
時間指定のない便利な
rフアストパス㊥・チケット」付き！

いつでも好きな時間に、人気のアトラクションを少

ない待ち時間で利用できる「プアストパス・チケット」

が付いているので、パークを効率よく楽しめます。

ぎ：・ティス二】一・・・7アストパス対応アトラクションでご利用になれます（写兎は一例です）。

主．、東京ディズニーシー「トイ・ストーリー・マニアl」および東京ディズニーランド「スター

ツアースサアドベンチャーズ・コンティニュー」ではご利用いただけません。

時間指定のない
rフアストパス・チケット川、

オリジナル
デザートセット付き！

ディズニーホテルならではの夢いっ

ぱいのスウイーツとともに、素敵な

ティータイムをお過ごしください。

エンターテイメントショーを

あらかじめ予約できるフランも！
ディズニーの夢あふれる

エンターテイメントを堪

能したい方には「ショー

鑑賞券」付きのプランが

おすすめ。特別鑑賞席

で、ゆったりとお楽しみ

いただけます。

ヒンクバンドビート

他では手に入らない
オリジナルクツズ

iこ、グソズは一例です。

予告なく変更になる

場合があります。

「ショー鑑賞券」が

その日の気分でパークを選べる
特別なパスポート付き！
初日からどちらのパークにも自由に入園できる

「マルチデーパスポートスペシャル」と、ディズニー

リゾートラインの「フリーきっぶ」が付いています。

．．∴＝∴嘉剋・

食べ歩きも楽しめる！
※メニューは一例です。

ワンマン万里トム8－ザ・マジックリブズオン　　　　　　　　　　ビッグバンドビート

「ディズニー
ドローインククラス」
体験券付き！
旅の記念に、乗京ディズニーランドの

「ディズニーギャラリー」でディズニー

キャラクターを描いてみませんか。
工‾チ●二



鰯
1日自力lら両方のパーつを楽しめる！
通常のマルチデーパスポートは、1・2日目はい
ずれかのパークのみの利用となりますが、バ
ケーションパッケージのパスポートなら初日か
ら両方のパークを何度でも自由に行き来するこ
とができます。

1日目から行き来自由！

囲「コアコト門罰㊥増昭暇斬」憎さ！
アトラクションや利用時間の措定がないのでお好きな時間に少ない待ち時間でアトラクションをご利用いただけます。

●東京ディズニーシー「トイ・ストーリーマニア【」および東京ディズニーランド「スター・ツアーズザ・アドベンチャー
ズ・コンティニュー」で【よ東京ディズニーリゾートバケーションパッケージに付くプアストパスチケットではご利用に

なれません。●アトラクション・エンターテイメントなどは、天候その他の理由により、変更または中止になる場合が

あります。

義認防計を蚕衰軽重る

ショー鑑賀寿付き！
あらかじめショーの座席が確保されているのでショー開始時
間前に並ばずに鑑巽いただけます。
●ショーの内容は予告なく変更になる場合がございます。ショー

鑑賞時刻は、お選びいただくことはできません。ご出発当日に羽

田空港1階到着ロビ」手荷物受取所内「」ALパックツアーデスク」

にてお渡しする券面にてご確認ください。●2E問コースおよび
3日間コースBプランは対象外となります。 ワンマンズ・ドリームl－ザ・マジック・リブズ・オン（イメージ）

華刑事限定

「刀リリプル乃イドプリウ」
「刀リリプルクリス」付き！イエ

オリジナルグッズは複数のアイテムから、お好きな
ものをひとつお選びいただけます。

●商品・デザインは予告なく変更になる場合がござ
います。

●オリジナルグッズはパーク内指定箇所にてお引き

換えください。

rコード＆ドリコウ弓削寸きJ

蔓正匹臣十、三蔓正圧臣：
お1人様・計5柁

パ」クで人気のスナックやスイーツ、ドリンクが楽しめるクーポンです。

圭使用方法・引換店舗などについては、出発日当日「」ALパックツアーデスク」で
お渡しするパッケージキットの中のガイドブックでご確認ください。

※こども添い寝でご参加の3歳のお子さまを除く

プアスト �⊆忽レール券 

駈塗ホテル �ソヨー観貝等 �ハ　ンナケツト �・グヾ上 チケ �《瀾 

21重岡亘l・〒覿《欄勘 ���東京ディズニーリゾート㊥t オフィシャルホテルOP．8～‖ �な　し �2デー �2枚 �ディズニー リゾートライン 

【′／＼－ 2日間でもめいっぱい 　楽しめる！ ���粟京ディズニーリゾート㊥・ Jトトナーホテルパーム＆フアウン テンテラスホテル⑧OP．‖ ��パスポート・ スペシャル ��フリーきつぶ 2日芳 

