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お申し込みについて
0お申し込み条件 大人(中人含む)2名様以上でお申し込みください。(大人1名様、こどもAl名様でも可|ヒです。ただし宿泊代は大人代金と

なります)(最少催行人員2名構)

0東武プラン   東武往復乗車券 (乗 り降り自由区間あり)お よび宿泊1泊分がセットになつています。特急券は含まれていません。特急の
予約は1ケ 月前からとなります。こどもBに は乗車券代が含まれません。

0その他     旅行代金には消費税等諸税73h含 まれます。

東武プラン列車のこ利用について
●を利用条件…  1名様以上でこ利用いただけます。往復同一発着駅となります。
●有効期間… …… 乗車券の有効期間は4日間です。
●途中下草   …乗り降り自由区間以外での途中下亭はできません。(前途4E効 となります)

●取消     …取消をする場合は、お申し込みの支店にこ来店のうえ手続きを行つてください。
●宿泊について

:ど言も経I苫 縛跳畢蔚ご聞用で竪講ン 離配鼎 蘇盗塩継跳磯室長熱七貿撃書忌益
の場合は大人2名様の宿)白代金/Jl必要となります。

●乳幼児施設使用料 食事 寝臭等を必要としない,し幼児にかかる料金です。現地でお支払いください。
●食事      お料理については、時期により内容が変わる場合があります。(小学生はお子様メニューになる場合もこざいます。)

お客様の入り込み状況によリブヽイキングからセット食、セット食からバイキングになる場合がこざいます。食事がバイ

0その他 昂繰署暦機 絡 情 鋭 思榮 勝 51」疑 鯉 鞭 埜桑雰ぞ窓擢献た
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モデルコースになります。実際と異なる場合があります。
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※こどもBは鉄道44金を含みません。※食事がバイキングの場合大人こどもとも同内容となります。

東京スカイツリー①
入場券引換券(第 1展望台)のこ案内

入場指定日に4階専用窓日(チ ケットカウンター内予約チケットヨ換感□)で入場券に引
換えてしヽただきますので、比較的スムーズなこ入場が可能です。お客様都合により指定日
に入場できなかった場合|よ 、入場指定日から30日以内に限り4階一般窓□での入場券の引
換えとなります。その場合は、当日券の列からと入場頂くことになりますので、あらかし
めこ了承ください。第2展望台へのエレベーター料金は第1展望合で別途購入となります。
●営業時間/3:00～22!00 ●交通/〔電車〕とうきょうスカイツリー駅、押上駅下車

開放感のあるメイン展望フロアに立つと、
大パノラマが目の前に広がります。東京を
見下ろす美しい景色を楽しめるレストラ
ン、気軽に立ち寄れるカフェやショップな
どが用意されています。

高さ450mの展望台からは、関東一円を見
渡す広大なビューが楽しめます。ガラスで
覆われた空中回廊では、まるで空中を散歩
しているような体験73hで きます。

●展望台 (入場料 通常大人2!000円 ) ●展望台(入場14通常大人1000円 )

●レストラン カフェ ●ショッフ

浅草駅十可至うきようスカイツリー国|
9日業平橋駅) 途中下車できます

2日 目

きぬ117号・119号■21号・123号 は
とうきょうスカィッリー駅に停車します

|ブリ■タイム|

こ希望の

東武特急スベーシア

◎TOKYO‐SKYTREE

事できます

上り列車はとうきようスカイツリー駅に停車します

q日業平橋駅)

日光東照宮のすぐ近く招福と味覚をテーマにした緑起づくしの宿です。
(チ エックイン〕15:00〔チエックアウト〕1000
(夕食〕食事処または大広間で会席樹理
(朝食〕食事処また|よ 大広間で和定食

日光最古のリツートホテルで時間旅行はいかがですか。

〔チエックイン〕15100〔チェックアウト〕11:00
〔夕食〕ダイエングルームで洋食
〔朝食〕ダイエングルームで洋定食
〔客室〕本館 新館.別館 第2新館洋軍(バス 洗浄器トイレ付)

〔交通〕東武日光駅から送迎があります(時刻は季節によつて変わります。
現地にお問い合わせください)

〔事し幼児施設使用料(現地払い)〕 寝臭食事なし(4才未満)無州

旧:「1夕食時、グラスワインまたは
こにJソフトドリンク1杯付

圏★糖黎|』書造翌たぉ鍋こ
東京スカイツリーオリジナル得典
ケーキ付喫茶券に変更いたします

政府登録国際観光旅館の日光子,E物 語では月香りの憶石料理が自慢です。
〔チェックイン)15:00〔チェックアウト)1■ 00
〔夕食〕部屋または個室食事処(選べません)で 懐石料理
〔朝食】部屋または個室食事処(選べません)で 不0食または洋食からお1人

