
ANAシティプランANAシティプランANAシティプラン 全ホテル
朝食付き

東京横浜
千葉

39,800円～83,500円
1泊 那覇発 基本グループホテル・往復基本フライト利用（お一人様）

※基本グループホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要となります。ホテルは選べる全263施設！
※2名1室1名利用のホテル追加代金は、1名1室の基本代金に対して必要となります。2名1室を1名でご利用いただけるホテルは、　　　　　　施設となります。2名1室1名

利用追加代金

那覇・宮古・石垣発

2017 2018

5 1510 2 出発10月
からの旅

1泊・2泊・3泊往復のフライト ホテル

出発日から最大14日間まで復路延長可能

ご出発日の7日前までお申し込みOK！

連泊でも1泊ずつでも
全ホテルから選べる！！

ANAのフライトマイルがたまる！

ホテルは何日目のご利用でもOK

30日前までのお申込でおトク！
※一部ホテル。詳しくはP.8をご覧ください。

1名様よりお申し込みOK ※一部ホテル　除く

改定版改定版

17B-278

基本
★ JR大井町駅まで
空港リムジンバス
で約30分バス停
から徒歩約2分
●洋室（1名1室）
● IN15：00／OUT10：00
※ 宿泊除外日：
4/1～4/14

ヴィアイン東京大井町
adam上の地域名：品川・浜松町大井町

外観

b 新宿ワシントンホテル（本館）
新宿 adam上の地域名：新宿

★JR新宿駅南口
から徒歩約8分
●洋室（1～3名1室）
●IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
5/6

外観

c
★ JR秋葉原駅
中央改札口から
徒歩約1分
● 洋室（1～2名1室）
洋室ダブル（2名1室）
● IN14：00／
OUT12：00（通常11：00）
※ 宿泊除外日：
5/6

秋葉原ワシントンホテル
adam上の地域名：上野・浅草

外観

秋葉原

d
★ JR新橋駅銀座口
から徒歩約3分
● 洋室（2～4名1室）
洋室ダブル（1名1室）
●IN15：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
5/6

銀座グランドホテル
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

銀座
d

★ JR新宿駅から
徒歩約5分
● 洋室（1～2名1室）
　洋室ダブル（2名1室）
● IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：5/6

ホテルグレイスリー新宿
adam上の地域名：新宿新宿

外観（イメージ）
TM＆ⒸTOHO CO.,LTD.

2名1室1名
利用追加代金

d
★ JR池袋駅から
徒歩約1分
●洋室（1～3名1室）
●IN15：00／OUT12：00

ホテルメトロポリタン
adam上の地域名：池袋池袋

外観

朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー限定） ミネラルウォーター付き（滞在中1部屋2本）

f
★ JR新宿駅西口
から徒歩約5分
● 洋室（1～3名1室）
●IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
12/31、1/1

京王プラザホテル
adam上の地域名：新宿

外観（イメージ）

新宿
f

adam上の地域名：赤坂・六本木赤坂

フィットネスルーム（24時間）利用可能

ANAインターコンチネンタルホテル東京
★ 地下鉄溜池山王駅13番
出口から徒歩約1分
● 洋室（1～3名1室）
洋室ダブル（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの設定となります。
●IN15：00／OUT12：00

外観（イメージ）

2名1室1名
利用追加代金

g
★ JR渋谷駅から
　徒歩約2分
● 洋室（1～3名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
●IN14：00／
　OUT12：00（通常11：00）
※ 宿泊除外日：12/3

渋谷エクセルホテル東急
adam上の地域名：渋谷

外観

渋谷

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

メインタワー

外観

品プリ
★ JR・京浜急行
　品川駅高輪口
 　から徒歩約2分
● 洋室（1～3名1室）
●IN14：00／OUT11：00

品川プリンスホテル メインタワー
adam上の地域名：品川・浜松町品川

ルームキー提示でエンターテインメント施設割引

a
★ JR浜松町駅から
　徒歩約8分
● 洋室（1～3名1室）
和室（4名1室）
● IN15：00／OUT10：00
※ 宿泊除外日：
12/28、12/31、
1/1

ホテル メルパルク東京
adam上の地域名：品川・浜松町

外観

浜松町

客室冷蔵庫内ミネラルウォーター付き

2名1室1名
利用追加代金

a
★ JR浜松町駅
南口から
徒歩約8分
● 洋室（1～2名1室）
● IN15：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
3/31～4/5

チサンホテル浜松町
adam上の地域名：品川・浜松町

外観

浜松町

a
★ りんかい線
品川シーサイド駅
直結1分

●洋室（1～2名1室）
●IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
5/6

ホテルサンルート品川シーサイド
adam上の地域名：品川・浜松町

外観

東品川

a
★ JR目黒駅、
東急目黒駅から
徒歩約4分
● 洋室（1～2名1室）
●IN15：00／OUT12：00

adam上の地域名：品川・浜松町

外観

目黒
ホテルプリンセスガーデン

a
★ りんかい線
品川シーサイド駅
から徒歩約2分
●洋室（1～2名1室）
●IN15：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：
4/2～4/6

ハートンホテル東品川
adam上の地域名：品川・浜松町

外観

東品川

朝食を昼食に変更可能（差額現地払い）

a
★ 地下鉄馬込駅
A3出口隣接
●洋室（1～2名1室）
● IN15：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
4/1～4/27

東京イン
adam上の地域名：品川・浜松町馬込

朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー限定）

外観

b
★ JR品川駅から
徒歩約5分
●洋室（1～4名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN14：00（通常15：00）／
 OUT12：00（通常11：00）

品川東武ホテル
adam上の地域名：品川・浜松町

外観

品川

2名1室1名
利用追加代金

b
★ JR田町駅芝浦口
から徒歩約4分
● 洋室（1～2名1室）
● IN14：00／OUT11：00

ホテルグレイスリー田町
adam上の地域名：品川・浜松町

外観

田町
b

★ 京浜急行・地下鉄
泉岳寺駅から
徒歩約1分
●洋室（1名1室）
　洋室ダブル（2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN15：00／OUT10：00
※ 宿泊除外日：4/1～5/27

京急EXイン 品川・泉岳寺
adam上の地域名：品川・浜松町

外観

品川

b
★ JR桜木町駅南改札
東口から徒歩約1分
●b洋室（1～2名1室）
　a 洋室ダブル（2名1室）
※ 洋室ダブル以外は、シティビュー
（街側）のお部屋となります。
●IN14：00／OUT10：00
※ 宿泊除外日：
11/5、4/13、4/14

横浜桜木町ワシントンホテル
adam上の地域名：横浜

外観

横浜
a

品川・浜松町
大井町・目黒
東品川・馬込・田町
大崎・白金台

ANAスカイホリデー
おすすめホテル

東京タワー（イメージ）



1

a
★ 地下鉄築地駅か
ら徒歩約2分
● 洋室（1～3名1室）
● IN15：00／OUT10：00

adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

銀座
銀座キャピタルホテル（新館） a

★ 地下鉄茅場町駅
から徒歩約1分
●洋室（1～2名1室）
　洋室ダブル（2名1室）
●IN15：00／OUT11：00

スマイルホテル東京日本橋
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

日本橋

入浴剤付き

c
★ JR大崎駅から
　徒歩約1分
● 洋室（1～3名1室）
●IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
12/31

ニューオータニイン東京
adam上の地域名：品川・浜松町

外観

大崎

2名1室1名
利用追加代金

c
★ JR大崎駅から
徒歩約3分
● 洋室（1名1室）
洋室ダブル（2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN14：00／OUT11：00

ダイワロイネットホテル東京大崎
adam上の地域名：品川・浜松町

外観

大崎
c

★ JR・京浜急行品川駅
から徒歩約3分
● 洋室（1～2名1室）
洋室ダブル（2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN15：00／OUT10：00
※ 宿泊除外日：2/17、
4/1～5/27

京急EXイン 高輪
adam上の地域名：品川・浜松町

外観

品川

d
★ 東京モノレール
天王洲アイル駅直結1分
★ 品川駅から徒歩
約15分
●洋室（1～3名1室）
●IN14：00／OUT12：00

第一ホテル東京シーフォート
adam上の地域名：品川・浜松町

外観

品川

または

基礎化粧品付き（フロントにて）

2名1室1名
利用追加代金

d
★ JR・京浜急行品川駅
高輪口から徒歩約3分
●洋室（2名1室）
　洋室ダブル（1～2名1室）
●IN15：00／OUT10：00
※ 宿泊除外日：
1/14～1/16、
4/1～5/27

京急EXイン 品川駅前
adam上の地域名：品川・浜松町

外観（イメージ）

品川
e

★ JR・京浜急行品川駅
高輪口から徒歩約2分
●洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
●IN14：00／OUT11：00
※ 朝食はホテルからの
サービスです。（軽食）

品川プリンスホテル Ｎタワー
adam上の地域名：品川・浜松町品川

外観

ビジネスラウンジ利用可能（2時間）

e
★ 地下鉄御成門駅
から徒歩約2分
●洋室（1～3名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
●IN14：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：
12/31、1/1、5/6

芝パークホテル
adam上の地域名：品川・浜松町

外観

浜松町

朝食を昼食に変更可能

e
★ JR・京浜急行
品川駅高輪口
から徒歩約2分
● 洋室ダブル（1～2名1室）
● IN14：00／OUT11：00

品川プリンスホテル アネックスタワー
adam上の地域名：品川・浜松町品川

外観（イメージ）

ルームキー提示でエンターテインメント施設割引

f
★ 地下鉄御成門駅
から徒歩約1分
● 洋室（1～3名1室）
洋室ダブル（1～2名1室）
● IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
12/31、1/1

東京プリンスホテル
adam上の地域名：品川・浜松町

外観（イメージ）

浜松町

朝食を昼食に変更可能（差額現地払い）

f
★ ゆりかもめ竹芝駅
から徒歩約1分
● 洋室（1～3名1室）
※ リバービューのお
部屋となります。

●IN15：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：
1/8

ホテルインターコンチネンタル東京ベイ
adam上の地域名：湾岸（竹芝・お台場）

外観

浜松町

または

ミネラルウォーター付き（1泊につきお一人様1本）

f グランドプリンスホテル高輪
品川 adam上の地域名：品川・浜松町

★ JR・京浜急行品川駅
高輪口から徒歩約5分
● 洋室（2～3名1室）
洋室ダブル（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
●IN14：00／OUT11：00

外観

f
★ 地下鉄白金台駅
から徒歩約4分
※ JR目黒駅から送迎あり。
詳細は直接ホテルへ
● 洋室（1～3名1室）
● IN15：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：
12/31～1/2

シェラトン都ホテル東京
adam上の地域名：品川・浜松町

外観

白金台

朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー限定）
または

g
★ 地下鉄赤羽橋駅
から徒歩約2分
● 洋室（1～3名1室）
● IN15：00／OUT12：00
※ 温泉利用は20歳
以上となります。
※ 宿泊除外日：
12/31、1/1

ザ・プリンスパークタワー東京
パークフロア

adam上の地域名：品川・浜松町

外観（イメージ）

浜松町

朝食を昼食に変更可能（差額現地払い）

h ストリングスホテル東京インターコンチネンタル
品川 adam上の地域名：品川・浜松町

★ JR・京浜急行
品川駅港南口
から徒歩約1分
● 洋室（2名1室）
　洋室ダブル（1～2名1室）
●IN15：00／OUT12：00

外観（イメージ）

i ザ・プリンスさくらタワー東京
品川 adam上の地域名：品川・浜松町

★ JR・京浜急行品川駅
高輪口から徒歩約3分
● 洋室（1～3名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
●IN15：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：
12/31

外観

サウナ＆ブロアバス利用可能（小学生以下の利用不可）

i
★ JR・京浜急行品川駅
からバスで約5分
または徒歩約10分
※ JR・京浜急行品川駅から送
迎あり。詳細は直接ホテルへ
●洋室（1～3名1室）
● IN15：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：
12/31、4/15

東京マリオットホテル
adam上の地域名：品川・浜松町品川

外観

★ 地下鉄築地駅
から徒歩約2分
● 洋室（1～2名1室）
●IN15：00／OUT10：00

adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

銀座
基本 銀座キャピタルホテル（本館）

2名1室1名
利用追加代金

基本
★ 地下鉄人形町駅A5
出口から徒歩約3分
●洋室（1名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN15：00／OUT10：00
※ 朝食はホテルからの
サービスです。
※ 宿泊除外日：11/19～11/26

西鉄イン日本橋
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内日本橋

外観

基本
★ 地下鉄人形町駅
A5出口から
徒歩約2分
● 洋室（1～2名1室）
● IN15：00／
OUT11：00（通常10：00）

ホテル日本橋サイボー
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

日本橋
b

★ 地下鉄日本橋駅
A1出口から
徒歩約1分
●洋室（1名1室）
● IN15：00／
 OUT12：00（通常10：00）

パールホテル八重洲
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

八重洲
b

★ 地下鉄虎ノ門駅
　から徒歩約7分
●洋室（1～3名1室）
●IN15：00／OUT10：00

新橋愛宕山東急REIホテル（南館）
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

西新橋

南館

b
★ JR・地下鉄八丁堀駅
から徒歩約2分
●洋室（1名1室）
　洋室ダブル（2名1室）
● IN14：00／OUT11：00

ユニゾイン八丁堀
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

八丁堀

c
★ JR新橋駅烏森口
から徒歩約3分
● 洋室（1～2名1室）
●IN14：00／OUT12：00

ホテルユニゾ新橋
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

新橋
c

★ JR新橋駅烏森口
から徒歩約4分
● 洋室（1名1室）
●IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
3/11

ホテルサンルート新橋
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

新橋
c

★ 地下鉄虎ノ門駅
から徒歩約7分
● 洋室（1～3名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN15：00／OUT10：00

新橋愛宕山東急REIホテル（新館）
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

西新橋
c

★ JR東京駅から
徒歩約8分
● 洋室（1名1室）
洋室ダブル（1～2名1室）
●IN15：00／OUT10：00
※ 宿泊除外日：
12/30～1/1、
3/31、4/1、
5/3、5/4

相鉄フレッサイン東京京橋
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

京橋

2名1室1名
利用追加代金

d
★ 地下鉄銀座駅
A3出口から
徒歩約3分
● 洋室（1～3名1室）
●IN14：00／OUT11：00

ホテルグレイスリー銀座
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

銀座

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

2名1室1名
利用追加代金

d
★ 地下鉄浅草線東銀座駅
Ａ１出口より徒歩約5分
●洋室（1～2名1室）
● IN15：00／
OUT11：00（通常10：00）

相鉄フレッサイン 銀座七丁目
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

銀座

女性のお客様にアメニティセットご用意

d
★ JR有楽町駅から
　徒歩約6分
● 洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN15：00／OUT11：00

ホテルモントレ銀座
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

銀座

d
★ JR有楽町駅から徒歩約４分
● 洋室（1～2名1室）
※ 1名1室：バスタブはございま
せん。（シャワーブースのみ）
2名1室：シャワーブースはご
ざいません。（バスタブのみ）
●IN14：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：1/27

