��ー ��－ ��－ ��－ 

東京ディズニーランドホテル発 �12 �08 �13 �38 �14 �：28 �14 �．58 �－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��－ ��－ 

東京ディズニーランド　　発 �12 �15 �13 �45 �14 �：35 �15 �05 �15 �35 �16 �15 �16 �45 �17 �15 �17 �45 �18 �25 �18 �55 

東京ディズニーシー　　　莞 �12 �25 �13 �■55 �14 �■45 �15 �15 �15 �45 �16 �25 �16 �55 �17 �25 �17 �55 �18 �35 �19 �05 

羽田空港（降車）　　　　着 �13 �10 �14 �40 �15 �30 �16 �00 �16 �30 �17 �10 �17 �40 �18 �：10 �18 �．40 �19 �20 �19 �50 

【パスのご利用に欝して】●全席予約定員制のため、「こども添い寝」も含めご予約が必要です。また、満席の場合、予約をお受けできませんのでご了承ください。●ご利用便によっては、マジカルファンタジー号にご乗車いただ
けない場合がございます。●航空機とバスとの接続時間は往復躇ともに40分以上必要となります。道路事情により遅延する場合がありますので、余裕を持った弓雫をご予約ください。また、往路「手ぶらでEnjoyプラン」をご

利用の場合、手荷物をデ創ナる控混雑することがあります。バスの予約時刻には十分ご注意ください。●バスの座席は自由席ですが、予約状況により係員が指示させていただく場合があります。●乗車場所・号牽変更はできま
せん。ただし、復路の乗車場所を乗京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーでご予約の場合は、ご予約した同一胃車に限り、当日ご希望のパークよりご乗車いただけます。その際、ご予約の変更は必要ありません。●マジ
カルファンタジー号乗降牽場所に出発時刻の5分前までにお集まりください。●運行スケジュールは変更になる場合があります。●お客さまのご都合や航空機の遅延などでバス出発時刻に間に合わない場合および交通渋滞
によりパスが通常運行できない場合は、呂的地までの交通の手配および交通黄はお客さまのご負担となりますのであらかじめご了承ください。●予約状況により増車をする場合があります。この場合上記写真の特別塗装車
ではありません。ご予約の際にご確認ください。●整備等の事情により「マジカルファンタジー胃」は特別塗装車でない場合または運休する場合があります。あらかじめご了承ください。●バスをご利用いただくお客さまは
シ‾トベルトの信用にご協力をお願いいたします。E旅行会社の皆さまへiマジカルファンタジー号の増車は、予約状況に応じ不定期での運行となり紺。たび」ALの空き状況でご確認のうえご予約くだ乱、。l

醒叩同軸印円日印帖桔ヨ四日目垣　　往路のみ（羽田空港⇒東京ディズニーリゾート）全便無料でご利用いただけます！　　　　囲

Uでスのご利用に際してl●全席予約定員制のため、「こども添い寝」も含めツアーお申し込み時にご予約が必要です。また、満席の場合、予約をお受けできません
のでご了承ください。●航空機とバスの接続時問は50分以上必要となります。往路r手ぶらでEnjOyプラン」をご利用の場合、手荷物を預ける際昆雑することが

あります。バスの予約時刻には十分ご注祭ください。●第1ターミナルを出発するバスをご予約いただけます。（10～20分間隔で運行）●バス乗車券への引き換えが必要となりますので、羽田空港1階到悪ロビー内バス案

内所3～5番窓口にお立ち寄りください。●マジカルファンタジー胃とは異なり、当社ツアー参加者以外のお客さまもご乗車になり、他のお客さまとの相席となる場合や補助席をご利用いただく場合がございます。●空港リ
ムジンバス（路線バス）は、第2ターミナル始発、第1ターミナル（」AL便）経由となります。●降車場所は、バス乗車時に係員にお知らせください。●乗京空清交通、京浜急行バス、京成バス、東京ベイシティ交通バスの4社共同

運行となります0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旅行会杜の皆さまへ　オプショナルプランにてご予約ください。旺正aNGl103B（限定）㊧

