
パークに一番近いオフィシャルホテル

ユニノーサル・スタジオ・ジャパン㊥・オフィシャル茶デル（05029）

塀些皆世萌サ
★チェックイン／15：00

★チェックアウト／11：00

★アクセス／」Rユニハーサルシティ駅徒歩すぐ

◎禁笥㌫台RO

お一人様1泊につき

500円引き！
※除外日：12／31、1／19－24、訂2■〉7
ノ早劉ブラン、ファミリー応援プランとの併用不可

忘誓書1，000円引き！

日 �月 �20－ 火 �－ 水 �0月 ＊ �金 �土 

81 �B2 �83 �C一 �F5 

C占 �87 �88 �89 �B■0 �Cll �G12 

G13 �C一 �815 �Bld �8－7 �C、 �F19 

C郡 �821 �822 �823 �B24 �C25 �F26 

C27 �828 �829 �830 �B31 � � 

昌 �月 �201 火 �水 �木 �金 �土 

Cl �H2 

H3 �CA �85 �8占 �87 �C8 �F9 

C－0 �B－1 �Bt2 �B13 �8－4 �C15 �Fld 

B－7 �B柑 �819 �B28 �821 �C22 �F23 

824 �825 �82占 �827 �828 �829 �F30 

20－ �－ �H三 � � 

日 81 �月 62 �火 83 �水 8° �木 85 �金 Bd �土 E7 

88 �BP �818 �Bj＋ �812 �813 �E■4 

815 �Bld �B17 �8－8 �819 �B幻 �H21 

HZZ �D23 �D2‘ �D25 �D26 �E27 �d28 

629 �G弧 �l31 � � � � 

カジュアルルームの代金にお1人様

800円の追加で、
キャラクタールームへ変更できます！

ユニパヤサル・スタジオジ

ャバニ淘人数著ウ勇吊や

一一一●●●一一一一一一■－ヽ

電卓煙ルーム）lカテゴリ＝77日

ン会わたわ軸ですすご宿泊のお琴胎れに、
ホテルオリジナルのセサミストリート冊の弼

ポッ＆カップセットまた注手渡げ袋監お一人

簾につ善1■プレゼントIl

烈日弧閣∵院酌抄∵廟物知り
カジュアルルーム（2－3名1室）・　　lカテ刑：70／80【

ファミリールーム（2～4名1室）の代金におひとり様

800円の追加でスタジオヒュールームに変更できます。

Jl �■、－■三 �� � 

自 �月 �火 �水 Gl �木 F2 �金 E3 �土 E」 

Å5 �Ad �Å7 �Å8 �Å9 �Å川 �D＝ 

D12 �A13 �A14 �A15 �A18 �Aけ �B18 

S19 �S20 �S2－ �S22 �S23 �S24 �825 

A25 �A27 �A28 �A29 �A38 �A31 � 

●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）t独‾臓

ul �■・■「■三 �� � 

白 �月 �火 �水 �禾 �金 �土 

β1 

S2 �S3 �S4 �S5 �S‘ �57 �B8 

A9 �AlO �A‖ �A－2 �A13 �A14 �815 

▲1占 �Å■7 �AlB �A】9 �Am �▲21 �D22 

A23 �A24 �A25 �A26 �A27 �A28 � 

9；才
巌∵∴∴牒

＿k′．tl　■

ul �▼・t－ �一三 � � 

日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 Dl 

Å2 �Å3 �Å4 �Å5 �A‘ �B7 �F8 

89 �810 �Bll �812 �813 �B－4 �F’5 

D■占 �D17 �D18 �D－9 �D20 �H2－ �H22 

G23 �ピ4 �ピ5 �G28 �d27 �G28 �H29 

G刀 � � � � � � 

専業タイプ �入童人員 �カテコ1ノ �S �A �B �C �D �E �F �G �H �l 

（31両2） �4名1室 �84 �24，800円 �25，600円 �26，88・8円 �29，00〇円 �剥l，81相月 �31，800・円 �34，500円 �36．5〇〇円 �38，300円 �42．三相0円 
3名1童 ��26．300円 �27，300円 �28，800円 �38，380円 �31，80t栖 �34，500円 �36，300円 �42，800円 �44．200円 �47，800円 