レム日比谷
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

日比谷

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

d
★ JR有楽町駅から
徒歩約7分
● 洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
●IN15：00／OUT11：00

ホテルモントレ ラ・スールギンザ
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

銀座
d

★ JR有楽町駅から
徒歩約7分
● 洋室（2名1室）
洋室ダブル（1名1室）
●IN14：00／OUT12：00

ホテルユニゾ銀座一丁目
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

銀座
d

★ 地下鉄銀座駅
から徒歩約5分
● 洋室（1名1室）
洋室ダブル（2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN14:00／OUT12:00

ホテルユニゾ銀座七丁目
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

銀座
d

★ 地下鉄東銀座駅
から徒歩約1分

● 洋室（1名1室）
洋室ダブル（2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
※ 客室は洗濯乾燥機付きです。
●IN15：00／OUT11：00

東急ステイ銀座
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

銀座

約30種類から選べるアメニティ付き（フロントにて）

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

e
★ JR・地下鉄・ゆりか
もめ新橋駅から
徒歩約3分

● 洋室（1～2名1室）
洋室ダブル（1～2名1室）
●IN15：00／OUT12：00

第一ホテルアネックス
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

新橋
e

★ JR・東京モノレール
浜松町駅から
徒歩約8分
● 洋室（2～3名1室）
洋室ダブル（1～2名1室）
●IN15：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
1/8

三井ガーデンホテル汐留イタリア街
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観（イメージ）

汐留

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

e
★ 地下鉄東銀座駅
から徒歩約1分
● 洋室（1～2名1室）
洋室ダブル（1名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN15：00／OUT11：00

ソラリア西鉄ホテル銀座
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

銀座
e

★ 地下鉄銀座一丁目駅
から徒歩約1分
● 洋室（1～2名1室）
洋室ダブル（1名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN14:00／OUT11:00
※ 宿泊除外日：10/22

ダイワロイネットホテル銀座
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観（イメージ）

銀座

朝食を昼食に変更可能（差額現地払い）

c
★ JR浜松町駅から
徒歩約8分
●洋室ダブル（1～2名1室）
● IN15：00／
 OUT11：00（通常10：00）

相鉄フレッサイン浜松町大門
adam上の地域名：品川・浜松町

外観

浜松町

セレスティンラウンジ利用可能

f
★ 地下鉄三田駅から徒歩約3分
● 洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの設定となります。
●IN15：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：10/2～11/27、2/25

セレスティンホテル
adam上の地域名：品川・浜松町

外観

田町

11/28より
ホテル ザ セレスティン東京芝

f グランドプリンスホテル新高輪
スーペリアナチュラルツイン

品川 adam上の地域名：品川・浜松町

★ JR・京浜急行
品川駅高輪口
から徒歩約5分
● 洋室（1～3名1室）
● IN14：00／OUT11：00外観

朝食を昼食に変更可能（差額現地払い）
土曜日追加代金

外観

c
★ JR・京浜急行
品川駅高輪口
から徒歩約2分
●洋室（1名1室）
●IN14：00／OUT11：00

品川プリンスホテル イーストタワー
adam上の地域名：品川・浜松町品川

ルームキー提示でエンターテインメント施設割引

c
★ 地下鉄東銀座駅
から徒歩約3分
● 洋室（1～2名1室）
洋室ダブル（2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN15：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
4/1～5/27

京急EXイン 東銀座
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

銀座

d
★ 地下鉄築地駅
から徒歩約7分
● 洋室（1～3名1室）
● IN14：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：11/12、
12/31～1/2

銀座クレストン
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観（イメージ）

築地

b
★ 地下鉄大門駅
から徒歩約4分
●洋室（1～2名1室）
●IN15：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
10/2～12/19

京王プレッソイン浜松町
adam上の地域名：品川・浜松町浜松町

外観（イメージ）

2017年12月20日オープン

銀座・新橋
日本橋・八重洲
八丁堀・京橋・築地
日比谷・汐留
丸の内・有楽町



2

ベイビュールーム

●洋室（1～3名1室）、洋室ダブル（1～3名1室） 
※禁煙ルームのみの設定となります。

ルームグレードアッププラン

J

客室の一例（イメージ）

b
★ JR新宿駅から
　徒歩約8分
●洋室（1名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN15：00／OUT10：00
※ 宿泊除外日：
12/30～1/2

西鉄イン新宿
adam上の地域名：新宿新宿

外観

b 新宿ワシントンホテル アネックス（新館）
新宿 adam上の地域名：新宿

★ JR新宿駅南口
から徒歩約8分
●洋室（1～2名1室）
● IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
4/1～5/27

外観

★ JR・地下鉄
高田馬場駅
早稲田口から
徒歩約１分
● 洋室（1～2名1室）
● IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
5/6

adam上の地域名：新宿

外観

高田馬場
b ホテルサンルート高田馬場

2名1室1名
利用追加代金

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

g
★ JR東京駅
日本橋口直結1分
サピアタワー27階
● 洋室（1～3名1室）
● IN15：00／OUT12：00
※ 12/10AM1時～
5時まで全館停電
となります。

ホテルメトロポリタン丸の内
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観（イメージ）

丸の内

g
★ JR・地下鉄・ゆり
かもめ新橋駅か
ら徒歩約2分
● 洋室（1～3名1室）
● IN15：00／OUT12：00

第一ホテル東京
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観（イメージ）

新橋

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー限定）

f
★ 地下鉄東銀座駅
から徒歩約3分
● 洋室（1～2名1室）
● IN14：00／OUT12：00

コートヤード・マリオット銀座東武ホテル
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

銀座
g

★ JR新橋駅から
徒歩約3分
● 洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN15：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
12/30～1/1、5/6

ロイヤルパークホテル ザ 汐留
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

新橋

朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー限定）

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

g
★ JR東京駅丸の
内北口から
徒歩約1分
● 洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN15：00／OUT12：00

丸ノ内ホテル
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

丸の内
g

★ 地下鉄東銀座駅A1
出口から徒歩約1分
●洋室（2名1室）
　洋室ダブル（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN15：00／OUT12：00
※ 1/9はチェックイン
17：00となります。

ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

銀座

g
★ 地下鉄汐留駅から徒歩約1分
● 洋室（1～3名1室）
　洋室ダブル（2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
●IN14：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：12/23、
12/31、1/1、4/7、4/14

パークホテル東京
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観（イメージ）

新橋

朝食を昼食に変更可能

g
★ JR東京駅八重洲南口から徒歩約4分
●洋室（2名1室）
　洋室ダブル（1名1室）
※ 禁煙ルームのみの設定となります。
●IN15：00／OUT12：00
※ 5/27チェックアウトは
10：00となります。
※宿泊除外日：5/27

コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観（イメージ）

京橋

ミネラルウォーター付き（滞在中1室2本）

h
★ JR東京駅丸の内
南口直結1分
●洋室ダブル（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
●IN15：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：
12/6、12/7

東京ステーションホテル
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観(イメージ)

丸の内

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

i
★ JR有楽町駅日比谷口
から徒歩約5分
● 洋室（1～3名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN14：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：
12/30～1/3

帝国ホテル（タワー館スタンダード）
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

日比谷

朝食を昼食に変更可能（ホテルショップにてお土産に変更可能）
または

i
★ 地下鉄汐留駅
から徒歩約1分
● 洋室（1～3名1室）
　洋室ダブル（1～3名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN15：00／OUT12：00
※宿泊除外日（共通）：12/31、1/1

コンラッド東京（シティビュー）
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観（イメージ）

汐留

（共通）フィットネスジム、屋内プール利用可能

J
★ JR有楽町駅日比谷口
から徒歩約5分
●洋室（2～3名1室）
　洋室ダブル（1名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。

●IN14：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：12/30～1/3

帝国ホテル（本館インペリアルフロア）
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

日比谷

朝食を昼食に変更可能（ホテルショップにてお土産に変更可能）

J
★ JR東京駅日本橋口
から徒歩約2分
●洋室（1～3名1室）
　洋室ダブル（1～3名1室）
●IN15：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：
12/31～1/2、
4/1～5/27

シャングリ・ラ ホテル 東京
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観（イメージ）

丸の内

フィットネス、屋内プール利用可能

J
★ 地下鉄日比谷駅直結1分
●洋室(１～3名１室） 
　洋室ダブル（1～2名1室）
● IN15：00／
OUT15：00（通常12：00）

　※ 除外日あり。詳しくはお問い合わせください。
※ 宿泊除外日：10/24～10/28、
12/30～1/2、4/1～5/27

ザ・ペニンシュラ東京
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観（イメージ）

有楽町

屋内プール、ジャグジー、フィットネスセンター利用可能

J
★ 地下鉄三越前駅
直結1分
●洋室（1～3名1室）
　洋室ダブル（1～2名1室）
●IN15：00／OUT12：00

マンダリンオリエンタル東京
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観（イメージ）

日本橋

フィットネスセンター滞在中利用可能

基本
★ 地下鉄新宿御苑前
駅から徒歩約5分
● 洋室（1～2名1室）
洋室セミダブル（2名1室）
※ セミダブルは135㎝
のベッド1台を2名で
の利用となります。

● IN14：00／OUT10：00

ホテルリステル新宿
adam上の地域名：新宿

外観

新宿
基本

★地下鉄都庁前駅から徒歩約4分
●洋室（1～3名1室）
洋室セミダブル（2名1室）

※ セミダブルは135㎝のベッド
1台を2名での利用となります。

●IN15：00／OUT10：00
※ 宿泊除外日：10/2～10/9、
1/1～5/27

新宿ニューシティホテル
adam上の地域名：新宿

外観

新宿

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

2名1室1名
利用追加代金

a
★JR新宿駅から
　徒歩約１分
●洋室（1～2名1室）
●IN13：00／OUT11：00

セントラルホテル東京
adam上の地域名：新宿

外観

新宿

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

a
★ 地下鉄新宿三丁目
駅から徒歩約5分
● 洋室（1～2名1室）
洋室セミダブル（2名1室）
※ セミダブルは134㎝
のベッド1台を2名で
の利用となります。

● IN15：00／
OUT13：00（通常11：00）

ホテルサンライト新宿
adam上の地域名：新宿

外観

新宿

a
★ 西武新宿駅から
徒歩約2分
● 洋室（1名1室）
● IN15：00／OUT11：00

プレミアホテル-CABIN-新宿
adam上の地域名：新宿

外観

新宿

女性のお客様にレディースセットご用意（アメニティ）

c
★ 地下鉄四谷三丁目駅
から徒歩約1分
● 洋室（2～3名1室）
洋室ダブル（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN14：00／
OUT12：00（通常11：00）

ホテルウィングインターナショナルプレミアム東京四谷
adam上の地域名：新宿

外観（イメージ）

四ツ谷

ウェルカムドリンク付き

レディース・メンズセットご用意（フロントにて）

c ホテルローズガーデン新宿
adam上の地域名：新宿

外観

新宿

★ 地下鉄西新宿駅
から徒歩約1分
●洋室（1名1室）
●IN13：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
12/30～1/1

d
★ JR新宿駅から
徒歩約3分
● 洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：5/6

ホテルサンルートプラザ新宿
adam上の地域名：新宿

外観

新宿

2名1室1名
利用追加代金

d
★JR・地下鉄新宿駅
　から徒歩約5分
● 洋室（2～3名1室）
洋室ダブル（1～2名1室）
● IN13：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
12/31、1/1、
2/24

新宿プリンスホテル
adam上の地域名：新宿

外観

新宿
d

★ 地下鉄新宿三丁目駅
B9出口から徒歩約5分
●洋室（1～2名1室）
　 洋室ダブル（2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
5/6

シタディーンセントラル新宿東京
adam上の地域名：新宿

外観

新宿
e

★ JR新宿駅南口
から徒歩約3分
● 洋室（1～3名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
12/31、1/1、1/5

小田急ホテルセンチュリーサザンタワー
adam上の地域名：新宿

外観

新宿

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

13～16階のお部屋をご用意

e
★ JR新宿駅南口
から徒歩約3分
● 洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN14：00／
OUT12：00（通常11：00）

JR九州ホテルブラッサム新宿
adam上の地域名：新宿

外観（イメージ）

新宿

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

g
★ 地下鉄都庁前駅A7
出口から徒歩約1分
● 洋室（1～3名1室）
洋室ダブル（2名1室）
● IN14：00／
OUT13：00（通常11：00）
※ 宿泊除外日：12/31、
1/1、1/6、2/24

ハイアット リージェンシー 東京
adam上の地域名：新宿

外観

新宿
g

★ 地下鉄西新宿駅から徒歩約2分
● 洋室（1～3名1室）
　洋室ダブル（1～3名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
●IN15：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：12/31、
1/1、2/24、4/1～4/7

ヒルトン東京
adam上の地域名：新宿

外観（イメージ）

新宿

フィットネスジム、屋内プール利用可能 ウェルカムドリンク付き

g
★ 地下鉄早稲田駅
から徒歩約7分
● 洋室（2～4名1室）
　洋室ダブル（1～2名1室）
● IN15：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：10/11、
4/1～5/27

リーガロイヤルホテル東京
adam上の地域名：新宿

外観

早稲田
J

★ JR新宿駅から車で
約5分、徒歩約12分
●洋室（1～3名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。

●IN15：00／OUT12：00

パークハイアット 東京
adam上の地域名：新宿

外観（イメージ）

新宿

朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー限定）

基本
★ 地下鉄東池袋駅
１番出口から
徒歩約1分
●洋室（1名1室）
　洋室ダブル（2名1室）
●IN15：00／OUT10：00

ホテルリソル池袋
adam上の地域名：池袋

外観（イメージ）

池袋

★ JR池袋駅東口から
徒歩約5分
●洋室（1～2名1室）
● IN15：00／
OUT11：00（通常10：00）

adam上の地域名：池袋

外観（イメージ）

池袋
基本 ホテルグランドシティ a 基本 サンシャインシティプリンスホテル

池袋 adam上の地域名：池袋

★ 地下鉄東池袋駅
から徒歩約3分
●a洋室（1～3名1室）
　□基本 洋室ダブル（2名1室）
● IN14：00／
OUT12：00（通常11：00）
※ 宿泊除外日：
5/1～5/27

外観

2名1室1名
利用追加代金

a
★ JR池袋駅から
徒歩約2分
●洋室（1～3名1室）
●IN15：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
5/6

第一イン池袋
adam上の地域名：池袋池袋

外観（イメージ）

a
★ JR赤羽駅より
徒歩約3分
● 洋室ダブル（1～2名1室）
● IN14：00／OUT11：00

ダイワロイネットホテル東京赤羽
adam上の地域名：池袋

外観

赤羽
a

★ JR赤羽駅北改札東
口から徒歩約1分
●洋室（1～2名1室）
　洋室ダブル（2名1室）
※ 喫煙ルームはリクエスト
手配となります。
●IN15：00／OUT11：00

ホテルメッツ赤羽
adam上の地域名：池袋赤羽

外観

新宿
高田馬場・四ツ谷
早稲田

池袋
赤羽・田端
駒込・目白

J
★ 地下鉄大手町駅直結1分
● 洋室（2～3名1室）
洋室ダブル（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。

