
各ホテル欄の基本代金にはチケット料金は含まれておりません。

料金 � � 

ニ1日H Jdi仁‘ �大人 12歳以上 �子とも 4～11歳 �シニア 65歳以上 �備考 

スタジオ・パス 【usJOl】 �6，600円 �4，500円 �5，900円 �●入場当日すべてのアトラクションを体験できるパス ●陸がい者の方は、身体陣がい者手帳等の提示に より、本人および付議人1人に限り、大人3，300円、 子ども2，200円で購入できます（ただし、シニア価 格の設定はありません） 

2デイ・ スタジオりヾス lusJO2】 �11，100円 �7，600円 � �●連続した2日すべてのアトラクションを体験できる パス 

※ユニバーサル・スタジオ・ジャパン⑧に関する情報は、2013年7月現在のものです。予告なく変更することがござい

ます。
※写真はイメージです。

※イへント、アトラクション、レストラン、ショップは、季節や時間帯、天候などにより、予告なく内容や営業時間の変更、

または中止する場合があります。

、　　』ヨ■■用HHr ������ �／可．， ��※アトラクションによっては、身長や健康上の理由により、御利用制限を設けております。事前に各種制限をご確認 ください。 ●表示価格には消費税が含まれております。●3歳以下のお子さまは無料です。 ●価格等は予告なく変更する場合があります。 年間スタジオ・パスへのアップグレードについては、インフォメーションセンターTELO570－20－0606（※PHSや一部のIP 電話からは利用できません。ご了承ください）、オフィシャルWEBサイトwww．usj．co仲でご確認ください。 ■ 

l l ��振．●jj 陽九 �．詫一叢ノ ≡云】Ⅶ ��顎■l �言lち＝－ 

みずほ �販売店の皆様へ　■ ������� 

」列車名　　　　　　駅名 ��博多発 ���一 ������ 

のぞみ2 �6 �05 ��6 �：22 ��8：35 � � �のぞみ25 �13・09 ��15・22 � 

ひかり442 �6 �16 ��6 �34 ��10：04 � ��のぞみ27 �13 �：45 �15・57 �16●14 � 

のぞみ4 � �：29 ��6 �：46 ��8：58 � ��さくら559 �13 �・59 �16・17 �16・ 

さくら540 �7 �00 ��7：17 ���9：44 l9：35 19：58 rlO：15 蓼10：35 FlO：44 き10：58 � ��のぞみ29 �14 �：09 �16：22 �．34 16：39 

のぞみ6 �7 �05 ��7：22 ���� ��のぞみ31 �14 �：45 �16：57 �17：14 

のぞみ8 のぞみ1 � �29 ��7：46 ���� ��さくら561 �14 �：59 �17：17 �17：34 

0 のぞみ1 �7 �45 ��8：02 ���� ��のぞみ33 �15 �09 �17：22 �17：39 

2 みずほ600 のぞみ14 � �．05 ��8：22 ���� ��さくら563 �15 �：22 �17：47 �18：05 

8 �19 ��8：36 ���� ��のぞみ35 �15 �：45 �17：57 �18：14 

8 ★くら542】8 ��29 ��8：46 ���� ��さくら565 �15 �59 �18：17 �18：34 

くこ � � �� � ����� � � � � 

のぞみ16 �9 �05 ��9 �22　　　　11：35 �����さくら567 �16 �：22 �18．22 18：47 �18：40 19：05 

1 �� � ��11：44 11：58 12：21 12：35 12：44 12：58 13：21 13・35 � �� �� � � 

のぞみ18 �9 �29 ��9 �46 ��� ��夷■くら569 �16 �．45 �18：57 �19：14 

さくら544 �9： �40 ��9 �58 ��� ��C のぞみ41 さくら571 �16 �59 �19：18 �19：34 

のぞみ20 さくら546！ �JlO 10 �051 09 ��10 �22 ��� ���】17 葦17 �09 22 �l19：22 l19：47 �l19：39 i20：05 

のぞみ22 �10 �2 ��10 �26 ��� ��のぞみ43 �17 �45 �19：57 �20：14 
みずほ607 のぞみ45 � � � � 

さくら548 �10 �1 ��10 �59 ��� ���17 �59 �20：08 �20：25 

のぞみ24 �11 �05 ��11 �22 ��� ��★く‾　573 �18 �09 �20：22 �20：39 

さくら550 �11 �09 ��11： �26　　　　13：44 �����C　と） のぞみ47 �18 18 �22 45 �20：47 20：57 �21：05 21：14 