2名1塞 ��27，580円 �28，500円 �29，50触 �31，30餉 �34．08（栖 �36．80蝕 �39，0。蝕 �45．300円 �47．500円 �51，300円 

（21nや） �3名1室 �73 �24，500円 �′25，5抽円 �′28，500円 �28，800円 �30，300円 �31，3〇〇円 �33，叩8円 �35，500円 �37，3t氾円 �40，8〇〇円 2名1室 ��26．00・0円 �27，0・00円 �28，000円 �29，800円 �31，80〇円 �33，5抽円 �35，800円 �38，808円 �40，008円 �44，抽0円 

（31m2） �4名1室 �84 �5，200円 �6，200円 �7，400円 �9，600円 �11，400円 �12，400円 �15，1（柑円 �17，100円 �18，900円 �23，100円 
3名1童 ��6，900円 �7，900円 �8，600円 �10，900円 �12，400円 �15，100円 �16，900円 �22，600円 �24．800円 �28，400円 

2名1重 ��8．100円 �9，100円 �10，100円 �11，900円 �14．600円 �17，400円 �19，600円 �25，900円 �28，100円 �31，908円 

（21m2） �3名1室 �73 �5，100円 �6．100円 �7，100円 �9，400円 �10，900円 �11．900円 �13，600円 �16，100円 �17，900円 �21，400円 2名1室 ��6，600円 �7．600円 �8，600円 �10，400円 �12，400円 �14，100円 �16，408円 �19，400円 �20，600円 �24，60（佃 