● IN15：00／
OUT13：00（通常12：00）
※ 宿泊除外日：12/30～1/2

パレスホテル東京
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内丸の内

外観

朝食をルームサービスに変更可能

c
★ JR新宿駅西口
から徒歩約3分
● 洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
●IN14：00／OUT11：00

イビス東京新宿
adam上の地域名：新宿

外観

新宿

c
★ 地下鉄東新宿駅
から徒歩約1分
●洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの設定となります。
● IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：12/30、
12/31、2/17、2/24、
3/24、3/31、4/7、
4/14、5/6

ホテルサンルート東新宿
adam上の地域名：新宿

外観

新宿

2名1室1名
利用追加代金

f 三井ガーデンホテル銀座プレミア
銀座 adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

★ JR新橋駅銀座口
から徒歩約5分
●洋室（1～2名1室）
　洋室セミダブル（2名1室）
※ セミダブルは130㎝
ベッド1台を2名での
利用となります。

● IN15：00／OUT12：00

外観（イメージ）

e
★ 地下鉄水天宮前駅直結1分
● 洋室（1～3名1室）
洋室ダブル（1名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
●IN15：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：
12/31、
1/1、1/8

ロイヤルパークホテル
adam上の地域名：銀座・新橋・汐留・丸の内

外観

日本橋

土曜日追加代金
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スーペリアルーム

●洋室（1～3名1室）

ルームグレードアッププラン

i

客室の一例

または

c
★ 地下鉄六本木駅
3番出口から
徒歩約2分
● 洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
●IN15：00／OUT11：00

ザ・ビー六本木
adam上の地域名：赤坂・六本木六本木

外観（イメージ）

c
★ 地下鉄淡路町駅
から徒歩約1分
● 洋室（1名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN15：00／OUT11：00

ザ・ビーお茶の水
adam上の地域名：飯田橋・水道橋・九段

外観（イメージ）

御茶ノ水

c
★ 地下鉄六本木駅4a出口から徒歩約1分
●洋室（1～2名1室）
※ 1名1室：バスタブはございま
せん。（シャワーブースのみ）
2名1室：シャワーブースはご
ざいません。（バスタブのみ）
● IN14：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：1/8

レム六本木
adam上の地域名：赤坂・六本木

外観（イメージ）

六本木

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

c
★ JR・地下鉄渋谷駅
から徒歩約7分
● 洋室（1～3名1室）
● IN14：00／
OUT12：00（通常11：00）

渋谷東武ホテル
adam上の地域名：渋谷渋谷

外観

2名1室1名
利用追加代金

b
★ 地下鉄半蔵門駅5番
出口から徒歩約1分
● 洋室（1～3名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN15：00／OUT11：00

ホテルモントレ半蔵門
adam上の地域名：飯田橋・水道橋・九段

外観

半蔵門

2名1室1名
利用追加代金

c
★ 地下鉄赤坂見附駅
から徒歩約5分
●洋室（1～3名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。

●IN15：00／OUT11：00

ホテルモントレ赤坂
adam上の地域名：赤坂・六本木

外観

赤坂

ミネラルウォーター付き（1泊につきお一人様1本）

2名1室1名
利用追加代金

d
★ JR渋谷駅宮益坂口
から徒歩約2分
● 洋室（1～2名1室）
● IN15：00／OUT10：00

渋谷東急REIホテル
adam上の地域名：渋谷渋谷

外観

女性のお客様に基礎化粧品ご用意

2名1室1名
利用追加代金

b
★ JR駒込駅南口
から徒歩約1分
● 洋室（1～2名1室）
　洋室ダブル（2名1室）
※ 2名1室はリクエスト
手配となります。
※ 喫煙ルームはリクエスト
手配となります。
●IN15：00／OUT11：00

ホテルメッツ駒込
adam上の地域名：池袋

外観

駒込
b

★ JR目白駅から
徒歩約1分
●洋室（1～2名1室）
※ 2名1室はリクエスト
手配となります。
●IN15：00／OUT11：00

ホテルメッツ目白
adam上の地域名：池袋目白

外観

h
★ JR目白駅からバスで
約10分（ホテル椿山荘
東京前下車徒歩約1分）

● 洋室（2～3名1室）
　洋室ダブル（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの設定となります。
●IN15：00／OUT12：00
※宿泊除外日：12/30～1/1

ホテル椿山荘東京
adam上の地域名：池袋目白

外観

靴磨きサービス

渋谷
青山・三軒茶屋
恵比寿

飯田橋
水道橋
半蔵門・御茶ノ水
九段下

基本
★ JR渋谷駅から
バスで約５分
● 洋室（1名1室）
●IN15：00／OUT10：00
※ 宿泊除外日：
12/10、12/31

島根イン青山
adam上の地域名：渋谷

外観

青山
b

★ 東急田園都市線
三軒茶屋駅から
徒歩約2分
●洋室（1～2名1室）
●IN15：00／OUT11：00

ザ・ビー三軒茶屋
adam上の地域名：渋谷

外観

三軒茶屋
d

★ JR・地下鉄渋谷駅
から徒歩約7分
● 洋室（1～3名1室）
●IN14：00／OUT12：00

ホテルユニゾ渋谷
adam上の地域名：渋谷

外観

渋谷
d

★ JR渋谷駅新南口
から徒歩約1分
●洋室（1～2名1室）
　洋室ダブル（2名1室）
※ 喫煙ルームはリクエスト
手配となります。
●IN15：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
1/8

ホテルメッツ渋谷
adam上の地域名：渋谷渋谷

外観

朝食を昼食に変更可能

d
★ 東急田園都市線二子玉
川駅から徒歩約5分
● 洋室（2名1室）
洋室ダブル（1～2名1室）
● IN14：00／
　OUT12：00（通常11：00）

二子玉川エクセルホテル東急
adam上の地域名：渋谷渋谷

外観

h
★ JR・地下鉄・京王
井の頭線渋谷駅
から徒歩約5分
● 洋室（1～3名1室）
●IN14：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：
12/31～1/2

セルリアンタワー東急ホテル
adam上の地域名：渋谷

外観

渋谷

朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー限定）

i
★ JR恵比寿駅から
徒歩約7分
● 洋室（1～3名1室）
● IN14：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：
12/30～1/2

ウェスティンホテル東京
adam上の地域名：渋谷

外観（イメージ）

恵比寿

朝食を昼食に変更可能（差額現地払い） ミネラルウォーター付き（1泊につきお一人様1本）

★ 地下鉄赤坂駅から
徒歩約5分
● 洋室（1～3名1室）
● IN15：00／
OUT11：00（通常10：00）
※ 宿泊除外日：
11/10、11/11、
3/24、3/31～4/7

adam上の地域名：赤坂・六本木

外観

赤坂
基本 赤坂陽光ホテル

基本
★ 地下鉄赤坂駅から
徒歩約5分

● 洋室（1～2名1室）
● IN14：00（通常16：00）／
OUT10：00

マロウドイン赤坂
adam上の地域名：赤坂・六本木

外観

赤坂

女性のお客様にレディースセットご用意

b
★ 地下鉄永田町駅3番
出口から徒歩約1分
●洋室（1～2名1室）
●IN15：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：11/19、
11/27～11/29、12/1、
12/2、12/28～1/3、
1/24、1/25

全国町村会館
adam上の地域名：赤坂・六本木

外観

赤坂

基礎化粧品付き（フロントにて）

b
★ 地下鉄永田町駅
　から徒歩約5分
●洋室（1～3名1室）
●IN14：00／OUT10：00
※ 宿泊除外日：12/31、
1/1、2/10、2/17、
3/31～4/3、4/30

都市センターホテル
adam上の地域名：赤坂・六本木

外観

赤坂
b

★ 地下鉄赤坂駅
3b出口から
徒歩約5分
●洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
※ バスタブはございません。
（多機能シャワー採用）
●IN15：00／OUT11：00

ザ・ビー赤坂
adam上の地域名：赤坂・六本木

外観（イメージ）

赤坂
b

★ 地下鉄赤坂見附駅
から徒歩約1分
●洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN15：00／OUT11：00

ザ・ビー赤坂見附
adam上の地域名：赤坂・六本木赤坂

外観

朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー限定）

e
★ 地下鉄赤坂見附駅
から徒歩約1分
● 洋室（1～3名1室）
洋室ダブル（1～2名1室）

●IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
12/31、1/1

赤坂エクセルホテル東急
adam上の地域名：赤坂・六本木

外観（イメージ）

赤坂

2名1室1名
利用追加代金

h
★ 地下鉄赤坂見附駅・
永田町駅から徒歩約３分
● 洋室（2名1室）
　洋室ダブル（1名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN14：00／OUT12：00
※宿泊除外日：12/30～1/2

ホテルニューオータニ ザ・メイン
adam上の地域名：赤坂・六本木

外観

赤坂

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

g
★ 地下鉄赤坂見附駅・
永田町駅から徒歩約3分
● 洋室（1～3名1室）
　洋室ダブル（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。

● IN14：00／OUT12：00
※宿泊除外日：12/30～1/2

ホテルニューオータニ ガーデンタワー
adam上の地域名：赤坂・六本木

外観

赤坂

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

h
★ 地下鉄六本木一丁目駅
から徒歩約5分
● 洋室（1～3名1室）
●IN14：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日（共通）：
12/30～1/2

ホテルオークラ東京（スタンダード）
adam上の地域名：赤坂・六本木虎ノ門

外観

（共通）朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー限定）
または

J
★ 地下鉄六本木駅地下
通路にて徒歩約5分
●洋室（1～3名1室）
　洋室ダブル（1～3名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。

●IN15：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：12/31、1/1

ザ・リッツ・カールトン東京
adam上の地域名：赤坂・六本木

外観（イメージ）

六本木

プール、ジャグジー、フィットネス利用可能

J
★ 地下鉄赤坂見附駅
から徒歩約１分
●洋室（1～2名1室）
　洋室ダブル（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの設定となります。
● IN15：00／
OUT13：00（通常12：00）
※ 宿泊除外日：12/31、4/1～5/27

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町
adam上の地域名：赤坂・六本木

外観（イメージ）

赤坂

プール、フィットネスジム、温浴施設利用可能

J
★ 地下鉄六本木駅
から徒歩約3分
●洋室（1～2名1室）
　洋室ダブル（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。

●IN15：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：12/31

グランド ハイアット 東京
adam上の地域名：赤坂・六本木

外観（イメージ）

六本木

朝食を昼食に変更可能

J
★ 地下鉄虎ノ門駅
から徒歩約5分
●洋室（1～3名1室）
　洋室ダブル（1～3名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。

●IN15：00／OUT12：00

アンダーズ 東京
adam上の地域名：赤坂・六本木

外観（イメージ）

虎ノ門

朝食をルームサービスに変更可能

基本
★ JR水道橋駅から
徒歩約5分
● 洋室（1～2名1室）
● IN15：00／OUT10：00
※ 宿泊除外日：
12/31、1/1

水道橋グランドホテル
adam上の地域名：飯田橋・水道橋・九段

外観

水道橋
a

★ 地下鉄半蔵門駅 
4番出口から 
徒歩約1分
● 洋室（1～2名1室）
● IN14：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：
5/6

ダイヤモンドホテル
adam上の地域名：飯田橋・水道橋・九段

外観（イメージ）

半蔵門
b

★ JR御茶ノ水駅
から徒歩約2分
●洋室（1～2名1室）
● IN15：00／OUT11：00

お茶の水ホテル ジュラク
adam上の地域名：飯田橋・水道橋・九段

外観

御茶ノ水

ミネラルウォーター付き（1泊につきお一人様1本）

b a
★ 地下鉄半蔵門駅
から徒歩約2分
●b洋室（1～2名1室）
　a 洋室ダブル（2名1室）
● IN14：00／
OUT11：00（通常10：00）
※ 宿泊除外日：
1/7

ホテルグランドアーク半蔵門
adam上の地域名：飯田橋・水道橋・九段

外観

半蔵門

d
★ JR・地下鉄水道橋
駅から徒歩約2分
● 洋室（1～3名1室）
　洋室ダブル（2名1室）
● IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
12/31、1/1、
1/5

東京ドームホテル
adam上の地域名：飯田橋・水道橋・九段

外観

水道橋
d

★ 地下鉄九段下駅
から徒歩約2分
●  洋室（1～3名1室）
● IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
12/31、1/1

ホテルグランドパレス
adam上の地域名：飯田橋・水道橋・九段

外観

九段下

朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー限定）※12/31～1/2宿泊分を除く

2名1室1名
利用追加代金

d
★ JR飯田橋駅東口
から徒歩約5分
● 洋室（1～3名1室）
● IN15：00／OUT12：00

ホテルメトロポリタンエドモント（本館）
adam上の地域名：飯田橋・水道橋・九段飯田橋

外観

朝食を昼食に変更可能（土、日、祝日および12/31、1/1泊を除く）

2名1室1名
利用追加代金

e ホテルメトロポリタンエドモント
（イーストウィング）

飯田橋 adam上の地域名：飯田橋・水道橋・九段

★ JR飯田橋駅東口
から徒歩約5分
●洋室（2～5名1室）
●IN15：00／OUT12：00

外観

朝食を昼食に変更可能（土、日、祝日および12/31、1/1泊を除く）

b
★ JR池袋駅東口
から徒歩約3分
●洋室（1名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。

※ バスタブはございません。
（高機能シャワータワー採用）
●IN15：00／OUT11：00

ザ・ビー池袋
adam上の地域名：池袋池袋

外観

a
★ JR田端駅北口
から徒歩約2分
●洋室（1～2名1室）
※ 2名1室はリクエスト
手配となります。
※ 禁煙ルームはリクエスト
手配となります。
●IN15：00／OUT11：00

ホテルメッツ田端
adam上の地域名：池袋

外観

田端

e
★ 地下鉄外苑前駅3番
出口から徒歩約5分
● 洋室（1～3名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
●IN14：00／OUT11：00

日本青年館ホテル
adam上の地域名：渋谷渋谷

外観（イメージ）

ミネラルウォーター付き（1泊につきお一人様1本）
2017年8月1日オープン

adam上の地域名：赤坂・六本木六本木
c

★ 地下鉄六本木駅から徒歩約1分
●洋室ダブル（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの設定となります。
● IN15：00／
OUT11：00（通常10：00）
※ 宿泊除外日：10/2～10/9、
12/31、4/1～4/14、5/3

相鉄フレッサイン 東京六本木

外観（イメージ）

2017年10月10日オープン
女性のお客様にレディースアメニティ付き

J
★ 地下鉄国会議事堂前駅・
溜池山王駅地下通路直結1分
●洋室（2～3名1室）
　洋室ダブル（1名1室）
※禁煙ルームのみの設定となります。
※ 2名1室はハリウッドツインとなります。
● IN15：00／
OUT13：00（通常12：00）

ザ・キャピトルホテル 東急
adam上の地域名：赤坂・六本木

外観

赤坂

朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー限定）

赤坂・六本木
虎ノ門
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エッセンシャルツインルーム

●洋室（2～3名1室）
※禁煙ルームのみの設定となります。

ルームグレードアッププラン

e

客室の一例（イメージ）

d
★ 地下鉄浅草駅から徒歩約2分
●洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
※ 1名1室：バスタブはございま
せん。（シャワーブースのみ）
● IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日（共通）：1/9