一点r∵八㌧．】鵬rて－　　　　戚rV【　　　dr小一′　　　ddで＝一爪　　　一所ふ＝で′　　　　一感】二‾什　　　一畑Ⅴ＝‾、　　　ぜr′　　　此rr叫　　　－▼ぶ▼二二一一　　　一戚一二r▼　　　dここM．　　　一打1ご㌻～　　　一′こ′：で一1　　　－rごh叩、　　　ぺ‾■一。’▼　　　　一一ご＝‘　　　　u・＝：二：：二，「■ノ　　　　ーー霊r′一　　　㌔ぜ二二～　　　　一一一¢電〟、

◆期間2013年10月1日～

「ブロードウェイ・ミュージックシアター」（提供：日本航空）

ご予蒜蒜品目の¢◎または をお選びください。
●鑑賞当日に受付をいたしますので、開園後から公演開始1時間前までにブロードウェイ・ミュージックシアター前のキャストに観光券をお渡しください。調光券と引き換えにエリア指 

定券をお渡しいたします。●おとな・こども・こども添い寝旅行代金にてご参加で、棄宗ディズニーシーにご入国されるお客さまが対象となります。ご利用は滞在中お1人接1回となりま 

す。●初回公演は行程初臥呂結公演は行程忘終日のお申し込みはできません。●公演時間は、お客さまご白身で東京ディズニーリゾートホームページ（公演日の約3週間前頃掲載）ま 

たは、当日パーク内にてご確認ください。●12月31日は通常営業時間の初回または冠絶公演となります。●ショーメンテナンス等により、公演されない場合もございます。その場合は、 

ご予約の受付を中止させていただきます。●指定席ではございません。ショースタート後の途中入場はご遠慮いただいておりますので、お早めにご入場ください。●3歳以下のお子さま 

はひざの上でのご鑑賞をお願いします。●混雑時はご案内までにお待ちいただくことがございます。●当日、システム調整やパークの運営上の都合等によりショーが中止になった場合で 

も、当日の別の公演臥別日への振替えはございません。また、他のアトラクションやショーへの振替えもございません。●ショー鑑賞券は、有償・無償を問わず、他人へ譲渡できません。 

旅行会社の皆さまへけプショナルブランにてご予約ください。E！≡田NG10515（限定）【囲
イメージ

ハ
ピ
ネ
ス
2
0
の
ポ
イ
ン
ト

対
象
ホ
テ
ル
一
覧

お
子
さ
ま
向
け

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て



ハピネス20のポイントで基本代金に含まれるものは、⑯、⑭、⑯（ギフトカードのみ）、⑯です。

※上記デザインは

2014年3月20日

までとなります。

感艶′ノ‾・・ノ′′－llヽ訃；p

（一例）◎DISney

東京ディズニーランドでも引換可鴨になりました！

薫蒸挙㌶豊津号鍋打‾または 東京ディズ＝丁シー

◆ポップコーンワゴン全店

誉当社2012年9月実施

お客さまアンケート

●

★対象ホテル鹿ありg冨
≒　●シ工ラトン・グランデ・トヰヨーベイ・ホテル

●ヒルトン東京ベイ　●ホテルオークラ乗京ベイ
を　●東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート

混デザインは予告なく変更

となる場合がございます。　き

◆プレゼント引換期間
2013年10月1日～　う

2014年4月13日

●滞在中1部屋1個（コネクティングルーム利用の場合は2部屋に1個）の引き換えとなります。●お引き換

えのポップコーンによっては現地での販売価格が異なりますが、差額等の払い戻しはできません。●各

ポップコーンの味やポップコーンバケットのデザインは、時期や引き換えの場所によって異なる場合がござ

いますので、詳しくはキャストにおたずねください。

●東京ベイ舞浜ホテル　●サンルートプラザ東京

一一一一一割童顔鼻廃藩一一一一一一

・または■　二転

◆プロムナードギフト　！；◆／†－クウェイギフト・ノース

（引換券お濃し）
ノー′‾′‾　　、、一一一→ヽ

l攣崖1＿欒

（一例）⑥DlSney

◆プレゼント

引換期間
2013年10月1日～

2014年4月13日

●滞在中1部屋1個（コネクティングルーム利用の場合は2部屋に1個）の引き換えとなります。●30周年

デザインおよびイベント期間中に販売するデザインのものにはお引き換えできません。●上記引き換え

場所はパーク列施設となります。パーク内でのお引き換えはできませんのでご注意ください。

現地合流プランで宿泊のみご利用のお客さま、マジカルプラスは対象外となります。

踊口暫⑬思漬出番●　スペシャルフレームに残そモミ

パーク内にいるカメラマンにとっておきの記念写真を撮ってもら

えます！その写真をオリジナルのフレームに入れてプレゼント。
◆プレゼント引換期間　2013年10月1日～2014年4月13日

★膨時期や捧影場所によって、キャラクターの写真やフレームが変更となります。また、台紙はお写暮1枚のもの
（キャラクター達の写頁がないもの）になる場合があります。

撞影完了後、カメラマンが引き換えチケットをお渡しし1たします。引き換えチケットに
記載の指定店舗へ引き換え時間内にお越しください。

プレゼント　砺面葡

パーク内特定の場所ではディズニーの仲間たちとの

愈れあい写真を撮ってもらうこともできます。

＿＿、√　キャラクターと一緒に撮影できる場所

ミッキーの艶ミートミッキー（イメージ）記芽諾㌍ブリ‾テイング

◆ミッキーの家とミート・ミッキー（トウーンタウン）

◆メインエントランス周辺

一一一一一日醐音コ喝‾【‾‾‾‾

◆ヴィレッジ・グリーティングプレイス（ケープコツド）

◆ミッキー＆フレンズ・グリーティングトレイル

（ロストリバーデルタ）

◆ディズニーシー・プラザ　ほか
※撮影場所の詳細は、キャストまでお尋ねください。

ディズニースナップフォト台紙（イメージ）⑥D】Sney

※上記デザインは2014年3月20日までとなります。

カメラマンキャスト（イメージ）

踊○ク内にし1る

ゐメラマンが
皆窪まのとっておきの

旬概を撮影します。
（苗から提げた大きな

カメラが目印）

現地合流プランで宿泊のみご利用のお客
さま、マジカルプラスは対象外となります。

牒場所に引換券を提示のうえ、キャストにご相談ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一＿州、Ⅵ1rlrr＿「＿＿＿＿】】】】」

「i嘉扇†盲繭毒力JF云看繭嘉有言詣画≡了面責話語三二三訪亮再議蒜亨藷三二「古二嘉のカメラマンによ妄言完亮蔚ディズニースナ万ラ示正喜繭元だけます。●アトラクシ
臣ンの顎にはご利用いただけませんロ●撮影できる時間は、開薗～屋外は16・00までとなります。パークの運営状況や天候によ。、時間・引換場所偲影場所が変更になる場合がございます0屋内の撮影時間の詳細は・キヤス

◆ご出発日に羽田空港順到着ロビー手荷物受取所内「JALパックツアーデスク」にて対象のグッズ・各種引換券などをお渡しいたします。往臥羽田空港到着時に必ずお立ち寄りください0
◇前記○唱の羽田空竃での受け取り忘れ、およびいピネス20のポイント」をご別周にならなかった場合の払い戻しはございません0



．恵二．：．志三

＆訝看守駕ヲ巳も禦罪≒

楳紺コ　＿　二鳥画工∵竺竺聖聖‾ジ）

二・j

宿泊はあこがれの

デイブニー前列晰

JALJでヅクから¢おも　い

ティユ＝－ホテル内レコトヨ：
＆ヨウコジ利用芳

1，000円分付き′
（沌在中お1人樗1校）

ディズニーアンバサタ」㊥ホテル外観

ll更京テ1つニーリリートこ

◆ご出発日に羽田空港1階到着ロビー手荷物受取所内「JALパックツアーデスク」にて対象のグッズ、各種引換券などをお渡しいたします。往路、羽田空港到割寺に必ずお立ち寄りください。
◆前記事項の羽田空港での受け取り忘れ、および「ハピネス20のポイント」をご利用にならなかった場合の払い戻しはございません。
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瓜‘′＿・・し・r・‘＿＿＿＿＿＿

