高知 7:35 発 8:50 羽田着⇒モノレール＆

13 過ぎに母と落合、池袋サンシャイン水族

池袋駅内レストランで早めの夕食⇒飯田橋

電車移動で東京科学技術館へ

館へ（滞在約 2 時間半）⇒サンシャインシテ

へ移動ホテル in

ィを散策

東京ドーム周辺を散策

飯田橋～舞浜まで電車移動で東京ディ

東京ディズニーランド

ズニーランドへ

東京ディズニーランド舞浜～飯田橋まで電
車移動

9:３０までに飯田橋からスカイツリー駅ま

浅草で昼食⇒浅草寺・舟和ようかん

で移動する。ソラマチ内の東武トラベル

母＆●●はかっぱ橋道具街へ買い物。悠

でチケット受取後 10 時～スカイダック乗

花はホテル in(14 時～)で休憩⇒17 時前か

車 11：40 着⇒パンダバスで浅草まで移動

ら電車でスカイツリーへ

19:30～ホテル 27 階フランス料理

10 時～スカイダック 11:40 着⇒スカイツリ

浅草で昼食⇒ホテル in(14 時) 母と◎●

電車移動でスカイツリータウン散策

ー⇒パンダバス（電車）で浅草方面へ移

はかっぱ橋・○○は休憩⇒17 時過ぎから浅

動

草寺・仲見世（舟和本店）

19:30～ホテル 27 階でフランス料理

浅草駅～町屋駅まで移動、昼食⇒東京駅

東京駅～電車＆モノレール移動で空港へ

自由選択制

周辺を散策。時間があれば皇居周辺まで

羽田１６：５５発 18:15 高知着

ホテル 12 時 out /荷物を高知へ送る

15 時半には東京駅を離れる

9 時～再びかっぱ橋道具街へ

○○は

東京スカイツリー・スカイツリータウン散策

※8/26~28 日はホテルメトロポリタンエドモンド飯田橋 ℡03-3237-1111
8/28~29 日は浅草ビューホテル ℡03-3847-1111/03-3842-3751(瀧口さん)
アクセスガイド参考（平均）
＊羽田空港～東京駅まで４０分 ＊東京駅～上野駅まで１８分 ＊飯田橋～舞浜乗り換え 2 回・38 分
＊上野駅～町屋駅まで１４分 ＊飯田橋～とうきょうスカイツリー駅まで 33 分
＊パンダバス約 15 分で行ける（外回り）スカイツリー発 11 時 49 分：花やしき 12 時 05 分着
（内回り）花やしき 16 時 34 分発スカイツリー16 時 53 分
＋α情報：東京駅周辺から誰でも無料で利用できる都内巡回バスが運行されている。

おにぎり

―
ホテルメトロポリタン

ディズニー（カレー）

ホテルメトロポリタン

浅草おにぎり・宿六

浅草ビューホテル

パスタ・かくれん穂

ラ・グラスリィ池袋
ディズニー
浅草ビューホテル
―

＊ディズニーランド⇒ハンガリーベア・レストラン（カレー）\780/プサザレストラン(低アレプレート)\580/
クイーンオブハート（低アレプレート）\990/センターストリートコーヒー（カレー）\980
＊ラ・グラスリィ池袋 open：10:00～21:00 西武池袋６階

お子様ランチ

＊パスタ かくれん穂 open 平日ランチ 11:00～15:00 トマトパスタ
＊浅草・芳野屋 open12 時～１７時 ℡03-3841-5173(無添加かき氷)
＊浅草おにぎり屋 昭和 29 年創業。東京で一番古いおにぎり屋 open11:30～17：00 （休）昼毎週日曜 全 16 席カウ
ンター8 席テーブル 8 席。全席禁煙。平均予算昼～999 円。℡03-3874-1615
＊舟和 羽田空港第１・第２ターミナルで芋ようかんを販売

行き先スポット情報
①

東京科学技術館
身近な科学の不思議から宇宙の壮大な不思議と仕組み、科学を利用して技術を発展させてきた営みを様々な展示とワークショップによって紹介。展
示は見て、触って、身体全体を使って体感し、自分の知識や興味に応じて楽しみながら科学と技術に興味・関心を深められるようになっている。
ワークショップ時間など詳しくはホームページ掲載
東京都千代田区北の丸公園２－１（皇居すぐ近く）
（料）大人 700 円・小人 250 円

②

東京メトロ近くの駅から徒歩約 5～8 分。

（時）9:30～16:50

池袋サンシャイン水族館
２０１１年リニューアルオープン。アシカが空を飛ぶようなサンシャインリングと大分から送られたマンボウが人気
（料）1,800 円

③

コンビニ前払い券で 1,700 円

（時）10～20 時

（休）無休

東京ディズニーランド
今年、開園 30 周年のザ・ハピネス・イヤー。「ハピネス」をテーマに史上最大のイベントが行われる。7/28～9/2 まではディズニー夏祭りと称し、水を使
ったショーが開催される。
東京ディズニーリゾート総合予約センター℡045-683-3333 予約できるレストラン：イーストサイドカフェ・れすとらん北斎・ブルーバイユーレストラン
低アレルゲンメニュー取扱レストラン：

ディズニーガイド本（Ｐ―３０）

1day パスポート大人 6200 円・小人 4,100 円（ディズニーe チケットで購入済み）
④

スカイダック（水陸両用バス）
大型路線バスと同等サイズの大きさで乗務員は大型二種免許（陸上）、一級小型船舶免許（水上）の免許を取得。現在 8 名のドライバーが船舶免許を
持ち、船上で船長を務める。運航ｌ開始 2013 年 3 月 17 日
（料）大人 2,800 円