ザ・ゲートホテル雷門 by HULIC
adam上の地域名：上野・浅草浅草

外観

（共通）ネスプレッソマシーン付き

e d
★JR上野駅浅草口
から徒歩約２分
●e洋室（1～2名1室）
　d 洋室ダブル（2名1室）
●IN15：00／OUT11：00
※ 1/9チェックインは
17：00となります。
※ 宿泊除外日：3/31、4/7

三井ガーデンホテル上野
adam上の地域名：上野・浅草

外観

上野

客室にミネラルウォーターをご用意（お一人様1本）

c
★ JR両国駅から
徒歩約6分
● 洋室（2～3名1室）
洋室ダブル（1～2名1室）
● IN14：00／
OUT12：00（通常11：00）
※ 宿泊除外日：5/6

第一ホテル両国
adam上の地域名：錦糸町・両国・東陽町両国

朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー限定）

外観（イメージ）

朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー限定）

d
★ つくばエクスプレス浅草駅直結

1分（台東区自転車駐車場経由）
● 洋室（1～3名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN15：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：12/31、
1/1、5/6、5/19

浅草ビューホテル
adam上の地域名：上野・浅草

外観

浅草

d
★ JR・地下鉄錦糸町駅
北口から徒歩約3分

●洋室（1～4名1室）
※禁煙ルームのみの設定となります。
※ 1名1室はカジュアルツイン
　またはシングルとなります。
●IN14：00／
　OUT12：00（通常11：00）

東武ホテルレバント東京
adam上の地域名：錦糸町・両国・東陽町

外観

錦糸町

朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー限定）

2名1室1名
利用追加代金

朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー限定）

e
★ 東京モノレール羽田空港国
際線ビル駅から徒歩約3分
● 洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの設定となります。
※2名１室はハリウッドツインとなります。
● IN15：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
1/9

ロイヤルパークホテル ザ 羽田
adam上の地域名：大森・蒲田・羽田

外観（イメージ）

羽田

2名1室1名
利用追加代金

湾岸
有明・台場

東京西部
八王子・久米川
立川・多摩・国分寺
武蔵境・町田
吉祥寺・高円寺

基本
★ 地下鉄浅草駅から
徒歩約5分
● 洋室（1～3名1室）
● IN15：00／
OUT12：00（通常10：00）
※ 宿泊除外日：
1～3名は、12/31
2～3名は、5/19

ヴィアイン浅草
adam上の地域名：上野・浅草

外観（イメージ）

浅草
基本

★ 地下鉄田原町駅
から徒歩約1分
● 洋室（1～3名1室）
※ 3名1室はリクエスト
手配となります。
●IN14：00／
　OUT12：00（通常11：00）
※ 宿泊除外日：12/31、
5/3、5/4、5/19

ホテルサンルート浅草
adam上の地域名：上野・浅草

外観

浅草
基本

★ JR・地下鉄浅草橋
駅から徒歩約2分
● 洋室（1～4名1室）
● IN16：00／OUT10：00
※ 宿泊除外日：
12/31、1/1

ベルモントホテル
adam上の地域名：上野・浅草

外観

浅草橋
基本

★ 地下鉄田原町駅
から徒歩約3分
●洋室（1～3名1室）
●IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
12/31

ユニゾイン浅草
adam上の地域名：上野・浅草

外観

浅草

a 基本
★ 地下鉄銀座線田原町駅
から徒歩約7分
●a洋室（1～2名1室）
　□基本 洋室ダブル（2名1室）
● IN15：00／OUT10：00
※ 宿泊除外日：
12/31、5/3、
5/4、5/19

ホテル京阪浅草
adam上の地域名：上野・浅草

外観（イメージ）

浅草
a

★ 地下鉄田原町駅から徒歩約1分
● 洋室（1～2名1室）
洋室ダブル（2名1室）
※ バスタブはございません。
（シャワーブースのみ）
● IN14：00（通常15：00）／
OUT12：00（通常11：00）
※ 宿泊除外日：12/31、1/1、
5/6～5/12、5/19

adam上の地域名：上野・浅草

外観

浅草
アゴーラ・プレイス浅草 b

★ JR上野駅浅草口
から徒歩約2分
●洋室（1～2名1室）
●IN14：00／
　OUT12：00（通常11：00）
※ 宿泊除外日：
5/6

ホテルサンルート“ステラ”上野
adam上の地域名：上野・浅草

外観

上野
b

★ JR上野駅から
徒歩約12分
● 洋室（1～2名1室）
●IN15：00／OUT10：00

水月ホテル鷗外荘
adam上の地域名：上野・浅草

外観

上野

森鷗外旧邸入館可能
施設使用料 3,240円（2歳）

a
★ JR鶯谷駅から
徒歩約3分
● 洋室（2名1室）
洋室ダブル（1～2名1室）
●IN15：00／OUT11：00

CANDEO HOTELS上野公園
adam上の地域名：上野・浅草

外観（イメージ）

上野
a

★ 都営浅草駅から
徒歩約3分
● 洋室（1名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN15：00／
OUT11：00（通常10：00）
※ 宿泊除外日：
12/31、5/19

ホテル法華クラブ浅草
adam上の地域名：上野・浅草浅草

外観

b
★ JR・地下鉄浅草橋駅
から徒歩約2分
●洋室（1名1室）
　洋室ダブル（2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN15：00／OUT10：00

京急EXイン 浅草橋駅前
adam上の地域名：上野・浅草

外観

浅草橋

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

c
★ JR秋葉原駅
中央改札口直結1分
● 洋室（1～2名1室）
※ 全室シャワーブース
のみとなります。バス
タブはございません。
● IN14：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：1/4

レム秋葉原
adam上の地域名：上野・浅草

外観

秋葉原

朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー限定）※1

基本
★ JR両国駅西口
　から徒歩約1分
●洋室（1～3名1室）
● IN15：00／
OUT12：00（通常10：00）
※1 12/31～1/4

を除く

パールホテル両国
adam上の地域名：錦糸町・両国・東陽町

外観

両国

ウェルカムドリンク付き（ペットボトル1本）

基本
★ 地下鉄葛西駅から
徒歩約3分

●洋室（1～3名1室）
● IN15：00／
OUT12：00（通常10：00）

パールホテル葛西
adam上の地域名：錦糸町・両国・東陽町葛西

外観

基本
★ 地下鉄茅場町駅中央東
出口4Bから徒歩約3分

●洋室（1～3名1室）
● IN15：00／
OUT12：00（通常10：00）

パールホテル茅場町
adam上の地域名：錦糸町・両国・東陽町

外観

茅場町

ウェルカムドリンク付き（お一人様1回）

基本
★地下鉄木場駅から
　徒歩約3分
●洋室（1～3名1室）
●IN15：00／OUT10：00

デイナイスホテル東京
adam上の地域名：錦糸町・両国・東陽町

外観

木場

a
★ 地下鉄東陽町駅
から徒歩約1分
●洋室（1名1室）
● IN15：00／
OUT11：00（通常10：00）
※ 宿泊除外日：
12/31

相鉄フレッサイン東京東陽町駅前
adam上の地域名：錦糸町・両国・東陽町

外観（イメージ）

東陽町

女性のお客様にレディースセットご用意 ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

c
★ 地下鉄錦糸町駅5番出口直結1分
● 洋室（1～2名1室）
　洋室ダブル（2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
※ ツインルームはすべて東京スカ

イツリー®が見えるお部屋です。
●IN15：00／OUT11：00

ロッテシティホテル錦糸町
adam上の地域名：錦糸町・両国・東陽町

外観

錦糸町

朝食を昼食に変更可能（レストラン･メニュー限定）

c
★ 地下鉄東陽町駅
から徒歩約7分
●洋室（1～3名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN14：00／
OUT12：00（通常11：00）
※ 宿泊除外日：1/27

ホテルイースト21 東京
adam上の地域名：錦糸町・両国・東陽町

外観（イメージ）

東陽町

基本
★ JR蒲田駅西口
から徒歩約3分
● 洋室（1名1室）
洋室ダブル（2名1室）
●IN15：00／OUT10：00
※ 朝食はホテルからの
サービスです。
（6：30～9：30）

西鉄イン蒲田
adam上の地域名：大森・蒲田・羽田蒲田

外観

b
★ JR大森駅中央改札口
直結1分（大森駅ビル内）
● 洋室（2～3名1室）
洋室ダブル（1～2名1室）
● IN15：00／
OUT12：00（通常10：00）

大森東急REIホテル
adam上の地域名：大森・蒲田・羽田

外観

大森

朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー限定）

b
★ JR・東急蒲田駅
西口から徒歩
約5分
●洋室（1～3名1室）
● IN15：00／
OUT12：00（通常10：00）

ホテルビスタ蒲田 東京
adam上の地域名：大森・蒲田・羽田蒲田

外観

ウェルカムドリンク付き

b
★ JR・京浜急行蒲田駅
から徒歩約5分
●洋室（1名1室）
　洋室ダブル（2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN15：00／OUT10：00
※ 宿泊除外日：
4/1～5/27

京急EXイン 蒲田
adam上の地域名：大森・蒲田・羽田

外観

蒲田
b

★ JR・東急蒲田駅
から徒歩約3分
● 洋室（1～2名1室）
● IN15：00／OUT10：00
※ 宿泊除外日：
12/31、5/3、
5/4

相鉄フレッサイン東京蒲田
adam上の地域名：大森・蒲田・羽田

外観（イメージ）

蒲田

女性のお客様にレディースセットご用意（アメニティ）

b
★ 京浜急行空港線
穴守稲荷駅から
徒歩約2分

●洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。

●IN14：00／OUT11：00

タマディアホテル羽田
adam上の地域名：大森・蒲田・羽田

外観

羽田

朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー限定）

f
★ 羽田空港第2旅客
ターミナルビル
出発ロビー直結1分

● 洋室（1～3名1室）
●IN14：00／OUT11：00

羽田エクセルホテル東急
adam上の地域名：大森・蒲田・羽田

外観

羽田

2名1室1名
利用追加代金

ワンドリンク付き

b
★ ゆりかもめ
国際展示場正門駅
から徒歩約5分
●洋室（1～2名1室）
● IN15：00／
OUT12：00（通常11：00）
※ 宿泊除外日：
12/29～1/1

ホテルトラスティ東京ベイサイド
adam上の地域名：湾岸（竹芝・お台場）

外観

有明
b

★ ゆりかもめ有明駅
から徒歩約3分
●洋室（1～3名1室）
● IN14：00／
OUT11：00（通常10：00）
※ 宿泊除外日：
10/24～10/26、
12/28～12/31、1/5

東京ベイ有明ワシントンホテル
adam上の地域名：湾岸（竹芝・お台場）

外観

有明

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

c
有明 adam上の地域名：湾岸（竹芝・お台場）

★ ゆりかもめ
国際展示場正門駅
から徒歩約3分
●洋室（1～3名1室）
●IN15：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
12/28～12/31、
5/6

外観

ホテルサンルート有明

2名1室1名
利用追加代金

フィットネスジム利用可能

g
★ 羽田空港から
車で約20分
● 洋室（1～3名1室）
●IN15：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：
12/31、1/12

ヒルトン東京お台場
adam上の地域名：湾岸（竹芝・お台場）

外観（イメージ）

台場

土曜日追加代金

基本
★ 京王電鉄
京王八王子駅から
徒歩約1分
●洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
●IN15：00／OUT11：00

ザ・ビー八王子
adam上の地域名：東京西部

外観（イメージ）

八王子
基本

★ JR八王子駅北口
から徒歩約3分
●洋室（1名1室）
●IN16：00／OUT10：00

マロウドイン八王子
adam上の地域名：東京西部

外観

八王子
基本

★ 西武新宿線
久米川駅南口
から徒歩約3分
●洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームはリクエスト
手配となります。
●IN15：00／OUT11：00

ホテルメッツ久米川
adam上の地域名：東京西部

外観

久米川

e
★ JR水道橋駅から
徒歩約３分
● 洋室（1～2名1室）
● IN14：00（通常15：00）／
OUT12：00（通常11：00）
※ 1/9は通常チェックイン、
1/8は通常チェックアウト
※ 宿泊除外日：12/31、1/1

庭のホテル 東京
adam上の地域名：飯田橋・水道橋・九段

外観

水道橋

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

上野・浅草
神田・秋葉原

錦糸町・両国
東陽町
茅場町・葛西
木場

大森・蒲田
羽田

b
★ JR・地下鉄神田駅
から徒歩約3分
●洋室（1名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN14：00／OUT11：00

ユニゾイン神田駅西
adam上の地域名：上野・浅草

外観（イメージ）

神田

2017年8月15日オープン

c
★ 地下鉄天空橋駅
から徒歩約3分
●洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
●IN15：00／OUT10：00
※ 宿泊除外日：10/2～
10/24、4/1～5/27

京急EXイン 羽田
adam上の地域名：大森・蒲田・羽田羽田

外観

2017年10月25日オープン
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朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー限定）

g
★ みなとみらい線みなと
みらい駅から徒歩約１分
● 洋室（1～3名1室）
※ パークビューのお部屋
となります。
● IN14：00／
OUT12：00（通常11：00）
※ 宿泊除外日：1/9、1/29

横浜ベイホテル東急
adam上の地域名：横浜

外観

横浜

土曜日追加代金

g
★ みなとみらい線みなと
みらい駅から徒歩約5分
● 洋室（1～3名1室）
※禁煙ルームのみの設定となります。
※ シティビュー（街側）のお部屋となります。
● IN14：00／
OUT12：00（通常11：00）
※ 宿泊除外日：12/31、1/3、5/3、5/4

ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル
adam上の地域名：横浜

外観

横浜

朝食を昼食に変更可能
土曜日追加代金

f
★ みなとみらい線元町・中華街
駅1番出口から徒歩約1分
● 洋室（1～3名1室）
●IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：11/20
※1   12/22～12/24、

12/28～1/2、
4/27～5/5を除く

ホテルニューグランド（タワー館）
adam上の地域名：横浜

外観

横浜

朝食を昼食に変更可能（中華街「招福門」※1）

f
★ JR海浜幕張駅から徒歩約5分
● 洋室（1～3名1室）
※ 禁煙・喫煙ルームはリク
エスト対応となります。
● IN14：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：
12/31～1/2、1/9
※1   フェア期間除く

ホテルニューオータニ幕張
adam上の地域名：舞浜・浦安・幕張

外観

幕張

または

朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー限定）※1

a
★ JR立川駅から
　徒歩約2分
●洋室（1～2名1室）
● IN12：00（通常14：00）／
OUT12：00（通常10：00）

立川ワシントンホテル
adam上の地域名：東京西部

外観

立川
a

★ 京王・小田急・多摩モノ
レール多摩センター駅
から徒歩約3分
● 洋室（1～3名1室）
洋室ダブル（2名1室）
● IN14：00／
OUT12：00（通常11：00）

