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毎日
出発

延泊アレンジもOK

早朝特急プラン

BB

運 転 日

出発日カレンダー（浅草駅出発日となります）

2022年1月7日～3月5日の設定日（浅草駅出発日） スキー場 会津高原たかつえスキー場 会津高原だいくらスキー場
申込み箇所 東武トップツアーズの各支店、または東武トップツアーズWEB予約サイト
申込み期限

ご案内

各出発週の金曜日17：00まで（2/10、2/22は当日17：00まで）
※但しWEB販売センターでのお申込みは7日前までとなります。

発売開始日 乗車日の1ヶ月前から発売

スノーパル23:55プラン 連絡バスの運転はスノーパル23：55浅草発日の翌日のみとなります。
※ダイヤ改正により時刻等は変更となる場合もございます。

センターハウスカフェテリアの朝食は、ご飯とパンがついています。
元気いっぱいになったところで、「まっさらスノー」を満喫してください。

「白銀の足跡のない世界」に到着したら「レストランオーロラ」に向かい、
まずは朝食を。おなかを満たした後はおもいっきり、
「まっさらスノー」をお楽しみください！

★プランA・B・Cともレンタルウェアは
1,000円（現地払い）
　　　　　　 で利用できます（予約不要）

1日

行　程

往
　路

お
帰
り
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列
車
❶

出
発
の
列
車

お帰りの列車は会津高原尾瀬口から浅草まで乗換なし
東武新型特急リバティが便利！

（　）内はこども料金

だいくらスキー場
6：50頃着

23：55発 （5：23着）6：00発下
今
市

鬼
怒
川
温
泉

新
藤
原

スノーパル23：55 車内仮眠

連絡バス
（会津バス）

18：15着18：10着18：02着17：41着16：26着16：00着14：55頃着

20：51着20：37着20：06着17：02発  普通列車16：40頃着 20：48着

連絡バス（会津バス）

特急けごん48号特急けごん48号
20：05着20：00着19：50着19：28着

連絡バス（会津バス）

連絡バス（会津バス）

※1.連絡バスの運転は、スノーパル23：55浅草出発日の翌日のみとなります。ご宿泊等でその他の日にお帰りのお客様は、会津アストリアロッジ隣の「たかつえスキー場」バス停（スキーセンタースペーシアより徒歩10分）より路線バス（14：07発、16：42発）をご利用ください。
※2.無料送迎をご利用して会津田島から会津鉄道で会津高原尾瀬口までご利用の場合、会津鉄道の運賃はお客様負担となります。
※復路は鬼怒川温泉駅で途中下車ができます。

ファミリー（有料のこどもを含む親子）の参加の場合
ドリンク券1人1枚付

FEELクーポンからリフト券交換時にお申し出ください。
クーポン交換後は対応できません。

バスは5：30頃から乗車できます。

20：45着  20：46発
曳舟のりかえ

18：14着  18：23発
下今市のりかえ

19：49着  19：51発
南栗橋のりかえ

だいくらスキー場
15：50発 ※2

●基本代金には乗車駅から会津高原尾瀬口駅までの往復運賃・往路特急料金と、会津高原尾瀬口駅～たかつえスキー場、
または会津高原尾瀬口駅～だいくらスキー場の往復連絡バス運賃、スキー場の1日リフト券、その他（プランA～Cにより異な
ります）を含みます。●こども代金は小学生に適用します。幼児でも座席が必要な場合はこども代金となります。
●乗車券の有効期間は4日間です。復路は鬼怒川温泉駅で途中下車できます。それ以外の駅での途中下車は前途無効とな
ります。乗車券面記載区間以外の乗下車は別途運賃がかかります。●取り消しの場合はお申し込みの支店にご来店のうえ
手続きを行ってください。出発日の変更はお取消し、再申し込みとなります。

たかつえスキー場
14：25発 ※1

※路線バスも利用可能です。会津ア
ストリアロッジ隣「たかつえスキー場
バス停」（14：07発）スキーセンター
スペーシアより徒歩約10分

※発着駅は同駅となります。
プランも発駅も1名ずつ選べます。

浅　草
0：10発
北千住

0：26発
新越谷

0：45発
春日部 会津高原尾瀬口

浅草・とうきょうスカイツリー・北千住着 春日部着

1,850円（930円） 1,560円（790円） 1,630円（820円） 1,380円（700円）
会津高原尾瀬口発

乗車券の有効期間：4日間（浅草駅出発日から）

割引特急券の乗車変更について

（　）内はこども料金

（イメージ）（イメージ）

東武鉄道の各駅では割引料金による特急券
（割引特急券）の乗車変更はできません。購入
した東武トップツアーズ販売店にて割引特急
券を1回に限り乗車変更できます。ご利用列
車により追加料金がかかる場合があります。
※特急は、新越谷駅には停車いたしません。
※新宿着の特急列車は利用できません。
※取消・払戻しには所定の手数料がかかります。

