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聖霊聖篭莞莞警那蒜蒜蒜蒜
の魔法に包まれる夢のような休日をお過○㌫器豊岩オヤージュで購入されたおみやげをホテルまでお　敷設蒜議欝結晶蒜詔呉慧詩宗
ごしください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り時間は受付時間にわて異なります）。

◆P．7・8　0諾警㌘憫定のディズ二‾桁ルオリジナル商品をご臥いた　○ホテル内で東京ディズニーリゾートの最新儒瀾俊ご提供いたしますb

クアウトl侍にはお何同一医お■閥乃1リし、ワニル刀ムtZンツ‾■l芦等くり引菅

肥ニⅧ蒜忘だ芸諾蒜農芸蒜昌歪云忘ふ蓋違憲禁競認諾監禁至急でお　経㌫親書瀧蒜詔袋宅J慧詩宗
奄混呼H禁ごしください。　▲．，＿。血ご宿泊ゲスト脚デ．ズ二＿桁ルオリジナル商品をご臥いたム讐讐慧禦票禦霊媒嬢肘、臓触．、…青

集束ディズニーランドのメインエントランス中
央那分に位■する“ディズニーホテル樗泊肴
専用のエントランス∴からパーク剛115分前
に一蓼のエリアへご入手いただけます。
・チェックイン当臥および特別営雛時1鶉はご利用いただけま