京王プラザホテル多摩
adam上の地域名：東京西部

外観

多摩
a

★ JR武蔵境駅南口
から徒歩約1分
●洋室（1～2名1室）
※ 喫煙ルームはリクエスト
手配となります。
●IN15：00／OUT11：00

ホテルメッツ武蔵境
adam上の地域名：東京西部

外観

武蔵境
a

★ JR国分寺駅南口
から徒歩約1分
●洋室（1～2名1室）
※ 喫煙ルームはリクエスト
手配となります。
●IN15：00／OUT11：00
※ 朝食は3Fラウンジに
て6:30～9:00までの
ご用意となります。

ホテルメッツ国分寺
adam上の地域名：東京西部

外観

国分寺
a

★ JR町田駅から
徒歩約2分
●洋室（1～3名1室）
● IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
5/6

ベストウェスタンレンブラントホテル東京町田
adam上の地域名：東京西部

外観

町田

b
★ JR立川駅南口
から徒歩約1分
●洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームはリクエスト
手配となります。
●IN15：00／OUT11：00

ホテルメッツ立川
adam上の地域名：東京西部

外観

立川
b

★ JR高円寺駅北口
から徒歩約1分
●洋室（1～2名1室）
※ 2名1室はリクエスト
手配となります。
※ 喫煙ルームはリクエスト
手配となります。
●IN15：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：1/28

ホテルメッツ高円寺
adam上の地域名：その他東京都

外観

高円寺
b

★ JR・京王吉祥寺駅
から徒歩約1分
● 洋室（1～2名1室）
洋室ダブル（2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。

●IN15：00／OUT10：00

吉祥寺東急REIホテル
adam上の地域名：東京西部

外観

吉祥寺
c

★ JR・京王吉祥寺駅
から徒歩約5分
●洋室（1～3名1室）
●IN14：00／OUT12：00

吉祥寺第一ホテル
adam上の地域名：東京西部

外観

吉祥寺
c

★ JR八王子駅北口
から徒歩約1分
●洋室（1～3名1室）
　洋室ダブル（2名1室）
● IN14：00／
OUT12：00（通常11：00）

京王プラザホテル八王子
adam上の地域名：東京西部

外観

八王子

横浜
鶴見

その他
神奈川県
川崎・藤沢・大船
溝ノ口・横須賀・海老名

幕張

基本
★ 地下鉄
伊勢佐木長者町駅
3A出口から徒歩
約1分
●洋室（1～2名1室）
●IN14：00／OUT10：00
※ 宿泊除外日：
4/13、4/14

横浜伊勢佐木町ワシントンホテル
adam上の地域名：横浜

外観

横浜
基本

★ 京急鶴見駅東口
から徒歩約3分
●洋室（1～2名1室）
● IN14：00／
OUT12：00（通常10：00）

ベストウェスタン横浜
adam上の地域名：横浜

外観

鶴見
a

★ JR鶴見駅東口
から徒歩約1分
●洋室（1～2名1室）
※ 2名1室はリクエスト
手配となります。
●IN15：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
11/5

ホテルメッツ横浜鶴見
adam上の地域名：横浜

外観

鶴見
a

★ JR・京浜急行横浜駅
きた東口A出口から
徒歩約2分
●洋室（1名1室）
　洋室ダブル（2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN15：00／OUT10：00
※ 宿泊除外日：4/1～5/27

京急EXイン 横浜駅東口
adam上の地域名：横浜

外観

横浜
b

★ JR・地下鉄新横浜
駅から徒歩約2分
●洋室（1～2名1室）
　洋室ダブル（2名1室）
●IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
10/27、10/28、
12/31、1/8、
1/14

新横浜プリンスホテル
adam上の地域名：横浜

外観

横浜
b

★ JR桜木町駅南口
から徒歩約6分
●洋室（1～3名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN14：00／OUT11：00

横浜マンダリンホテル
adam上の地域名：横浜

外観（イメージ）

横浜

c
★ みなとみらい線
元町・中華街駅2番
出口から徒歩約1分
●洋室（1～3名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
●IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：12/30～
1/2、5/3～5/5

ローズホテル横浜
adam上の地域名：横浜

外観

横浜
c

★ みなとみらい線元町・中華街
駅1番出口から徒歩約3分
●洋室（1～3名1室）
※ 禁煙ルームのみの設定となります。
※ シティビュー（街側）のお部屋となります。
● IN14：00／OUT11：00

ホテルモントレ横浜
adam上の地域名：横浜

外観

横浜

または

d
★ JR桜木町駅から徒歩約1分
● 洋室（2～3名1室）
洋室ダブル（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
●IN15：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：12/23、12/24、12/29

～1/1、2/11、2/18、5/3、5/4

ニューオータニイン横浜プレミアム
adam上の地域名：横浜

外観

横浜

土曜日追加代金
旧：ニューオータニイン横浜

d
★ みなとみらい線
元町・中華街駅1番
出口から徒歩約1分
● 洋室（1～2名1室）
●IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：11/20
※1 12/22～12/24、12/28

～1/2、4/27～5/5を除く

ホテルニューグランド（本館）
adam上の地域：横浜

外観

横浜

朝食を昼食に変更可能（中華街「招福門」※1）
土曜日追加代金

宿泊者専用ラウンジにてドリンク付き

d
★ JR新横浜駅直結1分
● 洋室（2名1室）
洋室ダブル（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
●IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
11/12

ホテルアソシア新横浜
adam上の地域名：横浜

外観

横浜

e
★ JR・京浜急行横浜駅
西口から徒歩約1分
● 洋室（1～3名1室）
洋室ダブル（2名1室）
●IN15：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：
1/4、1/8

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
adam上の地域名：横浜

外観

横浜

土曜日追加代金

e
★ JR桜木町駅から徒歩約5分
● 洋室（2～3名1室）
洋室ダブル（1名1室）
※ 禁煙ルームのみの設定となります。
※ シティビュー（街側）の
お部屋となります。
●IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：12/31、1/15

横浜ロイヤルパークホテル
adam上の地域名：横浜

外観

横浜

朝食を昼食に変更可能
土曜日追加代金

基本
★ 京急川崎駅中央口
から徒歩約3分
● 洋室（1～2名1室）
● IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
5/6

ホテルサンルート川崎
adam上の地域名：その他神奈川県

外観

川崎
基本

★ JR藤沢駅南口
から徒歩約5分
● 洋室（1～2名1室）
●IN15：00／OUT10：00

ホテル法華クラブ湘南藤沢
adam上の地域名：その他神奈川県

外観

藤沢

女性のお客様にレディースセットご用意

基本
★ 京急川崎駅中央口
から徒歩約8分
● 洋室（1～3名1室）
　洋室ダブル（2名1室）
● IN15：00／
OUT12：00（通常10：00）

パールホテル川崎
adam上の地域名：その他神奈川県

外観（イメージ）

川崎

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

a
★ JR川崎駅西口
から徒歩約1分
●洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームはリクエスト
手配となります。
● IN15：00／OUT11：00

ホテルメッツ川崎
adam上の地域名：その他神奈川県

外観

川崎
a

★ JR川崎駅東口
から徒歩約5分
京急川崎駅中央改札
から徒歩約6分
● 洋室ダブル（1～2名1室）
● IN14：00／OUT11：00

ダイワロイネットホテル川崎
adam上の地域名：その他神奈川県

外観

川崎

女性のお客様にレディースセットご用意

a
★ JR武蔵溝ノ口駅南口
から徒歩約1分
●洋室（1～2名1室）
※ 2名1室はリクエスト
手配となります。
※ 喫煙ルームはリクエスト
手配となります。
● IN15：00／OUT11：00

ホテルメッツ溝ノ口
adam上の地域名：その他神奈川県

外観

溝ノ口

a
★JR大船駅
南改札東口から
徒歩約3分

●洋室（1～2名1室）
　洋室ダブル（2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
●IN15：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：10/2～12/31

ホテルメッツかまくら大船
adam上の地域名：鎌倉

外観

大船

b a
★ 京浜急行汐入駅
から徒歩約1分
● b洋室（2～3名1室）
a洋室ダブル（1～2名1室）
● IN14：00／
OUT12：00（通常11：00）
※ 宿泊除外日：
12/31、5/8

メルキュールホテル横須賀
adam上の地域名：その他神奈川県横須賀

外観

b
★ 小田急線・相鉄線
海老名駅から
徒歩約3分
●洋室（1～2名1室）
● IN15：00／OUT10：00
※ 宿泊除外日：
12/31

ホテルビスタ海老名
adam上の地域名：その他神奈川県海老名

外観

b
★ 京浜急行川崎駅
直結1分
●洋室（1名1室）
　洋室ダブル（2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN15：00／OUT10：00
※ 宿泊除外日：
4/1～5/27

京急EXイン 京急川崎駅前
adam上の地域名：その他神奈川県

外観

川崎
基本

★ JR幕張本郷駅
から徒歩約3分
●洋室（1～3名1室）
●IN16：00／OUT10：00

メイプルイン幕張
adam上の地域名：舞浜・浦安・幕張

外観

幕張

b
★ 成田空港からリム
ジンバスで約35分
● 洋室（1～4名1室）
● IN14：00／
　OUT12：00（通常11：00）

adam上の地域名：舞浜・浦安・幕張

外観

幕張
ホテルスプリングス幕張

ウェルカムドリンク付き（自動販売機にてお好きなドリンク1本）

e
★ JR海浜幕張駅
から徒歩約4分
● 洋室（1～3名1室）
● IN15：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：
12/30～1/1、
1/9

ホテル ザ・マンハッタン
adam上の地域名：舞浜・浦安・幕張

外観

幕張

土曜日追加代金

d
★ JR海浜幕張駅
から徒歩約5分
● 洋室（1～3名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
12/8、12/9、
1/8

アパホテル&リゾート東京ベイ幕張
adam上の地域名：舞浜・浦安・幕張

外観（イメージ）

幕張

土曜日追加代金

基本
★ JR千葉駅東口
から徒歩約5分
● 洋室（1～2名1室）
● IN14：00／
OUT12：00（通常10：00）

千葉ワシントンホテル
adam上の地域名：千葉・木更津

外観

千葉

c
★ みなとみらい線
みなとみらい駅
2番出口から
徒歩約7分
●洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
●IN15：00／OUT11：00

ホテルビスタプレミオ横浜［みなとみらい］
adam上の地域名：横浜横浜

外観

2017年6月30日オープン

朝食を昼食に変更可能

a
★ JR立川駅から
徒歩約3分
●洋室（1～2名1室）
●IN13：00／OUT12：00

パレスホテル立川
adam上の地域名：東京西部

外観

立川

千葉・木更津
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a
★ JR千葉駅から
徒歩約3分
●洋室（2名1室）
　洋室ダブル（1～2名1室）
※ 禁煙ルームのみの
設定となります。
● IN14：00／OUT11：00

ダイワロイネットホテル千葉駅前
adam上の地域名：千葉・木更津

外観（イメージ）

千葉

女性のお客様にレディースセットご用意（フロントにて）

基本
★ 京成電鉄
千葉中央駅直結1分
● 洋室（1～3名1室）
●IN13：00／OUT11：00

京成ホテルミラマーレ
adam上の地域名：千葉・木更津

外観

千葉

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

基本
★ JR木更津駅から
徒歩約5分
● 洋室（1名1室）
● IN13：00（通常15：00）／
OUT12：00（通常10：00）

ホテルロイヤルガーデン木更津
adam上の地域名：千葉・木更津木更津

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

外観 成田

その他
千葉県
市原・津田沼
柏

埼玉県
浦和・大宮
川越

茨城県
つくば・水戸

群馬県
高崎

栃木県
宇都宮

長野県

朝食を昼食に変更可能

基本
★ JR・京成電鉄成田空港
駅からバスで約30分
※ JR・京成電鉄成田空港駅から

送迎あり。詳細は直接ホテルへ
● 洋室（1～3名1室）
● IN15：00／
OUT13：00（通常11：00）

ANAクラウンプラザホテル成田
adam上の地域名：成田

外観

成田

基本
★ ＪＲ空港第２ビル駅からバスで
約8分（第１ターミナル経由）

● 西館 デラックスダブルルーム（1名1室）
西館 デラックスツインルーム（2～4名1室）
西館 モデレートツイン（2名1室）
● IN14：00／
OUT12：00（通常11：00）

成田東武ホテルエアポート
adam上の地域名：成田成田

朝食を昼食に変更可能

外観

a
★ JR空港第2ビル駅
から車で約15分
● 洋室（1～3名1室）
● IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
2/1～5/27

成田エクセルホテル東急
adam上の地域名：成田成田

外観

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

基本
★ JR内房線八幡宿駅
から徒歩約3分
● 洋室（1～2名1室）
● IN15：00／OUT10：00
※ 朝食は和定食限定
となります。

八幡宿第一ホテル
adam上の地域名：その他千葉県

外観

市原
a

★ JR津田沼駅南口
から徒歩約1分
●洋室（1～2名1室）
※ 喫煙ルームはリクエスト
手配となります。
●IN15：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
1/14

ホテルメッツ津田沼
adam上の地域名：その他千葉県

外観

津田沼
b

★ つくばエクスプレス
柏の葉キャンパス駅
から徒歩約2分
● 洋室（2～3名1室）
洋室ダブル（1名1室）
● IN15：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
4/2～4/12

三井ガーデンホテル柏の葉
adam上の地域名：その他千葉県柏

外観

ミネラルウォーター付き（お一人様1本）

a
★ JR浦和駅西口
から徒歩約1分
●洋室（1～2名1室）
　洋室ダブル（2名1室）
※ 喫煙ルームはリクエスト
手配となります。
●IN15：00／OUT11：00

ホテルメッツ浦和
adam上の地域名：埼玉

外観

浦和
b

★ JR浦和駅から 
徒歩約7分
●洋室（1～3名1室）
●IN14：00／OUT12：00

浦和ロイヤルパインズホテル
adam上の地域名：埼玉

外観

浦和
b

★ JR浦和駅西口から
徒歩約3分
●洋室（1名1室）
●IN14：00／OUT10：00

浦和ワシントンホテル
adam上の地域名：埼玉

外観

浦和

女性のお客様にレディースセットご用意（アメニティ）

c
★ JR大宮駅西口から
徒歩約3分
● 洋室（1～3名1室）
●IN14：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：
12/30～1/2、
2/10

パレスホテル大宮
adam上の地域名：埼玉

外観

大宮

朝食を昼食に変更可能

d
★ 西武鉄道本川越駅
直結1分
●洋室（1～3名1室）
●IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
10/13～10/15、
10/17～10/20、
10/25、12/31、
1/1、5/3～5/5

川越プリンスホテル
adam上の地域名：埼玉

外観

川越

a
★ つくばエクスプ
レスつくば駅
から徒歩約2分
●洋室（1～3名1室）
●IN14：00／OUT11：00

オークラフロンティアホテルつくば
adam上の地域名：茨城

外観

つくば
a

★ JR水戸駅北口
から徒歩約1分
● 洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームはリクエスト
手配となります。
●IN15：00／OUT11：00

