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東京スカイツリー天望デッキ（350ｍ）日付指定入場券引換券のご案内

東京スカイツリー天望デッキ（350m）日付指定入場券引換券は入場指定日に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いただきます。お客様の都合により指定日に入場できなかった場合は、
入場指定日から30日以内（入場指定日含む）に限り4階当日券購入窓口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入場頂き、長時間お待ち頂く場合もございますので、あらかじめご了承ください。
整理券配布時は整理券をお受け取りください。東京スカイツリー天望回廊（450m）への入場券は東京スカイ
ツリー天望デッキ（350m）で別途購入となります。

東京スカイツリー天望回廊（450ｍ）

専用窓口受付で比較的スムーズに入場できます。

大人 1,030円、高校生・中学生 820円、小学生 510円
幼児 310円、3才以下無料

展望台営業時間
8：00～22：00（最終入場21：00）
※強風等により東京スカイツリーのエレベーターの
　運行中止や営業時間が変更される場合があります。
　来場前に東京スカイツリーの公式ホームページ等
　でご確認ください。

入 場 料

東武東上線＆
スカイツリーシャトル®和光・志木線で行く

東京スカイツリー®

旅行代金
（大人 お一人様）

お買い求めは

4,700円～5,680円
※発駅によって発売額がことなります。詳しい発売額・東武トップツアーズ各支店は裏面をご覧ください。

©TOKYO-SKYTREE

旅行企画・実施

　　　東京スカイツ
リー天望デッキ（35

0ｍ）

日付指定入場券引換
券付日帰りプラン

東上線沿線から東京スカイツリータウン®へ！！

東武東上線
往復乗車券付

（各駅～和光市駅または志木駅）
※幼児にはつきません

スカイツリーシャトル
往復乗車券付

（和光市駅または志木駅～
東京スカイツリータウン）

東京スカイツリー
天望デッキ（350ｍ）
日付指定入場券
引換券付

東京ソラマチ®５階
「すみだ まち処」

喫茶券付

セットで
4つのお得！

運行経路
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スカイツリーシャトルは
トイレ付車両でお子様も安心！

志  木  駅

各 駅

各 駅

和光市駅

東武トップツアーズ各支店東武トップツアーズ各支店

2015年4月1日

▲

2016年3月31日【除外日：7月25日・26日】



http://www.tobutoptours.co.jp/ または で 検索東武トップツアーズ

旅行企画・実施

東武トップツアーズは
東京スカイツリー®の
公認旅行会社です。

〒131-0045  東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー
観光庁長官登録旅行業第38号

正会員
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■スカイツリーシャトルのりばご案内
東京スカイツリータウン®

東武スカイツリーライン
とうきょう
スカイツリー駅

北十間川

東京ソラマチⓇ

③④

のりば
降車場 東京スカイツリー

イーストタワーⓇ

ソラマチひろば

東京スカイツリー天望デッキ（350ｍ）
日付指定入場券引換券付日帰りプラン

東武東上線＆スカイツリーシャトル®和光・志木線で行く

坂戸駅支店

川越支店

ふじみ野駅支店

志木駅支店

和光市駅支店

成増駅支店

上板橋駅支店

池袋駅支店

池袋アップルロード支店

坂戸市日の出町1-4（坂戸駅北口構内）

川越市脇田町24-9（東武川越駅構内）

富士見市ふじみ野東1-26-1（ふじみ野駅内）

新座市東北2-38-1（志木駅内）

和光市新倉4150-1（和光市駅内）

板橋区成増3-11-3（成増アクト1ビル3F）

板橋区上板橋2-36-7（上板橋駅南口）

豊島区西池袋1-1-25（池袋駅西口B1）

豊島区西池袋1-1-21（池袋駅北口B1）

旅行業務取扱管理者

旅行業務取扱管理者

旅行業務取扱管理者

旅行業務取扱管理者

旅行業務取扱管理者

旅行業務取扱管理者

旅行業務取扱管理者

旅行業務取扱管理者

旅行業務取扱管理者

☎049-289-8161

☎049-222-2811

☎049-262-8441

☎048-473-4771

☎048-466-7422

☎03-5383-2281

☎03-3934-3201

☎03-3981-1231

☎03-5992-3841

植田　佳樹

竹内　規夫

中島麻由美

近藤美恵子

渡辺　正明

市瀬　大介

新藤真由美

今泉　将一

松野　祐子

10：00～19：00
10：00～18：00

平 日
土・日・祝

10：30～19：30
10：30～18：30

平 日
土・日・祝

10：30～19：30
10：30～18：00

平 日
土・日・祝

10：30～19：30
10：30～18：30

平 日
土・日・祝

10：30～19：30
10：30～18：00

平 日
土・日・祝

10：30～19：30
10：30～18：00

平 日
土・日・祝

10：30～19：30
10：30～18：30

平 日
土・日・祝

10：00～20：00
10：00～18：00

平 日
土・日・祝

11：00～20：00
11：00～19：00

平 日
土・日・祝

ご予約・お問合わせは

東上線乗車券 各駅～志木駅
スカイツリーシャトル乗下車 志木駅
朝霞・朝霞台、柳瀬川・みずほ台 4,700（2,350）
和光市、鶴瀬・ふじみ野 4,720（2,360）
下赤塚・成増、上福岡 4,760（2,380）
大山～東武練馬、新河岸～川越市 4,840（2,420）
池袋～下板橋、霞ヶ関・鶴ヶ島 4,940（2,470）
若葉～北坂戸 5,000（2,500）
高坂、一本松～川角 5,100（2,550）
東松山・森林公園、武州長瀬～越生 5,180（2,590）
つきのわ・武蔵嵐山 5,240（2,620）
小川町・東武竹沢 5,440（2,720）
男衾～寄居 5,540（2,770）