せん。，崇内胃は緩となる1会がござい課すや（ミ蓋‡しくは、ディズ
ニー爪テル・オフィシャルホ肌ムページそこ’￥くだ机も、金かmy

ディズニーホテル　予J三一

連泊キャンペーン－■・一一・・1－1－　　▼一

／2014年1月5日（Bト3月20日（木）

警悪霊讐買旨警諾認諾翌と≠

恵鳶莞恋愛碧空≠
バケーションパッケージ”をプレゼント！

墓‡しくは、ディズニーホテル・オフィシャル

ホームページを

ディズニーホテル内レストランのrプライオリティ・シーテイングjの受付について

各レストランでは、あらかじめ指定した時間にご来店いただき、

席が空き次第優先的にご案内する「プライオリティ・シーテイン

グ」（お席の優先案内サービス）を行っております。受付は、
チェックイン巳の1カ月前（前月の同日。前月に同じ日がない場

合、同月の1日。）より承り課す。

※席を確保しておくr予約ほは異なり、混雑溝には待ち時間が発生す

る可能性もあります。

※定員になり次第、受付を終了させていただき茨す。

猿rシェフ・ミッキー」での朝食のご利用は、ディズニーアンバサダーホ

テルにご宿泊のゲストに限らせていただきます。

く対象レストラン＞

■ディズニーアンバサダーホテル

「シェフ・ミッキーj「花Han8J

rエンパイア・グリル」

■東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ

「オチェーアノ」「シルクロードガーデンj

rベッラヴィスタ・ラウンジ」

■兼京ディズニーランドホテル

「シャーウッドガーデン・レストランj rカンナ」

T【し．0570－051118（酌時間9：。。～18‥。。，●詣こ謁毘芸謁芸謡の方は
数お書さまと自書でお申し込みください。

Or東京ディズニーリゾートオフィシャルホテルJにご宿泊のお客さまは、各ホテルとディズニーリゾートライン（モノレー

ル）のベイサイド・ステーションを結ぶrディズニーリゾートクルーザー憮料シャトルバス日をご利用いただけます。

⑳r東京ディズニーリゾートウェルカムセンター」でお預かりしたお荷物をホテルまでお届けいたします。チェックアウト

時にはお荷物をお預かりし、ウェルカムセンター1階の引き渡しカウンターでお渡しする「ステーションデリバリーサー

ビス（有料）」をご利用いただけます（受付時間7：00～12●30※お引き取り時間は受付時間によって異なります）。

◎ホテル内ショップ「ディズニーファンタジーJでは、パークで販売しているキャラクターグッズをお買い求めいただけます。

⑳ホテル内で東京ディズニーリゾートの辛新情報をご提供いたします。

㊥「パートナーホテル・シャトル」（専用シャトルバス）で東京ディズニーリゾートまで約15分。各ホ

テルと各パークを常時往復運行しています。（予約不要／無料）

㊨ホテル内ショップ「ディズニーファンタジー」では、バークで販売しているキャラクターグッズを

お買い求めいただけます。

⑳」R舞浜駅前のディズニーショップ「ボン・ヴオヤージュ」1階のホームデリバリーサービスカウン

ターでお預かりしたお荷物をホテルまでお届けいたします。

■受付時間（バークの開園1時間前～15■00）（有料）

○ホテル内で東京ディズニーリゾートの最新偶領をご提供いたします。

ディズニーホテルrプリチェックイン」のご案内

ディズニーホテルでは、通常チェックインを開始する15時よりも前にご宿泊の

お手続きを済ませることのできる山プリチェックイゾを行っております。事前

にルームキーをお渡しし、お預かりしたお荷物を客室へお運びいたします。15

時以降に再度ホテルでお手続きをする必要がございませんので、パークなど

を満喫された後は、そのまま客室へお越しいただけます。

受付：①各ディズニーホテルのフロントおよびレセプション

ご宿泊当日の7－00－13：00

㊤r東京ディズニーリゾートウェルカムセンター」

2階ホテルサービスカウンター　ご宿泊当日の7：30－16：00

その他：尊重には16時30分からお入りいただけます。
華場合によってはプリチェックインをお受けできないことがございます。
汚さ内容は変更になる場合がございます。

東京ディズニーリゾート内施設および／トク内のアトラクションやエンターテイメント、その他施設が予 

告なく休止、または運営時間などが変更となる場合があります。つきましては、事前に東京ディズニーリ 
ゾート・オフィシャルウェブサイト（www．tokyodisneyresort・CO・jp）でご確認くださいo 

歯ブラシ　　　　スリッパ

★　　　箋

シェラトン・グランデ・トーキヨーベイ・ホテル

ヒルトン東京ベイ

日ホテルオークラ東京ベイ

東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート

東京ベイ舞浜ホテル

パーム＆フアウンテンテラスホテル⑧（注1）等

☆　　　≧　　　☆

☆　　　雲　　　☆

☆　　　室　　　あり

☆　　　喜　　　　　　　　喜　　　☆

萱　　　★　　　弓

ノア　　　　要　　　　　　　　　　芸　　　　才ア

宿泊施設の設備・サービス、各種マークのご嘉内

園豊斬り臣栗鮎あ。国憲野プ‾ル固壷鮎削⑪忘訂クイン㊨窟クアウト

◎・・・覇王弘一客室は全室難とな。紺が・嘆断やロビーなど一部スペースで喫煙可能ですb

◎監狐禦凱－ム利用となり紺0　　←特に措定がない粕よ喫煙網能なお部屋とな。ます。

ベビーベッド　≡　ベッドガード

☆　　　宴　　∈つ（1台）

ベッドを広く憶え貫もお手だまの添い寝も安心です。

●数に限りがあります。

●ベビーベッドは0歳児のみ

（つかまり立ちができないお

子さま）となります。また、ベッ

ドガードはベッドを壁に付けて

対応する場合があります。

●パジャマやスリッパのサイ

ズはお申し込みの旅行会社に

お問い合わせください。

（注1）歯ブラシはロビーより

必要分をお持ちください。な

お、ベビーベッドは生後6ケ月

頃までが対象となります。

★・・・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。

●日常備しています。

ベッドとベッドをくっつけてご用意できます。ご予約の

襟にお申し出ください。（一部の施設ではご要望に添え
ない場合がございます鰯しくは翫テル　③
ページをご覧ください。）

●設備・サービスについては、設備有無のご案内となります（一瓢期間限定の場合があります）。ご利用方法・料金等の詳紀については各施設へお問い合わせください。●各施設の駐車場は隣接する契約註車場になる場合があ
ります。また、立体駐車場の場合、一部車両につきましてはご利用いただけないことがありますのでご注棄ください。●駐車場料金は現地払いとなります。