ホテルメッツ水戸
adam上の地域名：茨城

外観

水戸
a

★ JR宇都宮駅
直結1分
●洋室（1～2名1室）
※ 禁煙ルームはリクエスト
手配となります。
●IN15：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
1/3

ホテルアール・メッツ宇都宮
adam上の地域名：栃木

外観

宇都宮
a

★ JR宇都宮駅から
徒歩約3分
● 洋室（2名1室）
　 洋室ダブル（1～2名1室）
● IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：10/14、
11/23～11/25

ダイワロイネットホテル宇都宮
adam上の地域名：栃木

外観

宇都宮

女性のお客様にレディースセットご用意（アメニティ）

a
★ JR高崎駅直結
1分
●洋室（1～2名1室）
●IN14：00／OUT11：00
※ 宿泊除外日：
12/31

ホテルメトロポリタン高崎
adam上の地域名：群馬

外観

高崎
b

★ JR長野駅から 
徒歩約１分
●洋室（1～2名1室）
※ 喫煙ルームはリクエスト
手配となります。
●IN15：00／OUT12：00
※ 宿泊除外日：11/23、
12/31～1/2、4/14、
5/3～5/5

ホテルメトロポリタン長野
adam上の地域名：その他長野県

外観

長野

（イメージ）

基本
★ JR千葉駅から 
徒歩約7分
●洋室（1～3名1室）
● IN15：00／
OUT12：00（通常11：00）
※ 宿泊除外日：
1/21

三井ガーデンホテル千葉
adam上の地域名：千葉・木更津

外観

千葉

■マークのご案内

※1  男女別、時間等により入替制の場合もございます。また、複数の風呂のある施設で
一部有料の場合もございます。

※2  出発前予約制となり、ルーム数に限りがあります。また、ルームタイプに指定がある
場合がございます。ご予約時にお申し出ください。

※3  出発前予約制となり、2名1室を1名でご利用いただけます。（ツインの1名利用とな
ります。ただし、一部の施設は、ダブルルームの1名利用となります。）その際は、1名
1室の基本代金に対して、2名1室1名利用の追加代金が必要となります。

※4  出発前にご予約（有料）が必要です。

※5  このマークが付いたホテルでは、24時間以上ご滞在いただけます。滞在時間はホ
テルにより異なります。

※6  ご出発前日より起算して、30日前までのご予約でホテル追加代金より1泊につきお
一人様500円引きとなります。詳細は、P.8をご覧ください。

※7  土曜日追加代金が必要となります。詳細は、P.8をご覧ください。

※特に記載のない限り、バス・トイレ付きとなります。

温泉あり 大浴場あり※1 露天風呂※1
あり

禁煙ルーム※2 レディース
ルーム※2

1名1室の場合ダブルの
シングル利用となります。

1名1室の場合ツインの
シングル利用となります。

※写真下にある 　　　 はホテルからのおもてなしです。　※2017年6月現在の情報となります。　

2名1室1名
利用追加代金

※3

早割30の設定がある
ホテルとなります。※6

※7
土曜日追加代金

※5

※4
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最少1泊のお申し込みがあれば、例えばご出張の途中でお友達の家や、お客様自身で手配したホテルなど、自由に宿泊先を選べます。

ホテルは全設定施設から選択可能です！
宿泊は1泊から3泊、最長14日間の日程までご利用いただけます！ ANAシティプランご都合に合わせて飛行機もホテルも選べる！

日程 (出発日)
を選ぶ フライト(ご利用便)

を選ぶ ホテルを選ぶ

例えば、
ANAシティプラン
のご利用で

1泊例

2泊例

シティプラン
aグループホテル

4日目（1泊）

シティプラン
基本グループホテル

3日目（2泊目）
シティプラン
bグループホテル

1日目（1泊目）

親戚の家に宿泊

1日目～3日目

ご自身で手配した
ホテルに宿泊

2日目

出発

出発

お帰り

お帰り

基本代金・追加代金

シティプラン 東京 1・2・3泊

◆基本代金に含まれるもの　 ①包括旅行割引運賃適用の航空運賃　②国内線旅客施設使用料　③規定の宿泊費、食事代
※規定以外の交通費、食事代、入園料等はお客様負担となります。

※ 1室の利用人数が宿泊日ごとに異なる場合、最大の利用人数の基本代金を適用します。
※5名1室の設定があるホテルをご利用の場合は、3～4名1室の基本代金を基準とし、ご利用ホテルグループごとに追加代金が必要となります。
※ご宿泊ホテルにより追加代金が必要となります。
※基本フライト以外をご利用の場合は、追加代金が必要となります。

ご 注 意

〈那覇発／基本グループホテル・往復基本フライト利用〉
※那覇発以外の設定もございます。フライト情報ページをご確認ください。

1
泊

2
泊

3
泊

■基本代金（お一人様） 単位：円

■出発日カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください。）
商品コード

出発30日前
までのご予約

出発29日前
からのご予約

1泊 R8331A R8331H
2泊 R8332A R8332H
3泊 R8333A R8333H
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ホテル追加代金が1泊につきお一人様500円引き！
ご出発の前日から起算して、
30日前までのご予約で、対象ホテルの

「出発30日前まで」の商品コード（末尾A）でご予約ください。出発日の前日から起算して29日前から7日前までにご予約される場合は「出発29日前から」の商品コード（末尾H）でご予約ください。販売店の皆様へ

※対象ホテルは限定となり、上記マークがあるホテルとなります。　※一部出発日は、対象外となります。
※追加代金なし０円の宿泊日は、早割対象外となります。また追加代金が500円未満の宿泊日は、記載している追加代金分が割引となります。
※出発日の前日から起算して30日前までにお申し込みいただいた場合のみ適用となります。
※出発日の前日から起算して29日前からの出発日の変更、コース（商品コード）の変更、参加者の変更・追加が発生した場合は、対象外となります。

単位：円

宿泊
ホテル
グループ

宿泊日

1室
利用人数

10/2～10/7
10/9～10/31

10/8
11/3

12/29～1/3
1/7
2/11
4/29

5/3～5/5

11/1
11/2

11/4～12/28
1/4～1/6
1/8～1/31

2/1～2/10
2/12～2/28 3/1～3/31

4/1～4/28
4/30～5/2
5/6～5/27

日～金 土 日～金 土 日～金 土 日～金 土 日～金 土 日～金 土

基本グループホテル 2名1室1名利用 5,800 6,700 6,600 5,800 6,700 5,800 6,700 5,800 6,700 5,800 6,700 5,800 6,700

a
グループ

3～4名1室
追加代金なし 0円2名1室

1名1室
2名1室1名利用 6,900 10,400 10,400 6,900 10,400 6,900 10,400 6,900 10,400 6,900 10,400 6,900 10,400

b
グループ

3～4名1室
追加代金なし 0円2名1室

1名1室
2名1室1名利用 9,400 12,200 12,600 9,400 12,200 9,400 12,200 9,400 12,200 9,400 12,200 9,400 12,200

c
グループ

3名1室
追加代金なし 0円2名1室

1名1室
2名1室1名利用 9,800 12,500 13,000 9,800 12,500 9,800 12,500 9,800 12,500 9,800 12,500 9,800 12,500

d
グループ

3～4名1室 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
2名1室 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
1名1室 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

2名1室1名利用 14,500 19,200 19,200 14,500 19,200 14,500 19,200 14,500 19,200 14,500 19,200 14,500 19,200

e
グループ

3～5名1室 5,000 8,500 9,500 5,000 8,500 5,000 8,500 5,000 8,500 5,000 8,500 5,000 8,500
2名1室 6,000 9,000 10,000 6,000 9,000 6,000 9,000 6,000 9,000 6,000 9,000 6,000 9,000
1名1室 10,000 13,000 14,500 10,000 13,000 10,000 13,000 10,000 13,000 10,000 13,000 10,000 13,000

2名1室1名利用 14,700 19,800 19,800 14,700 19,800 14,700 19,800 14,700 19,800 14,700 19,800 14,700 19,800

f
グループ

3名1室 6,500 9,500 11,000 6,500 9,500 6,500 9,500 6,500 9,500 6,500 9,500 6,500 9,500
2名1室 7,500 10,500 11,500 7,500 10,500 7,500 10,500 7,500 10,500 7,500 10,500 7,500 10,500
1名1室 13,500 18,000 19,500 13,500 18,000 13,500 18,000 13,500 18,000 13,500 18,000 13,500 18,000

2名1室1名利用 17,600 21,100 21,000 17,600 21,100 17,600 21,100 17,600 21,100 17,600 21,100 17,600 21,100

g
グループ

3～4名1室 8,500 11,000 12,500 8,500 11,000 8,500 11,000 8,500 11,000 8,500 11,000 8,500 11,000
2名1室 10,500 13,500 14,500 10,500 13,500 10,500 13,500 10,500 13,500 10,500 13,500 10,500 13,500
1名1室 19,000 23,000 27,000 19,000 23,000 19,000 23,000 19,000 23,000 19,000 23,000 19,000 23,000

h
グループ

3名1室 11,500 14,000 14,000 11,500 14,000 11,500 14,000 11,500 14,000 11,500 14,000 11,500 14,000
2名1室 13,000 16,000 16,000 13,000 16,000 13,000 16,000 13,000 16,000 13,000 16,000 13,000 16,000
1名1室 25,000 32,000 32,000 25,000 32,000 25,000 32,000 25,000 32,000 25,000 32,000 25,000 32,000

i
グループ

3名1室 15,500 15,000 16,000 15,500 15,000 15,500 15,000 15,500 15,000 15,500 15,000 15,500 15,000
2名1室 18,000 19,500 19,500 18,000 19,500 18,000 19,500 18,000 19,500 18,000 19,500 18,000 19,500
1名1室 33,500 40,500 41,000 33,500 40,500 33,500 40,500 33,500 40,500 33,500 40,500 33,500 40,500

J
グループ

3名1室 22,000 23,000 27,000 22,000 23,000 22,000 23,000 22,000 23,000 22,000 23,000 22,000 23,000
2名1室 29,000 30,500 32,500 29,000 30,500 29,000 30,500 29,000 30,500 29,000 30,500 29,000 30,500
1名1室 51,000 56,000 63,500 51,000 56,000 51,000 56,000 51,000 56,000 51,000 56,000 51,000 56,000

品川プリンス
ホテル

メインタワー

3名1室 1,000 2,000 3,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000
2名1室 1,000 2,000 6,500 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000
1名1室 5,000 9,000 14,000 5,000 9,000 5,000 9,000 5,000 9,000 5,000 9,000 5,000 9,000

ホテル追加代金（お一人様／1泊につき） 基本グループホテル以外のホテルへご宿泊の場合は、ご宿泊日に応じて下記の追加代金が必要となります。
※ 2名1室1名利用のホテル追加代金は、1名1室の基本代金に対して必要となります。2名1室を1名でご利用いただけるホテルは、 2名1室1名利用追加代金  施設となります。

土曜日追加代金 各ホテル情報内に 土曜日追加代金  マークのある施設は、土曜日宿泊の場合、お一人様1泊につき
5,000円の追加代金が別途必要となります。



販売店の
皆様へ

 のあるプランはスカイホリデークーポンが発券されます。   はadamより行程案内書が印刷できます。  情  は情報ブック（A2Infoに掲載）に詳しい記載がございます。
● オプショナルプランをご予約の際は、旅程内のご利用日にてご予約ください。
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■営業時間： 8：00～22：00（最終入場21：00）
※変更となる場合がございます。

■設定除外日：なし
■ アクセス： 東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー」駅すぐ。

東武スカイツリーライン・都営浅草線・東京メトロ半蔵門線・
京成押上線「押上（スカイツリー前）駅」直結
※ 東京スカイツリー®のある東京スカイツリータウン®に直結と
なります。

①東京スカイツリー®天望デッキ（350m）・天望回廊（450m）セット 期間指定入場券引換券
②東京スカイツリー®天望デッキ（350m）期間指定入場券引換券
③ 東京スカイツリー®天望デッキ（350m）・天望回廊（450m）セット 日付指定入場券引換券
④ 東京スカイツリー®［16：00以降限定］天望デッキ（350m）・天望回廊（450m）セット 日付指定入場券引換券
 ※THE SKYTREE SHOPお買い物10%割引券付き

⑤ 東京スカイツリー®天望デッキ（350m）日付指定入場券引換券

〈ご案内〉 ※①・②は枚数限定となり、連続した5日間のなかでお好きな1日を選んでご利用いただけます。 ※18歳の高校生は中人料金、12歳の小学生は小人料金、6
歳の未就学児童は幼児料金でご予約ください。3歳以下は無料となります。 ※入場指定日・指定期間に東京スカイツリー®4階チケットカウンター内日付指定券引換窓
口で入場券に引換えてご利用ください。 ※見学に時間がかかる場合がございますので、余裕をもった航空便をお選びください。

オプショナル
コード

① O4971K

② O4971J

③ O4971 I

④ O4971H

⑤ O4971G

料金
（お一人様）

①・③・④ ②・⑤
大人18歳以上 3,090円 2,060円
中人（中学生・高校生）12～17歳 2,360円 1,540円
小人（小学生）6～11歳 1,440円 930円
幼児4・5歳 930円 620円

■運営会社：東武タワースカイツリー（株）区分 a

片道料金
（お一人様）

①② ③④
中学生以上 930円 1,230円
小学生 470円 620円

事前予約不可

オプショナルプラン　設定期間：2017年10月2日～2018年5月28日

オプショナルコード
①  O7024H ②  O7024J

③  O7024G ④  O7024 I

下記区間の移動にご利用いただけます。
①羽田空港⇒東京駅八重洲北口（鉄鋼ビル） ②東京駅八重洲北口（鉄鋼ビル）⇒羽田空港
③羽田空港⇒新宿エリア ④新宿エリア⇒羽田空港

〈ご案内〉 満席の場合はご乗車いただくことができませんのであらかじめご了承ください。 ※ご利用される航空機の時間帯によりご利用いただけない場合がござい
ます。その場合の払戻はできませんのであらかじめご了承ください。また、あらかじめ決められた区間内でのみ有効です。ご旅行開始後の区間変更はできません。　
※バスは補助席利用の場合もございます。安全運行には十分注意しておりますが、やむを得ず急停車する場合がございます。乗車中はシートベルトの着用にご理
解とご協力をお願いいたします。また時間帯により停車する停留所が異なりますので、詳細はリムジンバスホームページ（http://www.limousinebus.co.jp/）にて
ご確認ください。

〈利用方法〉
片道乗車券のため、のりばごとに引き換え場所が異なります。
下記引き換え場所にてANAスカイホリデークーポンをご提
示のうえ、お受け取りください。
［羽田空港］⇒案内所（リムジンバスチケットカウンター）
［東京駅八重洲北口］⇒ のりば係員（直接クーポンをご提示