塾 iご‡ 昌 �守竣舞畑 　′／′ ��ディズニーホテル　　OP．7・8 �【琵韮玉E正道ヨ 東京ディズニーランド毎、・ショーベース 「ワンマンズ・ドリームⅡ－ザ・マジック・リブズ・オンJ �3デー �3枚 �ディズニー 

アトラクションも ��東京ディズニーリゾート⑨・ �t琵≡2m 
ショーも両方楽しめる！ �オフィシャルホテルOP，8～日 東京ディズニーリゾートか パートナーホテルOP，11・12 �東京ディズニーシー呵・ハンガーステージ rミスティックリズムj �マジック パスポート・ スペシャル ��フリーきつぶ 3日券 

Rザ弓ソ �ディズニーホテルOP．7・8 東京ディズニーリゾートか オフィシャルホテルOP．8～＝ �な　し ��5枚 

’三成． 鼻 � �アトラクションが おもいきり楽しめる！ 

た好評！ 澗 �ディズニーアンバサダー㊥ ホテ叫　　　OP・8 �正江1道道【3遊B 東京ディズニーシー㊥・ブロードウェイ・ ミュージックシアターrビッグバンドビートj（封 �3デー マジック �4枚 �ディズニー 

● ＿‾守 に、デラックス �乗訳つ「イズニーリソート＠・ �m �パスポート・ ��フリーきつぷ 
オフィシャルホ丁ル　OP．8～11 �東京ディズニーランドか・ショーベース rワンマンズ・ドリームⅡ－ザ・マジック・リブズ・オンJ �スペシャル ��3日券 