書評しくは6ページ

■JR京搬／武蜘佃より徒歩8分またはディズニーリゾートライン（東京ディズニーランド㊥・ステーション下事）■廼〕15：00㊨12：00

回マークの見方はP・6をご参照くだ乱、　　　　　　　　⑳■匹ココ『（3階ロビーに喫煙室がご乱、ます。）

馳四日プラン国
2∃目：ブッフエレストラン「シャーウッドガーデン・レストラン」

朝食場所受付時間＝8：10（プライオリティー・シーテイング）1
※混雑時はお待ちいただく囁合がございます。

3田臼：ルームサービス　受付時間：7：30澤
※ご提供予定時間より最大30分ほどお時間をいただき、頗次お訪屋へ

お届けいたします。

ぎ∴＿キ主さ
コースおよびプランの詳細♭詳しくは尋ページ

ルームアメニティーはお持ち還り0－こ！

「『
お・昭淳・一芸≠享子：ぎ

ート30周年東京ディズニーリゾート30周年
期間限定ルームアメニティー　　。4′i5ハ恥の－

※2013年4月15日～2014年3月20日　　　カワ噂と℡ユキサマ

までのデザインとなります。

㌫2013年4月15日～

2014年3月20日まで
のデザインとなります。

スタンダード・スーペリアアルコーヴ
ルーム（4－9階）

120cmX2（＋トランドルベッド100cmxl、

アルコーヴベッド90cmXl）

※3名様でご利用の場合は、トランドルベッドまたはアルコーヴベッドのご利用となります。
貴4名様でご利用の場合は、トランドルベッドとアルコーヴベッドのご利用となります。

馳ご剥族連れでもゆったりとおくつろぎいただける、軌、心地のいい収納式ベッドです。

塾盛率溜岩漂記㌫詣六う諾賢震ったこのホテルならではの特徴的なベッド

岳＿義‾1＝苧
※当商品はスタンダード・スーペリアアルコーヴルーム（4～9階）のみの設定となります。

88プラン
旅行代金（円）／1名機

巨頭NJ1595E　頭重定型コース型

基本代金 �A �B �⊂ �D �E �F �G �H �l �J �K �L �仙 

4名／1量 �93．即0 �96．808 �98，800 �10用00 �104．800 �105，800 �109．800 �112，800 �‖51800 �1柑カ00 �123，800 �131．800 �142，800 

荒天 �3名／1葦 �102，800 �106．800 �108．800 �112，800 �115．800 �116，800 �122月00 �1述．600 �127，800 �132．800 �136．800 �145．800 �156．8（】0 

2名／1垂 �119．800 �126．880 �127，的8 �134朋0 �137．800 �139，M �148．8∞ �152，300 �152，888 �1弛800 �162，800 �け2月00 �柑3】800 