浅　草北千住 とうきょう
スカイツリー春日部下今市会津高原尾瀬口 鬼怒川温泉

浅　草北千住 とうきょう
スカイツリー春日部下今市会津高原尾瀬口 鬼怒川温泉

浅　草北千住 とうきょう
スカイツリー春日部会津高原尾瀬口

たかつえスキー場
6：30頃着

〔「その他手配照会画面」の　　　から選択して追加〕

が出発日

15：17発 特急リバティ会津140号
特急に接続します。

ご乗車には別途特急券が必要です
ご旅行本体と同時購入で割引になります

18：15発 特急けごん48号
特急にお乗継ぎができます。

ご乗車には別途特急券が必要です
ご旅行本体と同時購入で割引になります

21：05着21：00着20：51着20：29着19：18着18：54着17：15頃着
連絡バス（会津バス）

たかつえスキー場
16：10発 ※1

18：09発 特急リバティ会津150号
特急に接続します。

ご乗車には別途特急券が必要です
ご旅行本体と同時購入で割引になります

鬼怒川温泉駅からは東武特急スペーシアで!

割
引
特
急
料
金

ス
ペ
ー
シ
ア（
復
路
）

浅草・とうきょうスカイツリー・北千住着 春日部着鬼怒川温泉・下今市発

平日料金

土・休日料金、12/30～1/3

1,360円（680円）

1,470円（740円）

1,090円（550円）

1,180円（600円）

1,150円（580円）

1,250円（630円）

920円（470円）

1,000円（510円）

同時購入で割引になります
平　日

土・休日、12/30～1/3
1室3,150円
1室3,770円

2,520円
3,020円 個室

（定員4名）

帰りはゆったり個室で!

東武特急リバティ
特急のご利用には別途特急券が必要です。
スノーパルと同時にお申し込みの場合に限り 割引特急券 がご利用になれます。

特急のご利用には別途特急券が必要です。
スノーパルと同時にお申し込みの場合に限り 割引特急券 がご利用になれます。

パウダースノーは当たり前! 
最大傾斜38度のチャンピオンコースから初心者コースまで！！

だいくらだいくらだいくらだいくらだいくらだいくらだいくらだいくらだいくらだいくらだいくらだいくらだいくらだいくらだいくらだいくらだいくらだいくら
ファミリーがお得!

上記Aプランにおとな・こども共に3,000円増し

おとな6,100円・こども4,600円

▲

おとな・こども 3,700円

おとな7,100円・こども5,600円

▲

おとな・こども 4,200円

レンタルスキーフルセット代金

レンタルスノーボードフルセット代金

スキーセンター「スペーシア」
宿泊のお客様の翌日用

任意

※駅窓口は閉まっていますので当日の
　購入はできません

東武特急スペーシア

割引特急券コード 9917（プレミアムP）

割引特急券コード リバティ会津101／リバティ会津150：9924
けごん48：9925

手配旅行

手配旅行

スノーパル23：55は
行けば行くほどお得!

　
スタンプ3個で昼食＋1ドリンクが無料!
★スノーパル23：55サンクス企画

スタンプ4個で次回の旅行代金が1,000円でOK！
★スノーパル23：55ゴーゴー企画

※昼食はスキー場の限定メニューです。5回目のコースはスノーパル23：55の各Aプランに限定させていただきます。
※スタンプカードは今シーズンのものに限ります。昨シーズンからの継続はできません。
※スタンプカードはお1人様1冊です。合冊での利用はできません。

●スタンプカードは初回のスキー場リフト券引換所にてお渡しいたします。
●3個目のスタンプをスキー場窓口で押印時に昼食券をお渡しいたします。
●4個スタンプがたまったら5回目申込みの際に販売店窓口にお持ちください。