のうえご乗車ください。）
［新宿エリア］
① 新宿高速バスターミナル（バスタ新宿）⇒発券カウンター
②各ホテル停留所⇒ホテルフロント

（イメージ）

リムジンバス乗車券

■運行会社：東京空港交通（株）区分 a

料金
（お一人様）

中学生以上 1,200円
小学生　　　 600円

オプショナルコード O2778B

有効期間内に東京メトロ
全線および都営地下鉄全
線を何回でもご利用いた
だけます。

〈ご案内〉 ※羽田空港「インフォメーションデスク」または東京メトロ・都営地
下鉄の主要駅（東京駅・上野駅・新宿駅・新橋駅など）の駅事務室にてANAス
カイホリデークーポンをご提出のうえ、お受け取りください。その他の引き換え
可能な駅につきましては、東京メトロのHPをご覧ください。 ※有効期間は行
程中の最初に自動改札機を通してから48時間となります。 ※東京メトロ線・
都営地下鉄と相互直通運転をしている鉄道会社へ乗り越した場合は、別途
運賃の精算が必要となります。

（イメージ）

Tokyo Subway 48-hour Ticket

（イメージ）

引き換え場所：羽田空港地下2階京急線羽田空港国内線ターミナル駅窓口
にてANAスカイホリデークーポンをご提示のうえ、お受け取りください。

羽田空港国内線ターミナ
ル駅から品川駅（泉岳寺
駅）または横浜駅までのお
トクなきっぷ。

※ 羽田空港国内線ターミナル駅を起点とした往復きっぷです。品川駅、横浜駅を起
点とした往復ではありません。
※引き換え後：9日間有効となります。

オプショナルコード  O6081C

料金
（お一人様）

中学生以上 620円
小学生　　 310円

京急羽得きっぷ

■運営会社：京浜急行電鉄（株）区分 a
■運営会社：東京地下鉄（株）・東京都交通局 区分 a

区分 aのオプショナルプラン商品は当社ANAセールス（株）の募集型企画旅行ではありませんが、取消料は当社旅行条件書【国内旅行に係る取消料】の項目に準じます。
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 基本フライト
 Aフライト、　  Bフライト

復　路往　路

直行便

直行便

直行便

直行便

直行便

直行便

那覇空港 那覇空港羽田空港
成田空港

乗継便

乗継便

乗継便

乗継便

那覇空港

那覇空港

那覇空港

那覇空港

宮古空港

石垣空港

宮古空港

石垣空港

羽田空港
成田空港※1

羽田空港
成田空港※1

●発着空港は同一空港となります。　※1 宮古発・石垣発乗継便の往路到着空港は、羽田・成田空港からお選びいただけます。復路出発空港は羽田空港のみとなります。
●往復とも同日乗り継ぎに限ります。 ●ご利用便の発着時刻変更により、目的地まで同日乗り継ぎできない場合は、設定中止となります。 ●乗り継ぎ地での宿泊はできません。

〈 乗り継ぎ時間のご案内〉  乗り継ぎには、右記の乗り継ぎ時間が必要となります。予約時にはご注意ください。 那覇空港 20分以上

※1  12/3、12/9、12/12の運航。
※2  10/2～11/26、11/30、12/3、12/5、12/6、12/9～12/12、12/15、12/16、12/22～1/8、1/10、1/13、1/16、1/31、2/3、2/9～3/24の運航。
※3  10/2～11/26、11/30、12/4、12/16、12/22～3/24の運航。
※4  10/2～11/26、12/12、12/14、12/27～1/8、1/23、2/9～3/24の運航。

出発地 便名
フ
ラ
イ
ト
出発 ▶ 到着 乗り

継ぎ
乗り
継ぎ 便名

フ
ラ
イ
ト
出発 ▶ 到着 到着地 出発地 便名

フ
ラ
イ
ト
出発 ▶ 到着 乗り

継ぎ
乗り
継ぎ 便名

フ
ラ
イ
ト
出発 ▶ 到着 到着地

〈乗継便〉

那覇 1721 A 09:35▶10:25 宮古
1723 A 10:50▶11:45
1189※1 A 12:05▶13:00
1725 A 13:10▶14:05
1183※2 A 14:25▶15:20
1727 A 16:10▶17:05
1729 A 17:10▶18:05
1763 A 09:55▶11:00 石垣

■3745 A 11:15▶12:15
1767 A 12:25▶13:30
1771※4 A 13:45▶14:50
1775 A 14:50▶15:55
1777 A 16:20▶17:25

■3749 A 17:55▶18:55
1781 A 19:30▶20:30

宮古 1722 A 11:00▶11:50 那覇
1724 A 12:20▶13:10
1190※1 A 13:35▶14:25
1184※2 A 13:50▶14:40
1726 A 14:40▶15:30
1728 A 17:40▶18:25
1730 A 18:40▶19:30

石垣 1762 A 08:10▶09:05
1764※3 A 08:50▶09:45
1766 A 11:35▶12:30

■3746 A 13:05▶14:00
1770 A 14:15▶15:15
1774※4 A 15:20▶16:15
1776 A 16:30▶17:25
1780 A 17:55▶18:50

■3750 A 19:30▶20:25

那覇 994 10:15▶12:30 羽田
462 11:35▶13:50
464 A 12:15▶14:35
996 A 13:00▶15:20
468 A 14:20▶16:40
470 A 15:20▶17:40
472 A 16:55▶19:10
474 A 18:25▶20:40
476 A 19:15▶21:35
1098 A 20:05▶22:20
478 A 20:45▶23:00
2158 12:00▶14:30 成田

羽田 461 06:10▶09:05 那覇
993 B 06:40▶09:25
463 B 07:50▶10:45
467 B 08:40▶11:30
995 B 09:15▶12:10
469 B 10:30▶13:20
471 B 11:20▶14:20
473 A 13:15▶16:05
475 A 14:40▶17:30
477 A 15:40▶18:25

那覇 460 08:00▶10:15 羽田
994 10:15▶12:30
462 11:35▶13:50
464 A 12:15▶14:35
996 A 13:00▶15:20
468 A 14:20▶16:40
470 A 15:20▶17:40
472 A 16:55▶19:10
474 A 18:25▶20:40
476 A 19:15▶21:35
1098 A 20:05▶22:20
478 A 20:45▶23:00
2158 12:00▶14:30 成田

宮古 88 A 15:45▶18:20 羽田
石垣 90 A 12:40▶15:20

92 A 15:35▶18:15

羽田 461 06:10▶09:05 那覇
993 B 06:40▶09:25
463 B 07:50▶10:45
467 B 08:40▶11:30
995 B 09:15▶12:10
469 B 10:30▶13:20
471 B 11:20▶14:20
473 A 13:15▶16:05
475 A 14:40▶17:30
477 A 15:40▶18:25
1097 A 17:15▶20:05
479 A 20:00▶22:40

成田 2159 17:55▶21:05
羽田 87 A 11:40▶14:55 宮古

89 A 06:10▶09:30 石垣
91 A 11:20▶14:40

出発地 便名
フ
ラ
イ
ト
出発 ▶ 到着 到着地 出発地 便名

フ
ラ
イ
ト
出発 ▶ 到着 到着地

〈直行便〉
往　路 復　路

〈乗継便〉

〈直行便〉

フライトスケジュール 下記の発着時刻は2017年8月22日現在のもので、2017年10月の予定時刻表となります。

フライト情報
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基本フライト以外をご利用の場合は、往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに下記の追加代金が必要となります。

単位：円
追加代金（お一人様）往　路

往路搭乗日 右記以外

10/9
11/5
11/26
2/12

12/30
12/31
1/2～1/4
4/30、5/5
5/6

那覇→羽田Ａフライト 追加なし 6,500 12,500

往路搭乗日

10/2～10/5
10/10～11/2
11/6～11/22
11/27～12/21
1/9～2/4
3/25～4/27
5/8～5/15

10/6、10/8
11/3、11/4
11/25

12/22～12/28
1/8

2/10、2/11
5/1、5/7

10/7
11/23
11/24
2/5～2/9
2/13～3/24

10/9
11/5
1/4
1/6
1/7

11/26
2/12
4/28
4/29
5/2

12/29～1/1 1/2
1/3 1/5

4/30
5/5
5/6

5/3
5/4

宮古→那覇Aフライト 6,500 8,500 7,500 9,500 9,500 15,000 20,000 10,500 19,000 14,500
石垣→那覇Aフライト 7,500 10,000 8,000 10,000 11,000 17,000 26,500 11,000 25,000 16,000

復路搭乗日 右記以外

10/6
11/24
12/22
1/4～1/6
1/8
2/11
5/1
5/2

10/7
11/3
11/23
2/10

10/8
11/4
11/25
5/7 

10/9
12/25～
12/27
2/9

11/5
11/26
12/24
2/12

12/23
12/28
1/1
1/3

12/29
12/30 12/31 1/2 1/7

4/28
5/3
5/4

4/29
4/30

5/5
5/6

羽田→那覇Aフライト 追加なし 7,000 7,000 5,500 9,000 10,000 11,500 20,500 24,500 29,500 24,500 6,500 14,500 12,000 17,000
羽田→那覇Ｂフライト 追加なし 7,000 13,500 5,500 9,000 10,000 11,500 20,500 37,500 29,500 24,500 19,000 27,500 12,000 17,000

復路搭乗日

10/3～10/5
10/10～11/2
11/6～11/22
11/27～12/21
1/9～2/4
3/25～4/27
5/8～5/28

10/6、10/9
11/4、11/5
11/23

11/25、11/26
1/4、1/7、1/8
2/11、2/12
5/7

10/7
10/8
11/3
11/24
1/5
1/6
2/10

12/22
12/23
12/28
4/29
4/30
5/2

12/24～12/27
5/1 12/29～12/31 1/1～1/3 2/5～2/9

2/13～3/24

4/28
5/3
5/4

5/5
5/6

那覇→宮古Aフライト 6,500 8,500 9,500 10,500 9,000 20,000 15,000 7,000 19,000 14,500
那覇→石垣Aフライト 7,500 9,500 10,500 12,000 10,000 26,500 17,000 9,500 25,000 16,000

単位：円
追加代金（お一人様）復　路

※本誌掲載のフライトスケジュールは予約時に時刻・運航会社・使用機
材・座席番号などが変更されている場合があります。最新のものは予約
時にご確認ください。掲載の出発時刻と比較し、予約時の出発時刻が60
分以上変更の場合、フライト追加代金が変更になる場合があります。

※当日やむを得ない理由（天候・その他）により、予約便の便名および時刻
の変更等が生じた場合でも差額の払戻はありません。

※当日予約便に乗り遅れの場合も航空券の払戻はできません。また、代替
交通はお客様ご自身での手配となり、費用もお客様負担となります。

※成田空港では第1ターミナルのご利用となります。

フライトのご注意

■【SNA（ソラシドエア）／ANAコードシェア（共同運航）便ご利用の場合】
・ SNAの機材および乗務員にて運航し、機内のサービスはSNAの基準によ
り行います。

お客様へのご案内

往路搭乗日 10/2～
10/8

10/9
3/17～
3/22

10/10～
11/4
11/6～
11/19

11/5

11/20～
11/25
11/27～
11/30
4/1～ 
4/29
5/1～5/4

11/26
12/29
1/1
2/12

12/1～
12/28

12/30
12/31
1/2
1/3

1/4
4/30
5/5
5/6

1/5～2/1

2/2～ 
2/11
2/13～
2/28

3/1～3/15 3/16 3/23～
3/31

5/7～ 
5/15

宮古→羽田Aフライト 追加なし 5,500 2,000 8,500 3,000 9,500 1,500 22,000 16,000 2,500 4,000 3,000 7,000 4,000 4,500
石垣→羽田Aフライト 追加なし 7,000 2,500 9,000 4,000 10,500 2,500 23,500 16,500 4,000 5,000 4,500 8,000 5,500 5,000

復路搭乗日 10/3～
10/5

10/6
3/17～
3/22

10/7
11/5
11/26
12/23
12/24
2/9
2/11

10/8
2/2～2/8
2/13～
2/28
3/23～
3/31

5/8～5/28

10/9
11/4
11/25
12/22
1/6
3/16

10/10～
11/2
11/6～
11/19
12/1～
12/21

11/3
2/12
4/29
4/30

11/20～
11/22
11/27～
11/30
1/9～2/1
3/1～3/15
4/1～4/27

11/23
2/10

11/24
12/25～
12/27
1/4、1/5
1/8
5/1、5/2
5/7 

12/28
1/7
5/5
5/6

12/29
12/30 12/31

1/1
1/3
4/28
5/3
5/4

1/2

羽田→宮古Ａフライト 追加なし 4,500 9,500 3,500 6,500 1,500 12,000 2,500 13,500 8,000 16,500 37,000 31,000 24,000 27,000
羽田→石垣Ａフライト 追加なし 5,500 10,500 4,500 7,000 2,000 12,500 3,500 14,000 9,000 17,000 38,000 32,000 24,500 28,000

フライト追加代金

　フライトについての最新情報・ご注意はWEBサイトにてご確認いただけます。　http://www.ana.co.jp/
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空港にはお早めにお越しください。定時出発にご協力お願いいたします。

この時刻を過ぎますとお乗りいただけない場合がございます。

出発保安
検査場は

搭乗口
へは

出発
時刻は

までに通過してください。 までにお越しください。 飛行機が動き出す時刻です。

15分前 10分前

３辺の合計には付属品（ハンドル・車輪など）を含みます。

お預かり手荷物について 機内持ち込み手荷物について

お一人様20kgまで無料

●20kg超～100kgまで有料 ● 持ち込み手荷物のサイズ（お一人様１個まで）

お一人様20kg（プレミアムクラスご利用の場合は40ｋｇ）
まで無料でお預かりいたします。

機内へ持ち込めるお手荷物は総重量10kg以内で、身の回り品
（ハンドバッグ、カメラ、傘など）のほか、下記のサイズのお手荷
物１個とさせていただきます。
なお、下記のサイズ以内のお手荷物でも、客室内に収納できな
い場合にはお預かり手荷物として貨物室に搭載させていただく
ことがございます。

飛行機の座席数 機種 サイズ

100席以上

773・772・789・78P・78R・
76P・763・321・32P・32A・
32F・738・73H・73L・73P・

737・73D・73X

３辺の合計が115cm以内
（55㎝×40㎝×25㎝以内*）

100席未満 Q4A・Q82・
CR7・CRJ

３辺の合計が100㎝以内
（45㎝×35㎝×20㎝以内*）

詳しくは ANA SKY WEB  www.ana.co.jp をご覧ください。

※ANA便（機種Q4A）およびIBEXエアラインズ・オリエンタルエアブリッジが運航する便
は手荷物を搭載するスペースの制約から、3辺の合計が203cm以内の手荷物でもお預か
りできない場合がございます。また、スペース容量の関係から、ご搭乗便にお手荷物を搭
載できない場合は、他の運航便または他の輸送機関にて運送することがございます。

機内収納スペースの関係上、３辺の合計が115㎝（100㎝）以内のお手荷物に
つきましても各辺のサイズ（*）を超えるお手荷物はお預けいただきますよう、ご
協力をお願いいたします。なお、機内持ち込みを希望される場合は、ANA係員
にお問い合わせください（お手荷物のサイズを確認させていただきます）。