13：58 14：35 14：44 14：58 15：35 � ��＝l・　　■ � � � � 

のぞみ28 �12： �5 ��12： �22 ��� ��くこ　う のぞみ49 �18 �59 �21：17 �21：34 

さくら552 �12 �9 ��12：27 ���� ��のぞみ51 のぞみ53 �19 �09 �21：22 �21：39 

のぞみ30 のぞみ32 �12 13 �9 ��12：46 ���� ���19 19 �29 45 �21：42 21：57 �21：59 22：14 

5 ��13．22 ���� ��みずほ609 �19： �59 �22：08 �22：25 

現在の10月以降の予疋時刻を記載しております。上記以外の価もご利用可能です。変更になる場合も ございますので、お申込の際に係員にご確紐ください。 ����������のぞみ55 �20： �09 �22：23 �22－40 

⑳



ユ二八一サル・スタジオ・ジャパン㊧・オフイシサルホデル（05052） 早割21／N亡l●192501早割38／No192601

司汚嘩型排世卿
24時間営業のコンビニもホテルに

ul■ � �l■三 � � 

日 �月 �火 BL �水 Bコ �禾 83 �金 C4 �土 F5 

Cd �鎚7 �鵠8 �認9 �弧■0 �Cll �H12 

H13 �C－4 �B15 �Bld �B】7 �C18 �F19 

C刀 �82■ �B：ヱ �823 �B封 �C25 �F2占 

C27 �B十十 �8十 �830 �83■ � � 

日 �月 �201 火 �－ 水 �■三 木 �金 �土 

Cl �H2 

H3 �C4 �85 �86 �B7 �C8 �F9 

CIC �811 �B】2 �813 �81° �B■5 �F■d 

817 �＄818 �S819 �5820 �油2－ �C22 �F23 

82° �825 �BZd �827 �8為 �BZ■フ �F十 

日 �月 �201 火 �－ ‾水 �2月 木 �金 �土 

81 �82 �B3 �BA �85 �Bd �F7 

88 �認9 �油10 �SB■1 �58■2 �8■3 �E14 

B15 �8■占 �817 �B－8 �8－9 �820 �H2】 

H∴ �D23 �D加 �D25 �D封 �D27 �Gこう 

G29 �G‘し �l31 � � � � 

●1泊2日基本代金大人おひとり様（博多駅発着／1泊朝食付）

1l �■J－■三 �� � 

日 �月 �火 �水 Gl �＊ F2 �金 F3 �土 E4 

A5 �Ad �A7 �Aa �A9 �A■0 �D■1 

C12 �弘■3 �駄1」 �弘■5 �弘14 �弘】7 �BtB 

A19 �A罰 �A2■ �A22 �A23 �A2月 �A25 

弘2占 �弘27 �弘：∃ �弘封 �弘罰 �弘3■ � 

1l �■！■ �月 � � 

日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 C－ 

弘‡ �弘3 �弘4 �弘5 �弘d �弘7 �C8 

A9 �A■0 �All �A12 �A■3 �Al▲ �C15 

▲16 �A17 �AIB �A19 �A十 �A21 �D22 

A2ユ �Å封 �A25 �A：d �A27 �A13 � 

お一人様2泊目から1，000円引き！
′ミ除外日．10〝～10、日川8～21、12／9－12・31、1日3・～17・26－3l、2／2～7

早割プラン、ファミリー応媛プランとの併用不可

Jl �■l－ �■三 � � 

日 �月 �火 �永 �禾 �金 �土 El 

82 �83 �84 �85 �Bd �C7 �F8 

C9 �CID �Cll �C－2 �C－3 �D14 �F15 

Dld �D17 �D18 �D■9 �Dm �H21 �H∴ 

G∴ �F24 �F25 �F三さ �F27 �G23 �H27 

G＋ �31 � � � � � 

響空タイプ �‡入室人員 �カテゴリ �SA �SB �A �B �C �D �E �F �G �H �l 

ツインルーム （27m2） �4名1室 �84 �24．300円 �25．380円 �25．80〇・円 �26．800円 �27．500円 �28．300円 �29．58・0円 �31．800円 �33．300円 �36，800・円 �39．80〇・円 3名1室 ��25．000円 �26．080円 �26．500円 �27．500円 �28，300円 �29，300円 �31．00■0円 �33．000円 �35．008円 �38．300円 �43．00・〇円 

2毛1室 ��26．000円 �27．300円 �27，5〇・〇・円 �28．800円 �29，800円 �30．800円 �33．58・0円 �36．300円 �38－500円 �42，0㈹■円 �47，800円 