様すつ選べます
(客室〕本館示B室 (風 呂 洗浄器トイレ付)

(交通)東武日光駅から路線バス(大人230円 、こども120円 )で約6分 、
総合会館前下車、徒歩約1分 (東武日光駅か・D送迎があります、雲予約)

〔摯幼児施設使用料(現地払い)〕

痕臭 食事なし(3才未満)無料、(3才 )21100円

〔乳幼児施設使用料(現地払い)〕壕臭食事なし(2才未満)無料、(23才 )2.100円

嗣□国団囲図口個B
田圏副□刀ド|

六 人 こどもA2,200円増、こどH

付書豊にグレードアップし

日光温泉 コースコード/AA41040

日光の奥座敢、四ヨ折々 に移り変わる大自然に□まれた「四季にJが自慢の旅館です。
〔チェックイン〕14:00〔チェックアウト〕1■ 00
〔夕食〕部屋または食事処(選べません)で 日光郷土会席
〔朝食)食事処または広間(選べません)で 和食膳
〔害室〕本館子D室 (風呂 洗浄器トイレ付)

〔交通〕東武日光駅から草で約5分 (東武日光駅から送迎があります。
1400～ 19t00、到着時連絡)お 帰りは9,20、 950、 1020
X1020を過ぎた場合はタクシー利用となります。

〔客室〕西の館 干D室 (風呂 洗浄器 トイレ付)

旅行lt金 (お 1大椋)1泊夕朝食付(話税サービス料込)単位i円

圃B骨暑機

一ミ

嗣囮国団囲図口B
圃団□li卜 翻捏せん

◆旅行代金(お 1人様)1泊夕朝食付(詔税サービス料込)単位!円

赤色部分はこ旅行代金に含まれます。

米鬼怒川温泉駅 東武日光駅から告旅館までのパスはこ旅行代金には含まれません。
※中禅寺 光徳温泉までのパス代が含まれます。
米特急料金はご旅行代金に含まれておりません。宮駅から出発できます。特急利用の場合は浅車 とうきようスカイツリー .北

千にからの乗車となります。
却朝急利用の場合で、情急乗(降 )草駅へ(から)進行方向に向かつて逆に乗車の場合は別速運賃が必要となります。

栃本発着 浅草。とうきょうスカイッリー・北干住発(着 )

平  日 1,100円 (550円 )> 380円 (440円 )

土・休日料金 1,200円 (600円 )卜  960円 (480円 )

年後割・夜割 800円 (400円 )卜  640円 (320円 )

なつた場合でも特急取消料は申し受けます。
※午後割 夜割については時刻表をを覧ください。※
※取り消しの場合は、所定の手数川がかかります。(1名につき100円 、個室1室につ

片遭料

平  日 31000円 >21400円
土・休日 3,600円 卜 2,380円

泉配班連の笛Sllで は言U引料金による特急券の乗車変更はできません。列車の変更をする場合は、東武トラベルの各
支店にて割引特急券を新たに購入となります。事前に購入した書J引特急券は、列車出発前までに東武線告駅で取消
をして券に証明を受けてください。こ購入店で払い戻しとなります。(取消手数料がかかります)lヶ 月前以降、コー

片道料金 ( )内 はこども料金

浅草・とうきょうスカイッリー・

北千住発(着 )

000円 (400円 ), 640円 (320円 )

1,400日 (700円 )卜 1,1

500円 (250円 )> 400円 (200円 )

こ希望の
ヤルパス

コースコード/AA41020 グレードアップAA41021

里面塁8堕庁公観摯ソフトドリンク1本付
ツリーの634mに うなんで

7/31ま で日光名物「湯波刺しJを

通常1,386円→634円にてを提供(要事前予約)

聖群震標ガ取脇艦 込盟

圏
を1杯 こ用意 (大人のみ)2000～ 21:00こ

旧:R夕食時、オリジナル
喜LJ食前酒1杯付

醐警空打鴨詳9響紆以上2骸 5円

でのお申し込みで
券大人1,000円 分付(要 MS)

(要 MS)早得と連泊得典は畳複できません。
7/31ま で東京スカイツリーにうなんだ
タワー生ビールまたはソフ トドリl

◆旅行代金(お 1人様)1泊夕朝食付(譜税サービス料込)単位:円
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中禅寺温泉 コースコード/AA51010