、▼千野　　　◆話芸㌻諾習竺

′，　　　　　　2014年3月20日

※実物は写真と異なる場合がございます。（イメージ）

プレゼントお渡し場所l一

票認雪害雲讐琵盲監芸記警禁。卜

ネームホルダーはお品物、
ミッキーチユロスは

引換券お渡し

毒

◆クリッターカントリー内　　　Il　◆アラビアンコースト内

rラケツティのラクーンサルーン」…　　「オープンセサミ」

お会計日寺に引換券をご提出ください。引換券は初日の羽田空港1階到着ロビー手荷物受取所内

「」ALパックツアーデスク」にてお渡しいたします。
＊引換場所は変更となる場合がございます。

おとな旅行代金、現地合流プランで宿泊のみご利用のお客さまは対象外となります。

¶l　　　　　　　－　　　．　　　　　　　　　　ノ　　ー　　　←　－■　　　■　　　　　1－－、　　一　　　　　一一　　　　　　　　　　　一　　　　　1・、　　　　一　　　　　　　　　　、㌔　　　　　1・■　　　　一　■

オプショナルプラン

代金（帽／1台）700円・：1僻地払い・・2）

東京ディズニーラント東京ディズニーシーのrベビーカー＆聾イ鼠0
レンタル」にて貸し出しているベビーカーを予約することができます。

◆ご利用いただける期間2013年10月1日～2014年4月13日利用

●レンタル台数は限りがございます。●ベビーカーはB型となります。
●ベビーカーのご利用はパ」ク内のみとなります。●同日に両方のパー
クをご利用の方は、最初に入国されるパークのみご予約ください。●体重
が約15kgまでのお子さまが対象となります。●ベビーカーレンタルは通

常営業時間帯のみのご利用となります。●混雑時には、貸出をお待ちいた
だくことがございますので、あらかじめご了承ください。
さ：ミ1代金は予告なく変更となる場合がございます。

＊2ご予約のみの受付となります。各パークの「ベビーカー＆牽イス・レン

タル」窓口にてレンタル料金（1日／1台）700円をお支払いください。

’’ニラ

3／31までにベヒ」カーレンタルをこ利用のお客さまに

提供タカラトミー

聖や．£」．「ディズニーキャラクターズ天井いっぱい！

≡コ　付剖レームをご用意！！

おやすみ前を楽しいひとときに！
デイ亭一千ヤラクタ二甲声申せ界が・車重
お部屋いっぱいに広がります♪　　　　　●このマークが日印です

；三三≡三≡三i享二＿一二二三‾l
●浦安ブライトンホテル（RoomForest）

ベビーカー＆章イス・‡7　　●オリエンタルホテル東京ベイ

蒜こ妄ま㌫品二芸苗レ二女ルーム・オランジュルーム〉）葛退避琵叛

無料アップグレード、マジカルプラスは対象外となります。

レンタル（イメージ）



蛭誓、■主上ここ’こ烏フノ

◆手ぶらでEnjoyをご利用いただけるホテル �往滞 �復籍 

ディズニーホテル �○ �○ 

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 �○ �○ 

東京ディズニーリゾート㊥・グッドネイJトホテル口琴訂l瞑EE；；】ヨ≡深ヨ �－ �×；1；2 

浅草ビューホテルくP41・42〉醐」醐悪妻田 �－ �×ギ；2 

＊1基本コースホテル・ディズニーホテル、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⑧パートナーホテル
ヨ＝2ご注意：東京ディズニーリゾート㊥・グッドネイバー

ホテル、浅草ビューホテルはご利用できません。
基本コースのチェックアウト巳までにご利用ください。

さらに追加をご希望のお客さまへt五和薙司皿捗狂罵コ」閻－mnl抑l仙’ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匪型司田 �����マック〉 　▲ 

●利用個数に制限はございません。 �����しーっ 函 
●ご利用条件は上記と同様となります。 ��■一一　　　　一㌔′－試ヨ＝腑Ⅶ1＝Ⅷ持運ヨ■鵬Ilは≡ 

l田羽田空港→ホテル田ホテル→自宅 】代金（片道′1個）800円日代針片道′1個）1，300可 � �までに旅行会社にてご予約 �匂くた �発 旅行会社の 皆さまへ �オプショナルプランにてご予約ください。 1旺璽a往路：NG1070S（限定）復路：NG10805（限定） 