※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。

ユニJトサル・スタジオ・ジャパン㊥・オフィシャルホデル（05253）

連泊プラン／N0192404

型遡弼妙

金主バスルームと
トイレがセパレート

になってい蜜すb

バスルームは広い

洗い犠付きでお子

機とゆっくりバスタ

イムをお楽しみ頂
けます。

201 �－ �0月 � � 

日 �月 �火 81 �水 B2 �末 83 �金 D4 �土 F5 

Cd �87 �B8 �89 �8’0 �C＝ �H12 

H13 �Cl一 �B】5 �B－d �8－7 �C18 �Fい 

C20 �821 �B22 �823 �824 �C25 �F28 

C27 �828 �629 �830 �831 � � 

★チェックイン／15：00　★チェックアウト／12：00　★アクセス／」Rユニバーサルシティ駅徒歩約3分

お一人様1泊につき

500円引き！
※除外日：12ノ31

主完早割プラン、ファミリー応援プランとの

併用不可

201 �t■ �■三 � � 

日 �月 �火 �水 �木 �こ金 C－ �土 H2 

H3 �C4 �85 �8° �B7 �C8 �F9 

C一〇 �Btl �812 �813 �Bld �C15 �F16 

Bけ �818 �8－9 �820 �B2】 �C22 �623 

824 �825 �828 �827 �B28 �829 �E38 

201 �－ �12月 � � 

8 81 �月 82 �火 83 �水 B4 �禾 85 �金 Bd �土 E7 

88 �B， �BlO �BH �812 �813 �∈1d 

815 �81d �817 �B■8 �819 �8m �621 

G22 �C23 �E封 �E25 �D2占 �D27 �d28 

G29 �d泊 �l31 � � � � 

◎喫煙ルームRO（要TEL）

臼 �月 �Jl 火 �141 水 �■三 木 �金 �土 

G■ �F2 �F3 �E4 

85 �Bd �A7 �A8 �A9 �A10 �Dtl 
C12 �A13 �A14 �Å15 �Ald �A】7 �A－8 

A19 �A20 �A21 �A22 �A23 �A24 �825 

A26 �Å27 �A28 �A29 �A＋ �A3’ � 

●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）1匹■臓

ll �4 �月 � � 

日 �月 �火 �水 �＊ �金 �土 81 

A2 �Å3 �A4 �A5 �A占 �A7 �D8 

A9 �Å10 � �＿J2 �＿13 �A14 �C15 

Al占 �A17 �A18 �A19 �A2口 �▲2－ �C22 

A23 �A24 �A25 �A26 �A27 �A28 � 

ご宿泊のお客さま全員に、ユニバーサル・スタジオ・

ジャパンとホテル近鉄ユニバーサルシティのほかで

は手に入らない⊃ラボグッズをプレゼントl
一年を通してプレゼントがあるのlま、オフィシャルホ

テルの中でも∴ホテル近鉄ユニバーサル・シティだけ！

パークの人気者、スヌーピーをデザインした「マグネ

ットフォトフレーム」を宿泊者全鼻にプレゼントします。

旅の思い出とともに

お持ち帰りください。

ぎノ添寝のお子様は対象外
とさせていただきます。

′く2013年10月1日～

2014年3月31日

ご宿泊分まで。

カジュアルルーム（2・－3名ト77ミリエルーム（2～4名）を
ご利用で伺童におとなI名＋ことも1名以上いる場合

（添い濱を除く）

匂む1，0001煽情！
（連泊割引、盲廟プランとの併用不可）
完ミ除外日：12／31、1／19－24、2／買上7

′キャラクタールーム、スタジオビュールームは対象外

▲l �4・3月 �� � 

日 �月 �火 �水 �本 �金 �土 Dl 

A2 �A3 �A4 �A5 �Ad �87 �E8 

89 �BlO �81’ �812 �813 �Cうー �F－5 

C柑 �C17 �C18 �C19 �D如 �H2】 �H22 

C23 �C24 �F25 �F2‘ �F27 �F23 �H29 

F30 �31 � � � � � 

等量タイプ �入室人員 �カテゴリ �A �B �C �D �E �F �G �H �l 

拍爪2） �4名1塞 �88 �26，000円 �27，300円 �29，000円 �30，000円 �31，800円 �35，000円 �37，300円 �41，500円 �44，000円 
3名1室 ��27，800円 �28，800円 �30，500円 �31，500円 �32，800円 �36，000円 �39，300円 �44，500円 �48，500円 

2名1童 ��29，300円 �30，300円 �32，500円 �33，800円 �35，800円 �40，300円 �43，500円 �49，800円 �54，500円 

（34m2） �3名1尭 �77 �26，000円 �27，800円 �29，500円 �30，500円 �32，300円 �35，000円 �37，300円 �41，500円 �44，000円 2名1奮 ��28，300円 �29，300円 �31，500円 �32，500円 �34，300円 �37，800円 �40，300円 �46，800円 �50，500円 

スタンダードツイン（28m2） �2名1室 �56 �27，800円 �28，800円 �30，000円 �31，000円 �33，300円 �36，000円 �38，300円 �42，500円 �47，500円 

竜窓′ 三重■ �（40m2） �4名1室 �88 �6，600円 �7，900円 �9，600円 �10，600円 �12，400円 �15，600円 �17，900円 �22，100円 �24，600円 
3名1室 ��8，400円 �9，400円 �11，100円 �12，100円 �13，400円 �16，600円 �19，900円 �25，100円 �29，100円 

2名1室 ��9，900円 �10，900円 �13，100円 �14，400円 �16，400円 �20，900円 �24，100円 �30，400円 �35，100円 

（34m2） �3名1室 �77 �6，600円 �8，400円 �10，100円 �11，100円 �12，900円 �15，600円 �17，900円 �22，100円 �24，600円 2名1重 ��8，900円 �9，900円 �12，100円 �13，100円 �14，900円 �18，400円 �20，900円 �27，400円 �31，100円 

2名1室 �56 �8，400円 �9，400円 �10，600円 �11，600円 �13，900円 �16，600円 �18，900円 �23，100円 �28，100円 