たかつえたかつえたかつえたかつえたかつえたかつえたかつえたかつえたかつえたかつえたかつえたかつえたかつえたかつえたかつえたかつえたかつえたかつえ

朝食 レンタルフルセットリフト1日券

朝食リフト1日券

CC
プランB＋
スクール
2時間付

プランA＋
レンタル
フルセット付

リフト1日券
＋
朝食付

上記Aプランにおとな・こども共に5,000円増し

コースコード
基本：B05101B
2座席：B05101F

B
上記Aプランにおとな・こども共に3,000円増し

リフト1日券 レンタルフルセット

コースコード
昼食券なし：B05103B
昼食券付：B05103D

コースコード
基本：B05101A
2座席：B05101E

コースコード
基本：スキー B05101C

ボード B05101D
2座席：スキー B05101G

ボード B05101H朝食 レンタルフルセット スクールリフト1日券

リフト1日券

AA

BB
上記Aプランにおとな・こども共に1,100円増し

朝食リフト1日券

CC
プランB＋
スクール
1時間30分付

上記Aプランにおとな・こども共に3,300円増し

コースコード
基本：B05102B
2座席：B05102F

コースコード
基本：B05102A
2座席：B05102E

コースコード
基本：スキー B05102C

ボード B05102D
2座席：スキー B05102G

ボード  B05102H朝食 レンタルスキーセット
またはレンタルボードセット

初心者スクールリフト1日券

AA

（6：30浅草発リバティ会津101号利用）

往
　路

6：30発 9：21着

リバティ会津101号

リバティ会津150号

路線バス
（会津バス・内川行き）

路線バス（会津バス・檜枝岐行き）

浅　草
6：42発
北千住

7：03発
春日部 会津高原尾瀬口

6：33発
とうきょうスカイツリー

9：41着
会津田島

たかつえスキー場（アストリアロッジ）
10：10頃着

だいくらスキー場入口
10：28頃着　バス停からスキー場は徒歩約10分です。

前日までのお電話予約でバス停まで送迎いたします。だいくらスキー場：0241-64-2121

21：05着20：51着20：29着17：30頃着 17：49発 18：09発
路線バス（会津バス）

浅　草北千住
21：00着

とうきょうスカイツリー春日部会津田島 会津高原尾瀬口

9：40発
9：55発

コースコード
昼食券なし：B05103A
昼食券付：B05103CA

コースコード
昼食券なし：B05104A
昼食券付：B05104CA

B
上記Aプランにおとな・こども共に1,100円増し

コースコード
昼食券なし：B05104B
昼食券付：B05104D

だいくらスキー場（12/24～3/27）たかつえスキー場（12/18～3/27）

★ご参加1回につき1個スタンプを押印
（早朝特急プランは対象外）

割引
特急料金
リバティ
（復路）

※往復の利用列車は下記の列車限定となり、変更はできません。（延泊の場合も同様）
※ダイヤ改正により時刻等は変更となる場合もございます。

お
帰
り
の
列
車
❸

復
　路（
モ
デ
ル
コ
ー
ス
）

お
帰
り
の
列
車
❷

快適な列車の旅を演出する500系車両では、
リクライニング可能な座席に揺られながら眠りにつき、
翌朝には会津高原スキー場のパウダースノーゲレンデへとお客様をいざないます。
※車内ではマスクを着用の上、会話は控えめにお願いいたします。

スノーパル23：55は快適空間リバティ車両で運行！！ リバティ車両はこんなに快適♪
●各座席にコンセントを設置
●車内は無料WI-FI環境を整備
●座席はリクライニング可能
●車内に洗浄機付トイレを設置
　（車いす対応およびオストメイト付き多機能トイレです）

ビギナーからプロ級まで、楽しめるバラエティ豊かなコース!!

復
　路

お
帰
り
の
列
車
❶

20：05着19：50着19：28着16：00頃着 16：38発 17：02発 18：14着
普通列車普通列車

18：15発

17：15頃着路線バス（会津バス）

路線バス（会津バス）

浅　草北千住春日部会津田島 会津高原尾瀬口 下今市のりかえ

特急けごん48号

だいくらスキー場入口
16：49発

お
帰
り
の
列
車
❷

たかつえスキー場
（アストリアロッジ）

16：42発

だいくらスキー場入口
15：19発（1/1は運休）

※降雪状況により期間は変更となる場合があります。

スノーパル列車番号 5163

朝食 レンタルスキーセット
またはレンタルボードセット

リフト1日券

リフト1日券 レンタルスキーセット
またはレンタルボードセット

※全席座席指定のため、クーポン券をお持ちでない方は、ご乗車できません。
※復路に特急を利用する場合は、別途購入が必要となります。

（注）グローブ・ゴーグル・帽子の貸出は感染防止のため
　　ございません。各自でご用意ください。

（注）グローブ・ゴーグル・帽子の貸出は感染防止のためございません。各自でご用意ください。 （注）グローブ・ゴーグル・帽子の貸出は感染防止のためございません。各自でご用意ください。

※基本代金には乗車駅から会津高原尾瀬口または会津田島までの往復運賃・特急料金と、会津高原尾瀬口～たかつえスキー場、または会津田島～だいくらスキー場入口の往復路線バス運賃、スキー場の１日リフト券、昼食券（昼食券付プランのみ）、
その他（プランＡ・Ｂにより異なります）が含まれます。※本プランでは、スノーパル連絡バスの利用はできません。（路線バスのみ利用可）　※本プランでは復路、特急けごん48号とリバティ会津150号利用の旅行代金は同額となります。