大自然の恵みのな79hで 過こせるリツートホテルです。

東京スカイツリートと同じ東武グループのホテルです。

(チ エツクイン〕15:00〔チェックアウト〕1100
〔夕食〕レストランでフレンチフルコース
〔朝食〕レストランで不B定食(繁忙期は71イキングの場合があります)

〔客室〕本館洋雲ツイン(バス 洗浄器トイレ付)

〔交通〕東武日光駅からパスで約40分、中禅寺温泉下車徒歩約3分
(7L幼児施設使用料(現地払い)〕 寝臭 食事なし(3才以下)無料

鬼怒川温泉 コースコード/AAl1010

1931年創業の老舗旅館です。2010年「神吉旅」をコンセブトに
リニューアルオープンいたしました。

(チ エックイン〕15i00〔チェックアウト〕10:00
〔夕食〕ダイエングで和洋中ブッフェ 〔朝食〕ダイエングで示B洋ブッフェ
〔客室〕遊楽館利室(風呂 洗浄器トイレ付)

〔交通〕鬼怒川温泉駅からダイヤルバス(大人180円 、こども90円 )で

約8分、または従歩で約13分

〔乳幼児施設使用用(現地払い)〕

圃□国団囲田製果搭増把考朝早協苫占、トライヤーあう
団圏訊団田□閉囲閣十t2台 ド十含祈

〔チエツクイン)15t00〔チェックアウト)10100
〔夕食)食事処でお香粟大皿ビュッフェ

〔朝食〕食事処でネ0洋 ビユッフェ

〔客室〕本館和室(スタンダードルーム)(風呂 洗浄器トイレ付)

〔交通〕鬼怒川温泉駅からダイヤルバス(大入180円 、こども90円 )で 約3分

〔乳幼児施設使用料(現地払い)〕 寝具 食事なしは無料
食事会場入場料(1才未満)無料、(1～ 3才)11800円

翻口国団剛団
田圏副田□刀留

※インターネット

コースコード/AAH 050

□季折 の々花やあふれる緑に□まれ自然の面しを存分に楽しめるホテルです。
〔チエツクイン〕15:00〔チエックアウト〕10:00
〔夕食)会食場(イス テーブル席)で 会席膳
(朝食〕会食場(イス テーブル席)で 矛0定食
〔客室〕木楽館示B室 (風呂.トイレ付)ま たは和洋室(風呂 洗浄器トイレ付)

指定できません
〔交通〕鬼怒川温泉駅から徒歩で約5分

〔
'し

幼児施設使用料(現地払い)〕

寝臭 食事なし(2才未満)無料、(23才)21500円

何:「1夕食時、アルコールまたは
こLJソフトドリンク1杯付

7/31ま で東京スカイツリー□にうなんだ
オリジナルグッズ付

日光日立公国の中心に建つ光徒温泉唯一のホテルです。
東京スカイツリー・と同じ東武グループのホテルです。
〔チエックイン〕15:00〔チェックアウト〕100o
〔夕食〕レストランまたは宴会場で示D食の会席膳
(朝食〕レストランまたは宴会場で和定食
〔害室〕西館和室(風呂なし トイレ付)

〔交通〕東武日光駅からバスで約70分、光徳温泉下車すく
〔ヨし幼児施設使用料(現地払い)〕

寝具 食事なし(3才未満)無料、(3才 )3150円

旧:弔 夕食時、ビールお倒【子ジュース
申

L」

'い

すれか1本付

囲警2財鴫認9響縛以上■桜5円

圏孝げ卵 テ安汀ツリ
ー■こうなんだ

コースコード/AA51020

兄怒川温泉 コースコード/AAH 020

倉」業124年 、鬼怒川で最も歴史ある老舗宿です。ファミリー、カップル、
グループなど様々なお客様に人気の宿です。
〔チエックイン〕1500〔チェックアウト〕10,00