●除外臼：2／11－13；藁子供代金について　大人の基本代金から9，700円引き、軽油代金は大人と同額となります。

スーペリアルーム（3名利用）、品≠ラックス

ルーム（3・4名利用）限定l

甲1，000円引き！
※除外日：10／1213、11／2・3、12／31、3／2ト22・29

．同聖者（1査）にことも（小学生目名以上を含む申込が
対象となります。●連泊割引、早割プランとの†丼用不可



ユ＝八一サル・スタジオ・ジャパン㊥・アライアンスホヲル（05796）

I巨樹や些析妙
日1便約25分

1泊2日プラン／No：192305

連泊プラン／No：192405

※パーク営業開始時間1時間前条（予約制）罠往路のみの運行となります。

201 �－ �l �月 � � 

日 �月 �火 �水 � �木 �食 �土 

Al �A2 �A �3 �A4 �D5 

B占 �87 �BB �89 �B �1∴ �B‖ �E12 

E13 �814 �B15 �81占 �B �17 �Bト8 �D19 

820 �821 �B22 �823 �B �24 �B25 �D24 

827 �828 �B29 �830 �B �31 � � 

201 �41 �■三 � � 

8 �月 �火 �水 �木 �金 �土 

1 �2 �E3 �E4 

A5 �A占 �A7 �A8 �A9 �AlO �Cll 

C12 �Å13 �A14 �A15 �A－占 �A17 �C18 

At9 �A20 �A21 �A22 �A23 �A24 �C25 

A28 �A27 �A28 �A29 �A30 �A31 � 

201 �t■ �■三 � � 

日 �月 �火 �水 �禾 �全 �土 

81 �E2 

E3 �84 �85 �B‘ �87 �BB �D9 

BlO �811 �812 �B13 �Bld �815 �D18 

817 �818 �819 �820 �821 �D22 �23 

B24 �B25 �82d �827 �828 �B29 �E30 

ll �14 � � � 

日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 

Cl 

A2 �A3 �Ad �A5 �Ad �A7 �C8 

A9 �C10 �A‖ �A12 �A13 �A14 �C15 

At占 �Å17 �Å18 �A19 �A20 �A21 �C22 

A23 �A24 �A25 �A2占 �A27 �A28 � 

●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）
■　　＿‾＿＿．ヾ　　こ　　　　　　　　　　　＿

201 �－ �2月 � � 

日 �月 �火 �水 �禾 �金 �土 

Bl �B2 �83 �84 �85 �Bd �D7 

88 �B9 �8－0 �Bll �812 �813 �D14 

A15 �Ald �A17 �A18 �A19 �Å20 �E21 

E22 �C23 �C24 �A25 �A2占 �A27 �C28 

A29 �E38 �⊥1 � � � � 

汀l �14 �■三 � � 

日 �月 �火 �水 �木 �食 �土 

Cl 

A2 �A3 �A4 �A5 �A‘ �A7 �CB 

AP �AlO �Å11 �A12 �Å13 �A14 �D－5 

818 �B17 �818 �819 �D20 �E21 �E22 

823 �824 �825 �828 �B27 �828 �E29 

838 �Jl � � � � � 

★チェックイン／15：00　★チェックアウト／11：00

★アクセス／」R大阪駅桜橋口側高架下ホテルハス乗場より

無料シャトルバスにて約10分

⑨

お一人様1泊目より

500円引き！

入愛人鼻 �カテ到 �A �B �C �D �E 

2名1塞 �41 �25，800円 �26，300円 �29，800円 �30，300円 �31，000円 

3名1室 �73 �26，300円 �26，800円 �31，300円 �32，300円 �35，000円 

2名1皇 �52 �27，300円 �28，500円 �33，000円 �34，000円 �37，800円 

推 挙 憲 �・2名1室 �41 �6，400円 �6，900円 �10，400円 �10，900円 �11，600円 

3名1室 �73 �6，900円 �7，400円 �11，900円 �12，900円 �15，600円 

2名1室 �52 �7，900円 �9，100円 �13，600円 �14，600円 �18，400円 