さら 旨＿＿＿【γ ���バケーションパッケージでは上記に記載している内容以外の変更はできません。あらかじめご了承ください。 

▲　1　　　　　　　　　　　（注）ショー鑑賞時刻は15こ00以降を予定しております ���すので、往路便のご儲即位抱軒選対擁＿ 

●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・ ��� 

、ディズニーホテルで優雅なティ｝タイムを　　瀾 

■出発地：福岡・北九州・山口宇部

■出発日：2013年10月1日～2014年3月31自発

設定除外臼　2日間コース12月31日、1月1日
3日間コース’12月30日t318、1月1日

デラックスプラン：上記除列日および11月4日～6日、

（歪忘浩志認諾琵冒誓諾コ‾スのカレンダ‾をご覧ください0）
■食事：朝食付き　詳しくは各ホテルページをご覧ください。

■最少催行人員：2名

●お帰りの健は福岡空港・北九州空港・山口宇部空港よりご希望の空港および航空便が選べます。

●連泊コースの宿泊は同一ホテル・同一プランに連泊となります。

●羽田空港と棄京ディズニーリゾート閏はマジカルファンタジー胃をご利用い

ただけます。完全予約制となり、座席数に限りがございます。ト詳しくは1ページ

マークの見方（ト＝日本航空利用＊」ALグループ内のほかの運航会社・乗務員にて運航となる場合があります。庄コ＝フリータイム（ご利用便によってはフリータ

イムがおとりできない場合があります。）　匿窒団＝お客さまのご希望の価をご利用いただけます。　※＝お客さま負担

壷要撃軍芋．一撃≡璽堅塁

て
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ご利用いただけます

便名 �福岡莞 ��羽田愚 

8」AL300 �07 �00 �08 �：25 

0」AL302 �08 �：00 �09 �：30 

ロ」AL304 �08 �：30 �10 �：00 

8」AL306 �09 �00 �10 �30 

8JAL310 �10 �：00 �11 �30 

円」AL312 �11 �00 �12 �30 

llJAL314 �12 �00 �13 �30 

mJAL316 �13 �．00 �14 �30 

8」AL318 �14 �00 �15 �30 

〃　」AL320 �15 �00 �16 �30 

ロ」AL322 �16 �00 �17 �35 

貯」AL324 �17 �00 �18 �35 

咽　JAL326 �17 �25 �19 �00 

凸」AL328 �18 �00 �19 �35 

D　JAL330 �19 �00 �20 �30 

DJAL332 �20 �00 �21 �30 
匂」AL334 �21 �00 �22 �30 

便名 �羽臣発 ��福岡鸞 

BJAL301 �0el �25 �08 �：15 

り　」AL303 �07 �20 �09 �：10 

むJAL305 �08 �20 �10 �：10 

む」AL307 �08 �45 �10 �：35 

印」AL309 �09 �25 �11 �15 

bJAL311 �10 �25 �12 �■15 

D　JAL313 �11 �20 �13 �10 

咽JAL315 �12 �20 �14 �10 

8腐JAL317 �13 �20 �15 �10 

lI匡］JAL319 �14 �20 �16 �10 

飴抱」AL321 �15 �25 �17 �15 

〃固」AL323 �16 �20 �18 �10 

む圃」AL325 �17 �20 �19 �10 

粉画．JAL329 �18 �25 �20 �15 

田同JAL331 �18 �55 �20 �45 

山河JAL333 �19 �30 �21 �25 

8画JAL335 �20 �00 �21 �50 

四＝クラス」がご利用できます。膵しくは下記　　りAL＝日本航空l

便名 �北九 �州発 �羽田着 

llJAL370 �06 �45 �08 �10 

lIJAL372 �08 �30 �09 �55 

むJAL374 �11 �35 �13 �00 

8」AL376 �16 �55 �18 �20 

む」AL378 �21 �20 �22 �45 

フライト差顔なしでご利用いただける基本フライト、また、フライト差額でご利用いただけるフ
ライトをご用意しました。かしこく選んでお得に楽しみましょう。
●当日やむを得ない理由（天候など不可抗力、そのほか）によりご予約いただいた便名および出発時刻
が変更になった場合でもフライト差願の払い戻しはございませんので、あらかじめご了承ください。

右記以外 ��10／14、11／4、12／23、 1／13、3／23 �10／11、11／1、3／20 �12／20、27、1／10 
tコ �日～木・土 �金 

Aフライト差額 �差額なし �十3，000円 �＋3．500円 �＋18．000円 �十20．000円 

Bフライト差額 �差額なし �＋5．500円 �＋3．500円 �＋18．000円 �＋20．000円 

Cフライト差額 �差額なし �＋8．000円 �＋3．500円 �＋18．000円 �十20．000円 

10／14、11／4、12／23、

1／13、3／23
10／11、11／1、3／20 12／20、27、1／10

復躇搭乗日 �右記以外 ��10／14、11／4、12／23、 1／13、3／23 �10／11、11／1、3／20 �12／20、27、1／10 
月～士 �日 

Aフライト差額 �尊顔なし �差額なし �十5．500円 �十4．000円 �＋6，000円 

8フライト差額 �差額なし �＋2，000円 �＋5．500円 �＋4．000円 �＋6．000円 

北九州寛　一1，000円

山口宇部晃一1，500円

お書き手へのご幕内

●運航スケジュールは2013年8月現在の10月の運航予定で、運航会社・スケジュール・便名は変更また

は運休になる場合があります。最新の」ALグループ国内締時刻表、または旅行会社でご確認ください。

お客さまへのご案内値ずお読みください）

】利用便　は悪霊芸駕票欝議議荒豊雷雲雷諾認諾宗詰責認諾慧露悪訂トスケジュ‾

日計白施設【烹望隻慧慧認諾荒葛篭雪祭芸漂蓑孟憲諸芸装霊芝認諾慧漂詔㌫既望
す。●記載した平米数およびベッドの権矧ま実際と異なる場合があります。●ハピネス7のポイントホテルおもてなし
は特に注釈がなしl関りお1人様1泊につき1匡‡のご利用となります。なお、ご利用にならなし場合でも返金の対象には

1その他l！慧琵芸慧誓言蒜霊諾既望掌慧笠賢既謡深芙荒誌震三㌢主琶悪霊警護莞票
理由（天候などの不可抗九そのほか）、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。

‡食事l！慧漂莞諾認諾認諾㌫慧蒜諾詔芸芸
理に変更となる場合があります。●ご利用便によっては、朝食が召し上がれない
場合があります。●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

麻子代金表l万苦認諾驚憲蒜警票慧呈迄忘芸；写芸
ル利用はできません。●旅行代金は宿泊施設の1垂当たりの利用人数を単位と
して適用します。●小人ヰ人旅行代金およびこども添い寝旅行代金について
は、暮表紙のr小人や人旅行代象」にども添い寝旅行代金」をご覧ください。

囲画マークはたび」ALの「たびマニュアル」にて軋い情鮒ご覧いただけます。

堅クはたび」ALの「キュー（Q）」にてリクエストを承ります。詳矧ま「たびマニュアル」をご覧ください。囲クーポン発券がございます。
囲マーク欄に（限定）（必須）の記載がある場合は、「たび」AL」にてご予約の際、「コース必須／限定オブ三石三ノー覧」よりご予約ください。（限定／必須）オプションは当／マンフレット掲載コース

（一部オプションは対象コースが限られます）ご参加の方のみご利用いただけます。