何1再 夕食時、お倒仔または
ヨLJジユース1本付

宿です。鬼怒楯岩大吊り橋が目の前です。       、

〔チェックイン〕15:00〔チェックアウト〕1000
〔夕食〕7/31までは部屋(6名様以上は宴会場)で「ムサシ御膳」

米3/1以 降は食事処
〔朝食〕バイキング会場で和洋バイキング
〔客室〕本館 和室 (風呂 トイレ付)10階以上のお部屋をこ用意します。

囲り3筈層囲

こども90円 )で約3分                ◆旅行代金(お1人様)1泊夕朝創弧詔税サービス料込)単位i円

〔乳幼児施設使用料(現地払い)〕 寝臭食事なし(2才未満)無料、
「

~~~~~■
■■P干臣雇車閉再用

"軍
璃冴扉子雰理

(23才 )2,100円、夕食代(23才)3,675円

鬼怒ナ|じ昂泉 コースコード/AAl1060

「ゆつたりたつぷりの一んびり♪」で有名な三日月クループのホテル
です。鬼怒川最大のスパもあります。

〔チエツクイン〕15:00〔チェックアウト〕1000
〔夕食〕レストランで矛D洋中バイキング
印食〕レストランで和洋ブヽイキング
〔客室〕つばさ亨またはさくら亭和洋室(風呂洗浄器トイレ付)

〔交通)鬼怒川温泉駅から徒歩で約2分

〔乳幼児施設使用料(現地払い)〕

寝臭食事なし(2才未満)無料、(23才 )41200円

東京スカイツリーの634mに うなんで
「ム」はムニエル、「サ」はサイコロステーキ
「シ」はシカ刺し(たたき)を 含んだ料理です(大人のみ)

兄怒 温泉

聞□国団囲図
※
呉乙縄ら□朋

田圏圃図□刀囲 !

固□国団囲図口B
田団□輸営業1占

◆旅行代金(お 1人様)1泊夕朝食付(話税サービス料込)単位i円

団圏□ ri米会議豊あり
◆旅行代金(お 1人様)1泊夕.朝食付(諸税サービス料込)単位:円

囲嘗空打弓嘉雇ヌ9雪峨早梶督ツ上2磁叩

田搬 館協最要M9

0634円 増で夕食を和会席にグレードアップ
いたします(1日 2室限定)

※00重複可。土曜、7/1527～3/31は除外日

里稀
夕食時、大人のみグラス生ビール1杯付

7/31ま で
東京スカイツリーの634mに ちなんで費切風
呂50分を4,000円→634円で利用できます。
事前予約 :20:00～ 2300、

◆旅行代金(お 1人様)1泊夕朝al」 (譜税サービス料込)単位:円

E

夕食時、    lrTl o名 様以上 2625円
ビール1本付    ピ リレお銚子ジュース

シユース(コーラ ウーロン茶含む)

ン(120分 )8名 様以上 11575円

鉗 戦子好強 國 ;禅環  ξ
規酎1本付

7/31ま で東京スカイツリーの634mにうなんで
個室貸切露天風呂「ほおすき亭」を1回 50分 1室
通常3,465円 →634円 で利用できます(当日予約)

混肥状況により干J用できない場合があります。(滞在中1回 )

コースコード/AAl1040

でつかい。けどあったかい。四季折々の景観が楽しめる渓谷沿しHこ 建つ

◆旅行代金(お1人様)1泊夕朝創け(譜税サービス料述)単位:円

軒天回号十ィメージ)

旧:再 夕食時、お斜〔子または
ヨtJジユースお1人様に

1本付

囲警竺財聯 9靴簡以上2625円

働綴騨あ静新懇拓海詰3進蒼唇醇七円
働馴 撃字挙強
圏基朝墓実膏宮          暮

利用できます。(要事前予約)(滞在中1□ )

何:再 夕食時、お銚子または
車tJソフトドリンクお1人様に1本付

麿望叡級の 宅宅早絹捨ける

◆旅行代金(お1人様)1泊夕朝自寸(詳税サービス料込)単位:円



※料金区分 |よ 中ページの「共通宿泊日カレンター」をこ確認ください。

鬼怒川温泉             コースコード/AAl1000

何lR夕食時、お98子またはソフトドリンク

喜LJお 1人様に 本ヽ付

脇警1財鴫融9雪41騒岳炉焼2碑 5円

働劉 撃字巻訟
圏緊翠斉雰朽碑耳y男;虐奥岩で

伝統の風構と華やかさが調和したホテルです。

〔チェックイン〕15:00〔チエックアウト〕1000
〔夕食)レストランで和食 【朝食〕レストランで和食
〔客室〕本館示0室 (風呂 洗浄器トイレ付)

〔交通〕鬼怒川温泉駅からダイヤルバス(大人100円 、こども90円 )で

約5分、または徒歩約3分

〔乳幼児施設使用料(現地払い)〕

自家源泉100%の温泉は泉質に自1言があります。料理自慢の宿です。

(チ ェックイン)1500〔 チェックアウト〕10:00

〔夕食〕食事処で選べる創作和食 〔朝食〕食事処で選べる創作不0食
〔客室〕干B室 (風目 洗浄器トイレ付)

〔交通〕鬼怒川温泉駅からダイヤルバス(大人180円 、こども90円 )で

約3分 、または徒歩約18分

〔,し幼児施設使用料(現地払い)〕

寝具 .食事なし(1才未満)無料、(1～3才 )2,100円

圃□国団囲図□胴□