●食事なしブラン1，500円引き

※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。

※設定除外日：1り23・12／31－1／2

ユ＝八一サル・ユタジフトジャパン㊥・アリシエイトホヲル（06453）

應紛職錮

★チェックイン／14：00

★チェックアウト／12：00

★アクセス／
ニュートラム南港ポートタウン繰

「中ふ頭駅」より徒歩約3分
」R大阪駅より無料シャトルバスで25分

◎禁還詣憲Q

お一人様1泊目より

1，000円引き！
㌫早割プランとの併用不可
整除外日：12／31、1／1

201 �■【1■ �0月 ��� 

日 �月 �火 �水 �木l金 ���土 

A－ �A2 �A �3 �A4 �C5 

A占 �Å7 �A8 �A9 �A �10 �All �C12 

C13 �A14 �A15 �Ald � �17 �Aほ �C－9 

A刀 �Å21 �A22 �A23 � �24 �A25 �D24 

A27 �A28 �A29 �A30 �A �31 � � 

ll �4．1 �■三 � 

日 �月 �火 �水 �木 �t全　土 

∈1 �D2 �D3 �Dd 

A5 �Ad �A7 �A8 �A9 �AlO �C‖ 

C12 �A13 �A14 �Å15 �Ald �A17 �C18 

A19 �A20 �A21 �A22 �A23 �A24 �C25 

A2占 �A27 �A28 �A29 �A30 �A3－ � 

唇・（聖禦璧運筆禦頃監澄
（1階ヒシネスセンターにて直行ハス券販売）

201 �t■ �11月 � � 

日j月 ��火 �水 �禾 �金 �1土 

A－ �C2 

C3 �AJ �A5 �A占 �A7 �A8 �C9 

AH〕 �A－1 �A12 �A13 �A14 �A15 �CH 

A17 �A18 �A19 �A20 �A21 �A22 �C23 

A24 �A25 �A2‘ �A27 �A28 �A29 �C30 

r �� �l �� 

ll �4 �2月 � � 

日 �月 �火 �水 �本 �金 �土 

Cl 

A2 �A3 �A4 �A5 �Ad �A7 �C8 
Å9 �A－0 �All �A－2 �At3 �A14 �C15 

A－d �A17 �A18 �A－9 �A20 �Å21 �C22 

A23 �A24 �A25 �A28 �A27 �A28 � 

F 

●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）

計㍑り貞　　　　　　　　＿　　◆ん勺ジオ∵ジ　、㊥　　÷＋′．

201 �312 ��月 � � 

日 �月 �火 �水 �‡ �木 �金 �土 

A－ �Å2 �A3 �A4 �A �5 �Ad �C7 

AB �A9 �A－D �A一一 �A �12 �A－3 �C－4 

Å15 �Ald �A17 �Å18 �A �19 �A20 �D21 

D22 �A23 �B24 �A25 �A �2占 �A27 �C28 

A29 �A30 �E3－ �r �� � � 

l �� �】 �� � � 

201 �14 � � � 

日 �月 �火 �水 �本 �i金 �土 

Cl 

A2 �A3 �A4 �A5 �Ad �A7 �C8 

A9 �AlO �A‖ �A12 �A13 �A14 �C15 

Ald �A17 �A柑 �AI9 �A20 �D21 �D22 

823 �824 �B25 �826 �B27 �B28 �D29 

830 �⊥† � � � � � 

入室人員 �カテ勤 �A �B �C �D �E 

3名1室 �52 �28，800円 �30，000円 �31，000円 �32，500円 �36，500円 

2名1圭 ��30，800円 �32，300円 �33，300円 �34，800円 �38，500円 

1名1室 ��37，500円 �38，800円 �39，800円 �41，500円 �45，300円 

蚤 ノ磨ii． 併 し翁〉 �3名1室 �52 �9，400円 �10，600円 �11，600円 �13，100円 �17，100円 2名1室 ��11，400円 �12，900円 �13，900円 �15，400円 �19，100円 

1名1室 ��18，100円 �19，400円 �20，400円 �22，100円 �25，900円 

●食事なしプラン1，500円引き

※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。