中人12－17歳旅行代金は上記大人旅行代金から一律－2．000円の減額となります。

小人　4～11歳旅行代金は上記大人旅行代金から一律－7．500円の減顧となります。

北九州発－1，000円

●フライトによっては追加代金が必要となります。♭詳しくは5ページ

山口宇部発－1，500円

ト詳しくは6ページ

■JR京手繰／武柳井浜釈下手ディズニーリゾートライン（棄京ディズニーシー㊥・ステーション下手）■⑪15：00厘画12：00

回（有料う固冨㌶謂千品㌫ぎ照くだ乱、　　　　　＠・・・‡称一（2階ロビーに喫煙室がございま窮）

四日プラン屋ヨ

ToKYO DLSN EYSEA

椚【¢）甘■　屁・m

MHU圧与圧丁．LL＝

朝食場所聖二た．j畢撃聖書夏空オリティー・シーテインク）

●洋室／バス・トイレ付き

ヴェネツィア・サイドスーペリアルーム

ゲストルーム（一例）

120cmX2（＋トランドルベッド1100cmxl）

＊1トランドルベッドとは収納式ベッドのことです。3名1室の場合、トランドルベッドのご利用となります。

※当商品はヴェネツィア・サイドスーペリアルームのみの設定となります。

コースおよびプランの詳細l詳しくは4ページ

ルームアメニティーは
お持ち帰りOK！

※正夫胃ベッド1台につき、お

子さま1名の添い寝が可能
です。そのほかのベッドにつ
いてはお手さまの添い寝は
できません。

的／04／13′～釈）／05／13

ヤマモト　ユウジ　　サマ

ルームアメニティー　　　し、こここ∴　　　　‾‾－‾忘㌫′′　　　。ダ

●「東京ディズニーシー・ホテルミラコス列は、テーマパーク一体型ホテルです。テーマパーク内にて夜間リハー
サルなどがある場合、それに伴う盲や光などによる影響が客室におよぶ場合がございます。

脇ノ板ノ：・∃■－モ∴ト＿ニ′′、1●’今田　β臣箋

崖盤担義遍壷偲緊忍／1名機 ■搾嘲NJ1562E　卸定型コース型

l蔓本代金 ��A �B �C �D �E �F �G �H �l �J �K �L �M 

大 �3名／1重 �98．800 �103．800 �104．800 �柑凱00 �111．800 �112，800 �1略800 �121，800 �123．800 �1祇800 �132，808 �141．800 �151，800 
発人 �2名／1璽 �114，800 �121．800 �122、800 �129，800 �132，800 �134．800 �142朋0 �145．射0 �146，300 �152，808 �156．800 �166朋0 �177．800 

中人12～ ��17歳旅行代金は上記大人旅行代金から一律－2，000円の減額となります。 

小人　4－1 ��1歳旅行代会は上記大人旅行代金から一律－7，500円の減額となります。 

●フライトによっては追加代金が必事となります。♭詳しくは5ページ

お琶さまへのご案内　●朝食時間の変更はできません。●′でケーシヨン′でッケージキット代・ハピネスポイント代（2ページに記載のあるハピネスポイントの⑤）は、当日やむを得ない理由（天候など不可抗九そのほか）、お客さま折合に

よりご利用いただけなかった場合でも払い戻しはいたしません。

★
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■J珊／脚線柳より徒歩8分　■こ画15：00囲12：00

冠マークの見方はP・6をご参照くだ乱、

殴細目讐讐プラ個

一群しくは6ページ

●洋室／パス・トイレ付き

2日目：カジュアルダイニングrシェフ・ミッキー」受付時間：8：20（プライオリティー・シーテイング）】“
胡縫場所　日日：花Hana　受付時間：8：10（プライオリティ・．・・・シーテイング）－

※混雑時はお待ちいただく場合がございます。

聖霊蓋璧輩
コースおよびプランの詳細妙詳しくは名ページ

ゲストルーム（一例）

ルームアメニティーは
お持ち帰りOK！

ディズニーアンバサダーホテルから2つのバークへの移

動は無料シャトルバス「ディズニーリゾートクルーザー」が

スタンダードフロアスタンダードルーム 120cmx2（＋トランドルベッド1100⊂mXl）

＊1トランドルベッドとは収納式ベッドのことです。3名1軍の場合、トランドルベッドのご利用となります。

ご家族で気軽にご利用いただ
ける、プッフェスタイルのレスト
ラン。ディズニーの仲間たちが
登場するキャラクターダイニ
ングは、「シェフ・ミッキー」なら
ではのお楽しみ。