■l

滞在中お1人鱒厘

芦川旨人1へこ」叩ノルlこ押JL，　hI
※写真はイメージです。

潤藍議∫▲

1■」■－・r■■1－・一　　・－　－　－＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　－　＿1L　ム■⊥．一二■▲

シェラトングランデ・　　　　東京ベイ舞浜ホテル　　　　　ヒルトン東京ベイ

㍍古箭莞　　置詔嵩むグ」　「ナイトスナックブッフ工」

田下記ホテルの3・4日間コースのお客さま

こども添い寝、マジカルプラスは対象外となります。

十三十‾予宇土三㌧．　　∴∴十・一∴∵・十▼・工予言．・

；二才さ・；、■上張二千・＼二J・こ1　　　1＿‾－’‾・▼Hもl‾‾‾qち．・∫′‾、’TT∵′一・⊥招二二・

歳干．さ！一∵一二プチ∴二三票・：・・．■　　’∴十芋川∴ヱ∴芋∵1‾二王

鸞霧発㌘貼＋　≡矧沸膵贈眠
工ミ‾∴．空論戸，隼　　　　ナ▼∴二一・一、二プ七二と∵rI㌻ニ「∴．・

二■1◆：一二享蔓∵皿トニラ◆：二一二「T字

㊧（シェラトンブランデ・ト一手ョーベイ・ホテルは除く）　　　　　膵しくは各ホテルページ

●羽田空港に13：00までに到着の便をご利用のお
客さまが対象となります。また、手荷物のお預けは、
13：30までとなります。●手荷物受付場所は下記2
箇所のどちらのカウンターでもご利用になれます。
【羽田空港第1ターミナル北ウイング到着ロビー
内：日本通運宅配便カウンター、南ウイング到着ロ
ビー内：ヤマト運輸宅急便カウンター】へ手荷物をお
預けください。手荷物のホテル到着は18●00頃を予
定しておりますが、交通渋滞などで遅れる場合もご
ざいます。航空機の遅延・欠航などでご利用いただ
けない場合がございます。

こども添い寝、現地合流プランで宿泊の
みご利用のお客さまは対象外となります。

●各ホテルの手荷物配送カウンターにて手荷物宅配
利用券を提出し、手荷物をお預けください。手荷物
は、チェックアウト白までにお貢頁けください。●お客
さまご白身で手配されたホテルからはご利用いただ
けません。※手荷物受付時間は、ホテルによって異な
りますので、チェックイン8割こお客さまご自身でご確

認ください。

現地合流プランで宿泊のみご利用のお
客さまは対象外となります。

●お取り扱いできる手荷物は、紹・横・高さの和が往
路は160⊂m／重さは30kgまで、復路は120cm／重

き禁禁誓㌍漂㌍誇竺孟三㍍㌍票
プアウンテンテラスホテル㊥の復路は、重さは30kg
まで）●箱および袋代はお客さま負担となります。
●航空機の遅延でご利用いただけない場合がござ
います。●貪重品・精密機器・割れ物（ペットボトル顆
なども含むト冷凍・冷蔵品およびベビーカーのお取
り扱いはできません。●そのほかの詳細は旅行会社
にお問い合わせください。

▲■

30日出発磁らち親しいおもでなし衛書聖
＊写真はイメージです。

∵葛熟ト　∵プ二二

・・噛　嶋

．Jiさ賢二ノ
′　　　　　　　　　　　　　　′　　　l

ホテルオークラ東京ベイ サンルートプラザ栗東「カットケーキ」東京ベイ舞浜ホテル
「ケーキセット」　　　　　　　※ケーキはお1人楼1つとなります。「スパローズ」

田下記ホテルこ利用のお客さま こども添い寝、マジカルプラスは対象外となります。

※館内利用券の換金および差額（お的）の返金はできません。

◆ご出発日に羽田空港1階到着ロビー手荷物受取所内「JALパックツアーデスク」にて対象のグッズ、各種引換券などをお渡しいたします。往路、羽田空港到着時に必ずお立ち寄りください。