1個あたりの重量32kg、
お一人様合計100kgを超える
場合はお預かりできません。

20kg（プレミアムクラスご利用の場合は40kg）を超え100kgまでのお手荷物は
重量超過手荷物料金をいただき、お預かりいたします。

お手荷物について

●3辺の長さの合計は203cm以内

●上記重量・サイズを満たしていれば制限はありません。

※付属品（ハンドル・車輪など）を含みます。
　A + B + C =203cm以内
搭載する航空機の貨物室に収納可能なものに限ります。

サイズ

個数

A

B C

重量

●お預かりする手荷物は
お一人様20kgまで無料！

※お預かりできる重量・サイズには上限がございます。また、機種によっては規定内でもお預か
りできない場合がございます。　※お預かりする手荷物、機内持ち込み手荷物、特に注意が必
要な手荷物などについて、詳しくはhttp://www.ana.co.jpをご覧ください。

ANA便ご利用のお客様へ
●ANA国内線搭乗のフライトマイル
50%が貯まります！

※マイル積算にはANAマイレージクラブ会員であることが条件となります。
※ツアーご予約時にANAマイレージクラブのお客様番号をお申し出ください。

●グループやご家族での旅行にうれしい
事前座席指定サービス

各種航空券（旅割、特割等）の発売後、座席指定が可能となります。
※各種航空券の最新発売スケジュールについては、ANAホームページよりご確認ください。　※事前座席
指定いただける席には限りがあります。予約状況により、お並び席などご希望に沿えない場合がございます。
※機材変更などやむを得ない理由により、ご指定済みの座席が予告なしに変わる場合がございます。

●各空港店舗で10％割引
各空港のANA FESTAで1,000円以上お買い上げいただくと、ご購入金額から
10％割引になります。ツアーご購入時にお渡しする「旅程表」をご提示ください。
※  一部、割引対象外の商品がございます。詳しくは店舗の販売員にお尋ねください。
※ その他の割引サービスやクーポン券（ANA FESTAお買い物券など）との併用はできません。
※一部、ANA FESTAのない空港がございます。詳しくはhttp://www.anafesta.comをご覧ください。



旅行代金とは「基本代金として表示
した金額」と「追加代金として表示し
た金額」の合計を指します。
出発日・利用人数・日程により旅行代
金が異なります。各コース該当カレン
ダー記載のアルファベットをご参照
のうえ、代金をご確認ください。小人
代金の設定はございません。（3歳以
上は大人と同旅行代金となります。）
またご旅行中にお客様のご都合で使
用されなかったクーポン券類の払戻
はできません。羽田・成田・中部国際・
北九州空港ご利用の場合、国内線旅
客施設使用料が含まれております。

お申し込み／2名様よりお申し込みいただけます。（ただし、1名1室の設定がある宿泊施設のみを利用した場合は、1名となります。）また、申込時に必要部屋数をお申し出ください。ご出発日の前日から起算して7日前までご予約を承っ
ております。ただし、満席等の理由により受け付けができない場合がございます。　ご利用便／便名はご予約いただいた時点で決定いたしますが、ダイヤ変更に伴い便名・フライトスケジュールは変更となる場合がございます。その場合
予定の日程を変更することもございます。券面に記載されている便以外はご利用いただけません。また、乗り遅れ（交通機関の渋滞等含む）による代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払戻はできませんのでご注意ください。また、
代替交通手段についてもお客様自身での手配となります。　※2歳のお子様がご参加で旅行中に3歳のお誕生日を迎えられる場合は、復路搭乗日に有効な商品または航空券をお買い求めください。　※事前座席指定いただける席には
限りがあります。予約状況により、お並び席などご希望に沿えない場合がございます。　※機材変更などやむを得ない理由により、ご指定済みの座席が予告なしに変わる場合がございます。　※航空便ご利用にあたってはご予約された
航空会社の運送約款によります。　宿泊施設／特に記載のない限り、客室の指定はできません。ルームタイプが“または”で表示されている場合、指定はできません。記載されている客室写真は一例となります。相部屋はお受けいたして
おりません。特に記載のない限り、バス・トイレ付きとなります。〈洋室〉特に記載のない限り1名1室はシングルルーム、2名1室はツインルームのご利用となります。（3名以上1室でご利用の場合はツイン＋エキストラベッドまたは、ソ
ファーベッド等となります。）ダブルルームは140㎝以上のベッド1台のご利用となります。ホテルの公式ホームページと表記が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。〈和室・和洋室〉1室の広さ（畳数）は利用人数によ
り変わります。｢ホテルからのおもてなし」は記載のない限り、滞在中1回のご利用となります。各宿泊施設チェックイン時にお申し出のうえご利用ください。また、記載のおもてなしの内容は一部となる場合がございます。早めのチェックイ
ン、遅めのチェックアウトができる施設は時刻を赤文字で表示しています。代金を適用しないお子様（3歳未満）で食事や寝具を必要とされない場合でも施設使用料が必要な場合がございます。（現地払い） 各施設に記載されている金
額は1泊あたりの金額となります。また、施設の都合により変更となる場合がございます。施設使用料に含まれているものは各宿泊施設により異なりますので各宿泊施設にご確認ください。　食事／食事条件は特に記載のない限り朝
食付きとなります。早朝出発の場合など、お客様の行程によっては朝食をご利用いただくことができない場合がございます。その場合、お客様の朝食放棄となりますのでご注意ください。　オプショナルプラン／プランにより小人の対象
年齢が異なります。3歳未満のお子様のご利用については、お問い合わせください。また、プランによって現地ではお申し込みいただけない場合もございます。　その他／ツアー中、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われな
い日（これを当社では「無手配日」といいます）については、当該日にお客様が被った損害について補償金は支払われません。取り扱い施設は、予告なく施設の一部工事、法令点検、営業日、メニュー内容等を変更する場合がございます。

■旅行代金について ■お客様へのご案内 （必ずお読みください。）

お申し込み・お問い合わせは下記のANAスカイホリデー取扱旅行会社へどうぞ。（受託販売）

当パンフレットの記載内容の無断転載を禁じます。
このパンフレットは地球環境にやさしい印刷用紙を使用しています。

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

観光庁長官登録旅行業第1656号  〒103-0027 東京都中央区日本橋2-14-1

旅行企画・実施

一般社団法人日本旅行業協会（JATA）の正会員です。

総合旅行業務取扱管理者（国内）とは、お客様の旅行を取り扱う旅行会社・営業所
での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不
明な点があれば、ご遠慮なく右記の取扱管理者におたずねください。

スカイホリデー 検索

国内旅行傷害保険加入のおすすめ
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられますようおすすめいたします。※詳しくはＡＮＡスカイホリデー取扱旅行会社にお問い合わせください。

宿泊、レンタカーまたは観光施設の入場のみをご利用の場合にご出発の
前日（一部を除く）までお申し込みいただける「あなたび」をご用意しています。

一般社団法人日本旅行業協会（JATA）の正会員です。

インターネットで“24時間”コースの
空き状況や各種情報がご覧になれます。

おからだの不自由なお客様の旅行相談デスク
心身の障がいまたはアレルギーを含む病気やけがのある
お客様の、ツアー参加に関するご相談を伺っております。
※旅行参加に際し介助をしていただく方の同伴をお願いする場合もあります。
※取扱旅行会社の方もお気軽にご相談ください。
※詳しくは  http://www.ana.co.jp/travel/info/assist/ をご覧ください。

受付時間 10：00～12：00／13：00～18：00
（土・日・祝日および12/29～1/3、5/1を除く）

0570-029-011
※IP電話からはこちらにおかけください。 050-3819-9274

パンフレット請求コード SO-7A110-061 商品区分コード A

営業時間 9：30～18：00（12/31～1/3を除く）
※IP電話からはこちらにおかけください。

050-3819-9213

ご参加を検討中のお客様
お客様専用ダイヤル

・ご希望のご出発日と商品コードをお知らせください。

0570-011-860 受付時間 平日10：00～17：00

※IP電話からはこちらにおかけください。
050-3819-9275

（土・日・祝日および12/29～1/3、5/1を除く）

お客様専用・お帰りダイヤル

0570-039-860
お帰り後のご意見、ご感想をお待ちしています。

●7　旅程保証
　当社は、別途定める契約内容の重要な変更が生じた
場合、旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金をお支
払いいたします。詳しくは別途交付する旅行条件書（全
文）でご確認ください。
●8　旅行条件・旅行代金の基準日
　この旅行条件は､2017年9月1日を基準日としていま
す。また､旅行代金は､2017年9月1日現在の有効な運
賃・規則を基準として算出しています｡
●9　個人情報の取り扱いについて
①当社らでは、旅行お申し込みの受け付けに際し、お客
様からの所定の申込書にて、お申し込みいただいた
旅行のサービスの手配およびそれらのサービスの受
領のために必要となる個人情報を、お客様よりすべ
てご提供いただきます。ご提供いただきましたお客様
の個人情報（氏名・住所・電話番号・メールアドレス
など）について、お客様とのご連絡に利用させていた
だくほか、お申し込みいただいた旅行において、運送・
宿泊機関などの提供するサービスの手配およびそれ
らのサービス受領のための手続きに必要な範囲内
で、運送・宿泊機関、保険会社などに対し、電子的方
法などにより提供いたします。 

②プライバシーポリシーについては、当社ホームページ
（http://www.anas.co.jp) をご参照ください。
●10　その他
　各パンフレットまたはホームページ等に明示した申込
期限を過ぎた期間では、お客様の都合による航空券の
変更、行程変更、新規のご予約はお受けいたしません。

ANAセールス（株）国内募集型企画旅行 旅行条件書（要旨） お申し込みいただく前にお読みください。

●1　募集型企画旅行契約
　この旅行は、ANAセールス株式会社（以下｢当社｣と
いう）が企画・募集・実施する旅行であり、この旅行に参
加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結す
ることになります｡旅行契約の内容・条件は、募集パンフ
レットまたはホームページ・別途お渡しする旅行条件書
（全文）・出発前にお渡しする最終旅程表および当社旅
行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「約款」とい
う）によります。
●2　ご旅行のお申し込みおよび契約成立
①1）当社、2）旅行業法で規定された「受託営業所」（以下1）
2）を併せて「当社ら」という）のそれぞれにおいて、お客様
からの旅行契約のお申し込みまたはご予約を承ります。
②ご来店の場合、当社所定の旅行申込書に所定の事項を
記入し、後記申込金を添えてお申し込みいただきます。
③当社らは電話、郵便、ファクシミリ、インターネットおよ
びその他の通信手段による旅行契約のお申し込みを
受け付けることがあります。この場合、契約はご予約の
時点では成立しておらず、当社らがご予約の承諾の旨
を通知した日の翌日から起算して3日以内（インター
ネットでの予約の場合当社が定める期間内）に申込書
の提出と申込金のお支払いまたは会員番号（クレジッ
トカード番号）を通知していただきます。この期間内に
申込金のお支払いがない場合または会員番号（クレ
ジットカード番号）を通知されない場合は、当社らはお
申し込みがなかったものとして取り扱います。
④申込金は、後記する「旅行代金」「取消料」「違約料」
のそれぞれ一部または全部として取り扱いします。 

※表内金額以上旅行代金まで
⑤ただし、別途パンフレット、ホームページなどにこれと
異なる記載があるときは、その定めるところによります。

●3　お申し込み条件
①旅行開始日時点で15歳未満の方は保護者の同行を
条件とさせていただきます。15歳未満の方が契約責
任者となるお申し込みは受け付けません。予約時点
で15歳以上20歳未満の方のみでの旅行の場合は、
親権者の同意書が必要です。
②特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行
目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その
他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合
は、お申し込みをお断りする場合があります。
③お客様が暴力団関係者、その他反社会的勢力である
と判明した場合は、お申し込みをお断りする場合が
あります。
④その他当社の業務上の都合がある場合には、お申し
込みをお断りする場合があります。

●4　お支払い対象旅行代金
　「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告・パンフ
レットまたはホームページの価格表示欄に「旅行代金
として表示した金額」または「基本代金として表示した
金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額か
ら「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額を
いいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約料」
「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。参
加されるお客様は旅行開始日当日を基準に満12歳以
上の方は大人代金、満３歳以上12歳未満の方は小人
代金が適用となります。ただし、コースによって小人代
金を設定していない場合があります。この場合大人代
金が適用となります。また、コースによっては幼児代金・
乳幼児代金等の設定がございます。ただし、2歳のお子
様がご参加で旅行中に3歳のお誕生日を迎えられた場
合は、復路搭乗日に有効な商品または航空券をお買い
求めください。
●5　旅行代金のお支払い
　旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかの
ぼって21日前までにお支払いいただきます。なお、21日
前以降にお申し込みされた場合は旅行開始日前の当社
らが指定する期日までにお支払いいただきます。

●6　取消料
　旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消
しされる場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下
記の料率で取消料をいただきます。なお、複数人数のご
参加で、一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客
様からは１室ご利用人数の変更に対する差額代金をい
ただきます｡

※オプショナルプランも上記料率による取消料が利用日
を基準として別途適用されます。ただし、旅行開始後
の取消料は100％となります。

※当社の定める申込期限内に、お客様のご都合で出発
日・コース・利用便・宿泊ホテル等行程中の一部を変
更される場合にも取り消しとみなし、上記の取消料
が適用されます。

※本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、約款の別
紙特別補償規定第二条第三項目に規定する「サー
ビスの提供を受けることを開始した時」以降をいい、
添乗員または当社係員が受け付けを行う場合はそ
の受け付け完了時以降を、それ以外の場合で最初の
運送機関が航空機であるときは、乗客のみが入場で
きる空港構内における手荷物の検査等の完了時以
降をいいます。

旅行代金には諸税・サービス料が含まれております。
お申し込みの際には詳しい旅行条件書（全文）と個
人情報の取り扱いを説明したご案内をお渡しいたし
ますので、事前にご確認のうえ、お申し込みください。

旅行代金（お一人） 申込金※
3万円未満
3万円以上6万円未満
6万円以上10万円未満
10万円以上15万円未満
15万円以上

  6,000円
12,000円
20,000円
30,000円

旅行代金の20％

取消日 取消料

旅行開始日の
前日から
起算して
さかのぼって

21日目に
あたる日まで
20日目以降
８日目に
あたる日まで

７日目以降
２日目に
あたる日まで

旅行開始日の前日

旅行開始日の当日

旅行開始後の解除・無連絡不参加

無　料

旅行代金の20％

旅行代金の30％

旅行代金の40％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

各空港  についてはお客様のご利用空港となります。利用空港・路線・便についてはフライト情報をご覧ください。

日程 行　程 食事

1 出発空港 a 各空港  ＝〈各自負担〉＝ホテル ◆到着後フリータイム

中日 ◆終日フリータイム 朝

最終日 ◆出発までフリータイム ホテル＝〈各自負担〉＝ 各空港 a 帰着空港 朝

●出発･帰着空港：那覇・宮古・石垣空港　
●設定期間：
2017年10月2日～2018年5月15日の毎日出発
●食事条件：朝食付き　
●最少催行人員： 2名（ただし1名1室の設定がある宿泊施設のみ

を利用した場合は1名様より催行します。）
●添乗員：
添乗員は同行いたしませんので、ご旅行中の諸手
続きはお客様ご自身で行っていただきます。　
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