シェフ・ミッキー（キャラクターダイニングのイメージ）◎DISney

▲　※レストランの利用時間は朝食90分制となります。

ルームアメニティー　　とても便利！5分～15分間隔で運行しています。

樋口日ゝ　　、・「い二l、

園NJ1565E画定塾コース型

●フライトによって膝追旭代金が必蓼となります。巨弾しくは5ページ

デラックスプラン追加代金／1名様（大人中人・小人同額）＋9．000円

コースおよびプランの詳細卜詳しくは4ページ

ア≡ユースメントプレイス「OASISオアシス」

●洋室／パス・トイレ付き

スタンダードルーム

l三洪朝NJ1567E　陶定型コース型

基本代金 ��A �B �⊂ �D �E �F �G �H �l �」 �K �L �M 

裾 �4名／1王 �61，800 �66．3（）0 �69．800 �72．300 �78，300 �76，888 �78，M �81．300 �85．808 �89．的0 �95．即8 �106，800 �111．000 

賢交 �3名／1室 �62．800 �紙300 �7用00 �75，300 �78．800 �79．300 �83．300 �85．800 �8描00 �94，800 �98．800 �109．800 �117．800 

2名／1重 �65．300 �71．300 �74，800 �軋300 �82カ00 �85．300 �92，800 �95．800 �96．800 �103，800 �107．808 �1相．800 �127．800 

中人12～17歳旅行代金は上記大人旅行代金から一律－1．500円の減額となります。

小人　4～11歳旅行代会は上記大人旅行代金から一律－4，500円の減額となります。

担ヨヨ珊蕃濾転ミ・；」‾犠「渡克溝なずコち百F1

m田8プラン 園NJ1568E唾定型コース型

基本†憾 �A �B �⊂ �D �E �F �G �H �】 �」 �K �L �M 

福 �4名／1董 �75．800 �84，800 �鵬．800 �88朋0 �89，800 �94．的D �99．800 �柑5，即0 �1鴨800 �115，800 �1犯800 �129，800 �139．800 

雛 �3名／1壬 �77，800 �88．800 �90．800 �91．800 �94．800 �99．800 �106．800 �113，800 �116．800 �124月00 �128．800 �137．800 �148．800 

2名／1室 �82，800 �93．888 �9凱8∽ �矧朋0 �103，800 �108．800 �118．800 �129朋0 �134朋0 �141，800 �146．800 �154．800 �166．808 

中人12－17歳旅行代金は上記大人旅行代金から一律－2．000円の減額となります。

小人　4－11歳旅行代金は上記大人旅行代金から一律－5．500円の減額となります。

●フライトによっては舶代金が必書となります。桓詳しくは5ページ デラックスプラン（3日間のみ）追加代金／1名様（大人・中人・小人同額）＋7．500円

】出脚hR■伽■汀■L■」　　　　　　　　　　　七九蠣■－1．！担（籾　　　　　l　　　　　山口攣書■－1．50

旅行代金に含まれるもの　●旅行日程表に明示した往復の航空運賃（個人包括旅行割引運賃適用）・料金（北九州空港利用の場合および羽田空港の旅客施設使用料を含む）、泊数分の宿泊致（食事代を含む）、ハピネスポイント代（⑨のみ）、
パッケージキット代、消費税等諸粗，※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。
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■デイズ＝－リゾートラインベイサイド・ステーションよりディズニーリゾートクルーザー約1分　■〔二直〕15：00㊨12：00

圏（有料国マづの見方はP・6をご開ください

Aすテラックス

♭詳しくは雷。4ページ

コースおよびプランの詳細卜詳しくは4ページ

誓・・‥‾・一㌔
野付迎相似
キッズプレツクファーストコーナーでは焼きた

てのパンやミニケーキ、フルーツなど、お手

さま向けの楽しいアイテムがいっぱい。

●洋室／バス・トイレ付き

瘍』貞rJ碍買買

セレブリオルーム 122cmx2（＋スタッキングベッド1）

＊1スタツキングベッドとは正規ベッドと同じ賞感を持つベッドです。

囲NJ1573E　囲定盤コース型

基本代金 �A �B �⊂ �D �E �F �G �H �l �」 �K �L �M 

蕎 �4名／1睾 �61朋0 �63．880 �67．800 �71．800 �74月00 �75．800 �76朋0 �78～酪D �85．808 �＄6，800 �941800 �105．800 �109．800 