東京スカイツリー®

■旅行代金　お一人様　　  （　）内はこども（小学生）料金　単位：円 ■スカイツリーシャトル時刻表

※中人（中高生）は上記大人旅行代金より５００円引きとなります。
　幼児（4・5歳）の旅行代金は2,000円となります。

東上線乗車券 各駅～和光市駅
スカイツリーシャトル乗下車 和光市駅
下赤塚・成増、朝霞・朝霞台 4,700（2,350）
上板橋・東武練馬、志木・柳瀬川 4,720（2,360）
大山～ときわ台、みずほ台・鶴瀬 4,760（2,380）
池袋～下板橋、ふじみ野・上福岡 4,840（2,420）
新河岸～川越市 4,940（2,470）
霞ヶ関・鶴ヶ島 5,000（2,500）
若葉・坂戸 5,100（2,550）
北坂戸・高坂、一本松～川角 5,180（2,590）
東松山・武州長瀬～越生 5,240（2,620）
森林公園～武蔵嵐山 5,360（2,680）
小川町～男衾 5,540（2,770）
鉢形～寄居 5,680（2,840）

■  東京スカイツリータウン®方面

8:10

8:40

9:40

10:10

10:40

11:30

所要時分 約50～9０分

志 木 駅 南 口

和 光 市 駅 南 口

東京スカイツリータウン

停　　留　　所

■  和 光・志木方面

15:20

16:10

16:40

19:00

19:50

20:20

所要時分 約50～8０分

東京スカイツリータウン

和 光 市 駅 南 口

志 木 駅 南 口

停　　留　　所

コースコード：AH02151 コースコード：AH02152

※バスの予約は1ヶ月前からとなります。往路の座席が確保できた場合のみお受けできます。
※往路事前予約制、復路は先着順による座席定員制となります。バス時刻は変更になる場合
があります。
※復路スカイツリーシャトルが満席でご乗車できなかった場合は、東京ソラマチ®1Ｆツーリ
ストサービスセンターにて東京スカイツリー関連指定商品にお引換えいただけます。

■設定期間：2015年4月1日～2016年3月31日 ※除外日：7月25・26日  ※発売開始は1ヵ月前からとなります。

ユニックJ

■ご案内（国内企画旅行取引条件説明書・抜粋）
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししていますので、事前に内容を必ず確認のうえお申込みください。
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1． 募集型企画旅行契約
　この旅行は、東武トップツアーズ株式会社（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
　所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、旅行代金の20％以上（最低3,000円）から旅行代金までの申込金
を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金または取消料の一部または全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、①当社または②旅行業法で規定された受託旅行業者（以下①②併せて「当
社ら」といいます）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って旅行契約を解除することができます。

5． 最少催行人員　この旅行の最少催行人員は1名です。
6．旅行管理業務　この旅行は、お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン券類をご出発前に
お渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身でおこなっていただきます。
また、悪天候等によりサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替えサービスの手配
および必要な手続きは、お客様自身で行っていただきます。
7． 旅行条件・旅行代金の基準日
　この旅行条件は2015年4月1日を基準日としています。
8.通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件　当社らは、当社らが提携するクレジット
カード会社（以下「提携会社」といいます）のカード会員（以下「会員」といいます）との間で、電話、郵便、ファク
シミリ、その他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合があります。「通信契約による旅行条件」は、
「通常の旅行契約の旅行条件」とは一部が異なります。以下に異なる点のみご案内いたします。
⑴本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い、又は払い戻し債務を
履行すべき日をいいます。

⑵申込みに際し、会員は申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」「旅行開始日」等に加え、「会員番号（クレ
ジットカード番号）」「カード有効期限」等を、当社らにお申し出いただきます。

⑶通信契約は、当社らが契約の締結を承諾する旨を発した時に成立します。ただし、当該契約の申込みを承諾する
旨の通知をEメール、ファクシミリ、留守番電話等で行なう場合は、その通知が会員に到達した時に成立する
ものとします。

⑷与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、この旅行条件書に
定める取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが、別途指定する期日までに現金による旅行
代金のお支払いをいただく場合はこの限りではありません。

⑸当社らは、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして、「パンフレットに記載する金額の旅行
代金」、又は「この旅行条件書に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は
「契約成立日」とします。また、取消料のカード利用日は、「契約解除のお申し出のあった日」とします。ただし、
契約解除の申し出日が既に旅行代金のお支払い後であった場合は、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた
額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して７日以内をカード利用日として払い戻します。

＊募集型企画旅行契約
旅行契約の
解除期日
取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 旅行開始日
11日目まで 10～8日目 7～2日目 前日 当日
無料 20％ 40％ 50％

旅行開始後または
無連絡不参加
100％30％

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行業務
に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

※12/30～1/3は休業となります。

時刻は変更する場合がございますので、予めご了承ください。

のホームページ

9.個人情報の取扱いについて　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。

2015年7月21日現在

④番のりば