◆前記事項の羽田空港での受け取り忘れ、および「ハピネス20のポイント」をご利用にならなかった場合の払い戻しはございません。
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嘘攣墾聖篭隅　フンク止

■l

お申』込みが翠齢ほだ旅行代金が

割引になる！ご予約はお早めに！！

；謂話芸㌫驚憲乱雲荒詔窪冒荒2詰早決3。は3。。　　例えば　J

＿　∴　－　　　　、　　　　シエラトン・グランデ・
●羞諾若豊吉認諾字詰雷崇竺芸認芸霊；農呂語をトーキヨーベイ●ホテル

●ホテルにより、一部設定除夕帽があ。ます讃しくは各ホテルページを　　　の場合なら
ご覧ください。

マジカルプラスおよびこども添い寝でご参加のお客さまは対象外となります。

ディズニーホテルにご宿泊のお客さま、現地合流プランで宿泊のみご利用
のお客さま、マジカルプラスは対象外となります。

●一部施設でご利用できない場合がございますので、レジ係員にご確認ください。●有効期限はありませ

ん。●現金、商品券・ギフトカード類、印紙、切手、はが号とのお引き換えは行っておりません。●おつりは現

金でお渡しします。●ご予約矧こ年齢が確認できるものをご提示ください。（電話インターネットにてお申

し込みのお客さまは、FAXにて年齢確認をさせていただく場合がございます。）

旅行会牡の皆さまへ】オプショナルプランにて対象人数分をご予約ください。団NG1050」（限定）l

i

鎗　ハネムーンプラン

ディズニーアンバサダー⑥ホテル外観

仁一／

●シエラトン・グランデ・ト一幸ョーベイ・ホテル　●ヒルトン東京ベイ

●ホテルオークラ東京ベイ　●乗京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート

●東京ベイ舞浜ホテル　●サンルートプラザ東京　●浦安ブライトンホテル

●オリエンタルホテル東京ベイ　●ホテルエミオン東京ベイ

●三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ

マジカルプラスは対象外となります。

国サクララウンジ
かご柵いただけます

♭詳しくは瑠5ページ

奄危呼聖霊ディズニーホテル内レストラン＆ラウンジ券

4，000円分付き（，，。読蒜
蠣鯵喜　田ハネムーンでご参加のご夫婦のみ（2名参加限定）

斑18歳以上の同姓のご夫婦に関ります。17歳以下の方およびお子さま連れの方のお申し込みはできません。
※ご夫婦を証明できる書類（免許証など）をご提示していただく場合がございます。

′年毒

ここ箪丁．

ディズニーアンバサダーホテル
メニュー（イメージ）

はいたしかねます。●1枚の利用券を複数の店舗で使用することはできません。●レストランやラウンジの利用を保

証するものではありません。・●利用券はご旅行滞在中のみご利用いただけます。●お客さまのご都合によりご利用
にならない場合でも払い戻しはいたしません。♭詳しくは各ホテ弛ページ

★対象ホテル限定りレーム指定）★

●東京ディズニーランドホテル　スタンダード・スーペリアアルコーヴルーム（パークグランドビュー）（5～6隋）

●東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ⑧ボルトパラディーゾ・サイドスーペリアルームハーバービュー

●ディズニーアンバサダーホテル
アンバサダーフロアミッキーマウスルーム／アンバサダーフロアミニーマウスルーム

●差額が発生する場合は、現矧こてお支払いくださし1。●換金・お酌の返金はいたしませんo t野矢平野翌発　　〟軋／抄ク
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ひと足のばして
〉一一　‾㌔　一計　〆

観光を楽しみたいなら！
一　一一　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

出発日より最長14日間まで復路便の延長ができます。

♭詳しくは14ページ

現地（東京）の友人や家族と
≠緒に旅を楽しみたいなら！

篭
マイルがたまって航空チ

寒地念塞
雲冨誓言慧票等慧禁だ莞㌍ト憲課こ票人と
上知l　■T．±l L三
を楽しみましょう0　　　♭詳しくは38ページ

LIろん寧ホテルを

楽しみたいなら！

復路便の利用日を延長してお好きなホテルに宿泊l

ト詳しくは39～42ページ
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皆のついたポ ���が、JALだけのポイントです。●コースにより、一部ご利用いただけないポイントが ��������ございます。　　　　　　　　　＊1現地合流プラン・マジカルプラスは一部のホテルを除きます。 