粟交 �3名／1玉 �6乙800 �66，800 �70，800 �75．800 �77．800 �79，800 �鋸．800 �83．800 �86．800 �91，800 �98．800 �109．800 �114，800 

2名／1室 �65，800 �隠釦0 �72，800 �81．800 �82，300 �86．800 �88．808 �90，鋸0 �94．的0 �99．800 �105，800 �117．880 �122． 

中人12～17歳旅行代金は上記大人旅行代金から一律－1，500円の減顔となります。

小人　4～11歳旅行代金は上記大人旅行代金から一律－4，500円の減額となります。

∴二革・撃
お手己まに柑わいいアメ＝苧イ♪

（すべてのお部屋でご用意可・要事前予約）③

巨チ■∃劇頭冠コ附き闘
田8プラン 団NJ1574E車重垂定型コース盟
旅行代金（円）／1名機　デラックスプラン専用（NJ1374E）

蔓本代金 ��A �B �⊂‾ �D �E �F �G �H �l �J �K �L �M 

■ 男交 �4名ノ1垂 �75．800 �79，800 �83．800 �85．800 �86．800 �91，808 �％．餌0 �102，抑0 �104．的0 �112．8M �116．800 �125一朗0 �135．M 

三毛ノ1垂 �打，000 �帆800 �88．880 �90．800 �92，880 �97．m �103．8∞ �‖0，飢0 �113．800 �120．800 �1251800 �134．800 �1叫800 

2名／1壷 �82，800 �89．800 �93．800 �99．鵬0 �101．即0 �106，800 �114．880 �124．800 �127．880 �135．800 �1401800 �148．800 �159．880 

中人12～17歳旅行代金は上記大人旅行代金から一律－2，000円の減額となります。

小人　4－11歳旅行代金は上記大人旅行代金から一律－5．500円の減額となります。

●フライトによっては追加代金が必モとなります。♭詳しくは5ページ デラックスプランは巳岡のみ）追加代金／1名様（大人中人・小人同額）十7．500円

北九州寛一1．000円 山口宇部亮一1

基本代金 ��A �8 �C �D �E �F �G �H �l �」 �K �iL �M 

稽 �4名／1重 �61．800 �65．800 �68．300 �68380 �71．約0 �76β00 �打，808 �78．300 �81．800 �85．鋸0 �92，釦0 �102，800 �＝1．880 

岡大 人 �3名／1垂 �62．800 �66．800 �70．刃0 �701800 �73．800 �78．800 �恥M �81，800 �84．M �92，808 �98．800 �106．800 �115．000 

三毛／1圭 �65．800 �69．800 �73月00 �76．800 �79．船0 �81．800 �86，800 �90．800 �93．808 �101．800 �105，800 �115，800 �124．808 

基本代金 ��A �B �⊂ �D �E �F �G �H �l �」 �K �L �M 

照 �4名／1玉 �75．800 �82．300 �8乙訓 �85，餌0 �85，弧0 �89．800 �95．808 �10乙800 �10488tl �112，800 �116－800 �125．＄08 �136．800 

発交 �3名／1重 �77．800 �85．800 �85．800 �89．300 �89，800 �93．800 �101．800 �108．800 �111．800 �119，800 �123．的0 �132，800 �143．800 

2名／1圭 �82，餌0 �91，800 �93．000 �95，800 �97，800 �102，鋸0 �113．808 �123．800 �127．880 �135，M �140朋0 �148．808 �160．800 

お客さまへのご案内 

●バケーションパッケージキット代り＼ピネスポイント代（2ページに記載のあるハビネスポイント7の⑨）は、当日やむを得ない理由（天候など不可抗力、そのほか）、お客さま叡合によりご利用いただけなかった場合でも払い戻しはいたしません。 
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