団圏訊□翻□囲閣図詔導 (11台

寝臭 食事なし(0才未満)無料、(3才 )2,100円

翻□国団囲図口圃B
田圏訊団□2閣 (十会議豊あり

旧:吊 夕食時、お倒【子またはジュース

喜LJお 1人様に1本付

囲控財鴨諾9雪41縛焼2磁卿

圏劉 撃母与強
國;騨繋徹矯召晶酬本付併水0
圏繋    :翫 ル課

◆旅行代金(お1人椋),泊夕朝食付(譜税サービス料込)単位i円

鬼怒サじ87P コースコード/AA打 090

自然浴と温泉とリラックスの湯らっくすをテーマにしたホテル。

〔チェックイン〕1500(チ ェックアウト〕10!00

〔夕食〕レストランで和洋中ブヽイキンク

〔朝食〕レストランで和洋バイキング

〔客室〕ネD洋室(渓谷lRl)ま たは干D室 (山側)(風呂 洗浄器トイレ付)

〔交通〕鬼怒|け晶泉駅からダイヤルバス(大人130円、こども90円 )で 約8分

〔乳幼児施設使用料(現地払い)〕 寝具 食事なし(2才未満)無料
寝具 ノヽイキング会場入場料付(23才)3000円

圃□国団囲□
X恐
泉送修だ汀

ヤ

団圏訊圃園田E日 |(― 鳩話
室

1日 i「1夕食時、大人のみ
こLJアルコ ル1杯付

田整垢現梶高挙顎蓄:解第孫畏要M的
田   餃 塁舗

g隅 大人500円分付

早得と運泊得典は重複できません。

画格1   不?早納ξ甜亀
利用できます。(要事前予約)(滞在中1回 )

コースコード/AAl洵 00

鬼怒川上流の閑謂な行ましヽに数多くの草花がお客様をお迎えします。

〔チエックイン〕1500〔チェックアウト〕10:00

〔夕食〕食事処で干0食会席膳 〔朝食〕食事処で示0食膳

〔宮室〕西館 和室(風呂 洗浄器トイレ付)※ 眺望指定はできません

〔交通〕鬼怒川公国駅から徒歩で約3分

〔ヨL幼児施設使用料(現地払い)〕

寝具 食事なし(3才未満)無料、(3才 )3,150円

旧:弔 夕食時、お銚子または
口【」!ジユースお1人様に1本付

圃□国団囲口B
団圏訊田□ t 

Ⅲl台

◆旅行代金(お1人続)1泊夕朝食付(譜税サービス料込)単位i円

1口 事集型企画旅行契約
この旅行は、東武 トラベル株式会社 (以下、「当社」といいます)が、企画・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 (以下、「旅行契約」といいます)を締結することになります。

2.お申込み

輛紺炉       部醸昔逢幣揮鐘・
金は旅行代金または取消料の一部または仝部として取扱います。

3.旅行契約成立の時期
お客様との旅行契約については、当社が旅行契約の締結を承諾し、所定の申
込金を受理した時に成立するものとします。

4.お客様による旅行契約の解除
お客様は、いつでも次に定める取消料を当社に支払つて旅行契約を解除す
ることができます。

*募集型企画旅行契約

旅行契約の

解除期日

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって に行開始後または

無連絡不参加21日 前まで 20～ 8日前まて 7～ 2日前まで 前 日 当日

取消料 無料 20% 30% 50% 100%
※旅行開始日とは、当日の午前0時 になります。

最少催行人員
この旅行の最少催行人員は2名 です。
添乗員同行の有無
この旅行は添乗員が同行いたしません。必要なクーポンをお渡しいたしま
すので、手続きはお客様ご自身でおこなっていただきます。
旅行条件・旅行代金の基準日
この旅行条件は2011年 12月 1日 を基準日としています。

個人情報の取扱いについて
当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行会社は、旅行申込みの際に提出さ
れた申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために
利用させていただく他、お客様がお申込みいただいた旅行において運送、
宿泊機関、手配代行者等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス
の受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
また、「アンケート」のお願い、「キャンペーンのご案内」、その他のDM等の
発送にも利用させていただく場合がありますので予めご了承ください。

~7〃月/→:1尊             とを品行業協会
協力        〒13卜8504 東京都墨田区向島 1‐ 33‐ 12

/__
~巧

θ ″ υ 煮武鉄道  東 武 夕 7-ヌ カ イ ン グ ー 胞

butravel.co.jp/または 東武 トラベル で
螺

5ロ

6ロ

7ロ

●お申し込みは

旅行企画 口実施