紆簡攣科 � 

ホテル �　ことも用 パジャマ等貸し出し �歯ブラシ �スリッパ ��ベビーミール・粉ミルク・ 紙おむつの販売 �ベビーベッド �ベッドガード 

東京ディズニーランド⑨ホテル �★ � � � �あり �☆ �二・（1台） 

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ⑥ �封 � � � �あり �☆ �二、（1台） 

ディズニーアンバサダー⑧ホテル �★ � � � �あり �☆ �二1（1台） 

シェラトン・グランデ・ト一手ョーベイ・ホテル �☆ �☆ �☆ ��あり �☆ �☆ 

ヒルトン東京ベイ �☆ �☆ �☆ ��紙おむつのみ（Lサイズのみ） �☆ �☆ 

ホテルオークラ乗京ベイ �☆ �☆ �☆ ��あり �☆ �☆、 

東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート �☆ �☆ �☆ ��あり �☆ �☆ 

・東京ベイ舞浜ホテル �☆ �▼汀 �☆ ��あり �☆（1歳未満のみ） �☆ 

サンルートプラザ東京 �☆ �－ �☆ ��あり �☆ �☆ 

パーム＆プアウンテンテラスホテル⑳（＊り �－ �★ �－ ��－ �☆ �√＿、∋（1台） 

浦安ブライトンホテル �☆ �－ �☆ ��－ �JLT H �☆（RoomFOreStのみ）・ 

オリエンタルホテル東京ベイ �☆ �☆ �☆ ��紙おむつのみ �☆ �☆ 

ホテルエミオン東京ベイ �☆ �☆ �☆ ��紙おむつのみ �☆ �☆ 

三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ �☆ �☆ �☆ ��－ �☆ �‾11（1台） 

ホテル日航東京 �率 �東 �☆ ��紙おむつのみ �☆＿ �☆ 

J則ノー，ク　☆・チェックイン時にお申し出ください。☆　ご予約時にお申し出ください。●‥常備しています。

サ●：－　　　●　‾　∴　－　　し、、．＿　・　－　　　　●　　　　一日
FUK



東京ディズニーリゾート⑧マップ

バークやホテルなどに隣接する4つの駅

を結ぶ、移動に便利なモノレールです。
ミッキー型の窓や吊革など遊び心がいっ

ぱい！

●きつぶ　最長1周まで乗車できる「普通乗

車券」や購入日から指定された日数の問乗り

降りが自由な「フリーきつぶj（1巳～4日フリー

きつぶ）をご用意しています。

※10種類の交通系lCカード（KltaCa、

PASMO、Suica、manaCa、T01CA、

ハ　●　　【

インフォメーションカウンター
東京ディズニーリゾート内各施設の総合案内をはじめ、バケーションパッケージヰットの

受け渡しやディズニーホテルおよびオフィシャルホテルに宿泊されるゲストの皆さまに各

：警≡；志㍊讐禁警芸芳志き内禦竺スを行っています。
●バケーションプランナー

一一、二：一二∴∴∴，‾こ‾∴

ディズ二一ホテル・サービスカウンター

●各種案内　●観光券の引換

●プリチェックイン

●バグッジデリバリーサービス

＿、＿：－　‾‾▼∴、■＿■－へ・∴∴：▼㌻

（プリチェックイン、バゲッジデリバリーサービス
の受付は16：00まで）※10月1日以降は観光券

の引換も16：00までとなります。

乗京ディズニーリゾート㊥・
オフィシャルホテル・
サービスカウンター

●観光券の引換
●バグッジデリバリーサービス

‾．＿・．　‾、∵　∴∵　二・＿・

ステーションデリバリー
サービスカウンター
（有料／引き渡し時間：13：00～19：00）

i＿＿＿－二　“ud－　‾　んL▲酬滴酢蛸ゝ一一一＝Et一触

粟京ディズニーリゾート⑨・ウエルカムセンター（イメージ）
◎DISney