（27m2） �4名1室 �53 �24．300円 �25，300円 �25．800円 �26．800円 �27，500円 �28，380円 �2乳500円 �31，800円 �33，300円 �36，00〇・円 �39．800円 
3名1圭 ��25．080円 �26．000円 �26．5110円 �27．500円 �28，30・0円 �29．300円 �31．OtH）円 �33．0・00円 �35，000円 �38，3くけ円 �43．00　円 

2名1堂 ��26．00tH弓 �27，300円 �27．580円 �28．800円 �29．800円 �30．800円 �33，500円 �38．300円 �38，500円 �42，000円 �47，800円 

2名1塞 �66 �25、008円 �26．OM円 �26．500円 �27．500円 �28．300円 �29．300円 �31．500円 �33．000円 �35．000円 �37．800円 �42．000円 

ツインルーム （27m2） �4宅11重 �84 �4．900円 �5，900円 �6，400円 �7．400円 �8．100円 �8．900円 �10，100円 �12，400円 �13．900円 �16，600円 �20，400円 3名1室 ��5．600円 �6，600円 �7，100円 �8．100円 �8．900円 �9．900円 �11，600円 �13．600円 �15．600円 �18，900円 �23，600円 

2名1重 ��6．600円 �7，900円 �8，100円 �9．400円 �10，400円 �11．400円 �14，100円 �16．900円 �19．100円 �22，600円 �28，400円 

（27m2） �4名1室 �53 �4，900円 �5，900円 �6．400円 �7．400円 �8．100円 �8，900円 �10．100円 �12．400円 �13．900円 �16，600円 �20．400円 
3名1塞 ��5，600円 �6．600円 �7．100円 �8．100円 �8．900円 �9，900円 �11，600円 �13．600円 �15．600円 �18，900円 �23．600円 

2名1室 ��6，600円 �7，900円 �8．100円 �乱400円 �10．400円 �11，400円 �14，100円 �16．900円 �1乱100円 �22，600円 �28，400円 

2名1塞 �66 �5．600円 �6．600円 �7．100円 �8．100円 �8，900円 �9，900円 �12．100円 �13．600円 �15．600円 �18，400円 �22，600円 

※子供代金について・大人の基本代金から9，700円引き、延泊代金は大人と同願となります。㌫カジュアルダフルルームは添寝のこ利用はできません。
※ファミリーツイン・キャラクターファミリーツイン4名1童の場合、ダブル（2名）＋シングル＋スクッキングの合計ペット3台でのご利用となります。