⑤

小人 1,400 円

観光時間約 100 分

全て車窓観光「旧中川・川の駅」にてトイレ休憩

運航 20 分前までに受付すること

東京スカイツリー
2012 年 5 月 22 日スカイツリータウングランド open

タワーの高さ由来はこの地がかつて「武蔵６３４」という国名で呼ばれていた為で、。自立式電

波塔として世界一の高さを誇る。展望デッキまで３５０ｍ・地上から 50 秒で到着。、展望回廊が高さ４５０m.(花火の高さは１９０ｍ)。
心柱と呼ばれる直径８ｍ、長さ３７５ｍの円柱があり、鉄筋コンクリート製の心柱は鉄骨増の塔と構造的に分離された設計になっていて地震が発生する
とタワーと心柱が別々に揺れる為揺れが軽減される仕組みとなっている。
タワーの色は「スカイツリーホワイト」と呼ばれ日本の伝統色である最も藍染の色をベースにしたオリジナルカラー。夜にはタワーはライトアップされ、
日本の伝統色を活かした隅田川をイメージした「活」と上品な江戸紫に金箔を散りばめた様な輝きがあり、毎日交互に点灯している。
展望デッキ（当日券）大人 2,000 円・小人 600 円
⑥

展望回廊へのチケットはフロア 350 チケットカウンターで購入できる。

浅草周回・無料パンダバス
2008 年 12 月～旅行会社が運営する民間の無料巡回バス。乗車料金が無料なのは賛同した地元企業が広告という形で運営に参加しているため。
浅草⇒スカイツリーへ向かう場合は内回りルート、スカイツリー⇒浅草へ向かう場合は外回りルートに乗ると時間短縮
浅草花やしきバス停：国際通り、浅草ビューホテル前

スカイツリーバス停：スカイツリーから浅草通りを渡った橋の手前「なりひらストアー」前に止ま

る。バス停は無いが「さくら café」前の内回りバス停に外回りの時刻表と路線図がある。

⑦

かっぱ橋道具街
食品街の専門店が南北８００ｍに約１７０店舗並ぶ。大正時代に商人たちが店を出したことが発祥とされる。浅草と上野の中間にあり、東京メトロ銀座
線浅草駅からは徒歩１２分、上野駅から徒歩１５分ほど。
各店舗の営業時間は一部店舗を除き 9～17 時

あると便利な持ち物（エコバック手が汚れるのでｋｌｊｋ・ウエットティッシュ・現金）

おすすめショップ：キッチングッズ店「キッチンワールドＴＤＩ」、おしゃれな輸入キッチングッズ「Ｄr・Ｇlood」、成果道具店「馬嶋屋菓子道具店」など

⑧

浅草寺・仲見世通り
創建推古３６年（６２８年）都内で最も歴史のある寺院。隅田川で両氏の兄弟が観音像を発見、感得し祀ったのがはじまり。江戸時代初期に幕府の祈願
所として定められてからは江戸町人文化の発祥地として大いに栄えた。雷門は１８６５年の大火で焼失したが昭和３５年に松下幸之助によって再建さ
れた。高さ３・９ｍの大提灯の重さは７００ｋｇ以上ある。
仲見世は雷門から宝蔵院までの約２５０ｍの参道を東西に約９０店舗の店が軒を連ねる日本最古の商店街
浅草寺からかっぱ橋道具街まで徒歩８分

⑨

ホテルメトロポリタン飯田橋
ＪＲ中央線と地下鉄 4 線が交差する飯田橋（水道橋）にある東京ディズニーランドグッとネイバーホテル。東京ド－ムや日本武道館が徒歩圏内。コンビ
ニなど多数の施設あり。ＪＲ飯田橋より徒歩 5 分。チェック in15 時・out12 時

⑩

浅草ビューホテル
東京スカイツリーフレンドシップホテル。周辺に浅草寺や国技館があり、東京の下町を堪能できる。東側の客室からは東京スカイツリー、隅田川等を望
む。２７階にはフランス料理「蒔絵」、中国料理の。「唐紅花」があり、落ち着いた雰囲気の店内で料理を楽しめる
※東京スカイツリーまでのアクセス。電車で行くならホテルから徒歩１０分の浅草駅⇒東京スカイツリーライン（３分）でとうきょうスカイツリー駅
上野・浅草・東京スカイツリータウンを結ぶシャトルは乗り換えなしでホテルに停留所がある（大人２００円・小人１００円

現地払い）。

In14:00/out12:00

「旅行代金：契約の概要」
☆楽天トラベル契約日程：2013 年 8 月 26～29 日、往復飛行機代込（日本航空）26・27 日宿泊フリー契約、28 日浅草ビュ
ーホテル（夕×朝◎付き）洋室・トリプル・バス・トイレ付禁煙、スタンダードトリプルルーム（シティビュー）
大人 28,700 円×2 名、小人 28,300 円×1 名、幼児 0 円

楽天トラベル支払い計 85,700 円

☆Yahoo!トラベル契約内容
8/26・27 日（連泊）

ホテルメトロポリタンエドモント飯田橋（夕×朝◎付き）

部屋：プレミアムツイン、

一泊（大人・小人料金計 17,955 円×２泊＝35,910 円

旅行代金（飛行機＋ホテル代）4 名・3 泊 4 日

121,610 円

東京ディズニーランド e

16,500 円

チケット

スカイダック＋スカイツリー日付指定チケット 4 名（大人 5,800 円小人 2,300 円）
旅行代金予約分

＋

13,900 円
152,010 円