ユ＝八一サル・スタジオ・知パン㊥・オフ伸輔描哺濫篇
ファミリー応建プラン／ND192702

野嘩現皆乍牌

★チェックイン／15：00　★チェックアウト／11：○○

★アクセス／」Rユニバーサルシティ駅隣接

館内24時間営業のコンビニも併設日

201 �l■－ �0月 � � 

日 �月 �火 鵠■ �水 油2 �木 鴻3 �金 C4 �土 F5 

C‘ �87 �B8 �B9 �BlO �C＝ �H12 

H13 �C14 �B15 �81亡 �B17 �C■8 �F19 

C十 �821 �822 �823 �B2d �C25 �FZ占 

C27 �B祁 �B” �BM �B3■ � � 

201 � � � � 

日 �月 �火 �水 �木 �金 C－ �土 H2 

Hま �C4 �B5 �88 �B7 �C8 �F9 

ClO �鎚11 �SB12 �S8－3 �SBH �B－5 �F16 

817 �8柑 �B19 �820 �821 �B∴ �F∴ 

824 �825 �B26 �B27 �8∴ �Cp �F∽ 

③

201 � �12月 � � 

臼 B、 �月 82 �火 83 �水 B」 �本 B5 �念 Bd �土 F7 

B8 �89 �81D �B1－ �B12 �813 �∈■4 

SB15 �SB■d �SB■7 �S818 �SB19 �B・‾ �H21 

H22 �D∴ �D24 �D∴ �DZd �D27 �G笥 

G29 �G十 �l31 � � � � 

Jl �4・1 �■三 � � 

日 �月 �火 �水 G’ �木 F2 �金 Fヨ �土 E」 

弘5 �弘d �弘7 �弘8 �弘9 �弘16 �D】1 

C12 �A13 �AlA �A15 �Al占 �A17 �A18 

弘■9 �弘符 �弘21 �弘∴ �弘25 �弘24 �B25 

▲加 �Aソ′ �AH �A27 �人力 �A3－ � 

●1泊2日基本代金大人おひとり様（博多釈発着／1泊朝食付）■駈■臓

Jl �4 � � � 

日 �月 �火 �水 �木 �全 �土 Cl 

A2 �Aj �AA �AS �A‘ �A7 �C8 

弘F �弘10 �弘‖ �弘12 �弘13 �弘14 �C－5 

A■占 �A17 �A■8 �A■9 �A∴ �Aコ■ �D22 

AM �A封 �Å鳥 �A鉦 �AZ′ �▲十十 � 

■l � � � � 

臼 �月 �火 �．水 �木 �金 �土 El 

Bコ �83 �84 �B5 �Bd �C7 �F8 

CP �C■0 �C■1 �C12 �C13 �D】一 �F■5 

Dle �Dけ �D■8 �D19 �D∴ �H2■ �H22 

62］ �Fコ▲ �F75 �F＋十 �Fが �G…3 �H29 

G器 �31 � � � � � 

雲量タイプ �人里人員 �カテゴリ �SA �SB �A �B �C �D �E �F �G �H �l 

（37m2） �4名1室 �84 �24，80・0円 �25，800円 �26，300円 �27，300円 �28，000円 �29，000円 �31，別〉〇円 �33，500円 �35，500円 �38．800円 �42，500円 
3名1套 ��25，50・0円 �26，500円 �27，00・〇円 �28，000円 �29，000円 �30，000円 �32，800円 �35，30tI円 �37，5・00円 �41，300円 �46，30・0円 

2名1室 ��26，5的円 �27，500円 �28，OtI■0円 �29，080円 �30，800円 �32，000円 �36，300円 �40，000円 �43，300円 �47，380円 �53，800円 

（25m2） �3名1室 �52 �25，000円 �26，00■0円 �26，500円 �27，500円 �28，300円 �29，300円 �31，000円 �33，的0円 �35，080円 �38，300円 �43，000円 2名1室 ��26，080円 �27，000円 �27，5tIOR �28，500円 �29，800円 �30，800円 �33，500円 �36，300円 �38，5加）円 �42，0別）円 �47，800円 

2名1生 �66 �25，500円 �26，5・00円 �27，000円 �28，000円 �29，000円 �29，800円 �32，500円 �34，000円 �36，300円 �39，300円 �43，500円 

襲 亀吉 �（37m2） �4名1室 �84 �5，400円 �6，400円 �6，900円 �7．900円 �8，600円 �9，600円 �11，600円 �14，100円 �16，100円 �19，400円 �23，100円 

3名1塞 ��6，100円 �7，100円 �7，600円 �8，600円 �9，600円 �10，600円 �13，400円 �15，900円 �18，100円 �21，900円 �26，900円 

2名1重 ��7，100円 �8，100円 �8，600円 �9，600円 �11，400円 �12，600円 �16，900円 �20，600円 �23，900円 �27，900円 �34，400円 

（25m2） �3名1室 �52 �5，600円 �6，600円 �7，100円 �8，100円 �8，900円 �9，900円 �11，600円 �13，600円 �15，600円 �18，900円 �23，600円 2名1垂 ��6，600円 �7，600円 �8，100円 �9，100円 �10，400円 �11，400円 �14，100円 �16，900円 �19，100円 �22，600円 �28，400円 

2名1室 �66 �6，100円 �7，100円 �7，600円 �8．600円 �9，600円 �10，400円 �13，100円 �14，600円 �16，900円 �1乳900円 �24，100円 

※子供代金について…大人の基本代金から9，700円引き、延泊代金は大人と同額となります。

お一人様2泊日から

1，000円引き！
′ノ除外81Wl～3、11／11－14、12／15－19・3！、

1／5′｝10・19～24、か9－14

早割プラン、ファミリ▼応媛プランとの併用不可

ツインルナム‘スーペリアツインルームをこ利
用で、同室者にこども（小学生）が1名以上い
る場合（添い寝を除く）

8m500円引き！
′●連泊割引、早朝プランとの併用不可

盗除外日：10／1－3、11／11－14、12／15⊥19・31、

1／5－10・19一－24、2／9・一丁4

ファミリー応援プランお申し込みの方
対象のお子様（小学生倭し頂のお子様）に、

ウッディ一・ウッドペッカー㊥のホテル

オリジナルお絵かき帳プレゼントl！
（滞在中おひとり様1冊）

色はお選びいた　・仰ぎγ