リフト1日券 昼食券付の場合

食
券昼

1,000円分

昼食券付の場合

食
券昼

1,000円分
昼食券付の場合

食
券昼

1,000円分

リフト1日券 1ドリンク券昼食券付の場合

食
券昼

1,000円分

（注）グローブ・ゴーグル・帽子の貸出は感染防止のためございません。各自でご用意ください。

販売店様へ 2座席目の手配は、専用コースコードで本体予約し隣席を特急券のみ（大人）で発券しお渡しください。

昼食券（1,000円分）付・なしプラン
を選択いただけます。

スノーパル23：55ゆったり2座席利用プラン
今シーズンも夜行列車スノーパル23：55では1名2座席利用プランをご用意いたしました。
出発駅から会津高原尾瀬口駅までは隣を気にすることなく、ゆっくりお過ごしいただけます。
（連絡バスは対象外です。）

●下記、たかつえ・だいくら■～■プラン基本代金に加算となります。
●2座席利用は浅草駅→会津高原尾瀬口駅の夜行列車「スノーパル23：55」利用区間のみとなります。

追加代金：おひとり様 1,500円（おとな・こども同額）
A C

オプショナルプラン

スススススススススススススノノノノノノノノノノノノノーーノーノ パルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルパルーパルー 22222222222222333333333333333333：：：：：：：：：：555555555555555555555555555555555555555555
プランプランプランプランプランプランプランプランプランプランプランプランプランプランプランプランプラン

スノーパル23：55
プラン

ニー サン ゴー ゴー

リフト1日券
＋
朝食付

プランA＋
スキー・ボード
レンタル付

たかつえスキー場
16：45発 ※1

※路線バスも利用可能です。会津ア
ストリアロッジ隣「たかつえスキー場
バス停」（16：42発）スキーセンター
スペーシアより徒歩約10分

20：00着
とうきょうスカイツリー

ご来場
ありがと

う

ございま
す。

たかつえ
・

だいくら
スキー場

ご来場ありがとうございます。たかつえ・だいくらスキー場

★東武のスキー・スノーボード専用夜行列車での夜行日帰りコース★
延泊アレンジもOK ※P.5・6をご覧ください。

※スキーのレンタルフルセットにはブーツ・板・ストック・ウェアが含
まれます。スノーボードのレンタルフルセットにはブーツ・ボード・
ウェアが含まれます。（スキーとボードの借り換えはできません。）

※スクールは、半日2時間となります。（8：30～10：30）
　（幼児は10：00～12：00の一般レッスン（有料）となります。）

（注）グローブ・ゴーグル・帽子の貸出は感染防止のためございませ
ん。各自でご用意ください。

〔「その他手配照会画面」の　　　から選択して追加〕

おとな3,000円・こども2,000円

▲

おとな・こども 1,200円

おとな3,500円・こども2,500円

▲

おとな・こども 1,200円

レンタルスキーセット代金

レンタルスノーボードセット代金

宿泊のお客様の翌日用

任意

オプショナルプラン

※スキーのレンタルセットにはブーツ・板・ストックが含まれ
ます。スノーボードにはブーツ・ボードが含まれます。（ス
キーとボードの借り換えはできません。）

※スクールは、半日1時間30分となります。（8：30～10：00）
※スノーボードスクールは小学4年生から受付となります。
　（幼児は10：30～の一般レッスン（有料）となります。）

※スキーのレンタルフルセットにはブーツ・板・
ストック・ウェアが含まれます。スノーボードの
レンタルフルセットにはブーツ・ボード・ウェア
が含まれます。（スキーとボードの借り換えは
できません。）

※スキーのレンタルセットにはブーツ・板・ストック
が含まれます。スノーボードにはブーツ・ボード
が含まれます。（スキーとボードの借り換えはで
きません。）

★日帰りで手軽にスキー・スノーボードを楽しめる★
ウェアを持参でスキー・ボードを
レンタルの方は事前購入がお得！
★1日スキーセット（ブーツ、板、ストック）
おとな3,100円▶2,100円、こども2,100円▶1,600円

おとな4,100円▶3,100円、こども3,100円▶2,100円
★1日スノーボードセット（ブーツ、ボード）

43

基本代金（お1人様） （単位：円）

基本代金（お1人様） （単位：円）

発　（着）　駅 黄色出発日 青色出発日 赤色出発日
おとな こども おとな こども おとな こども

浅草～鐘ヶ淵・押上、小村井～亀戸 9,600 6,100 9,800 6,300 10,400 6,800

発　（着）　駅 黄色出発日 青色出発日 赤色出発日
おとな こども おとな こども おとな こども

浅草～鐘ヶ淵・押上、小村井～亀戸 9,900 5,900 黄色の出発日と同額 10,800 6,700

【発（着）駅差額・往復】堀切～北千住～新越谷、大師前：おとな260円引こども130円引、越谷、加須～館林、清水公園～新柏、大宮～大和田：おとな400円引
 こども200円引、北越谷～春日部～花崎、七里～七光台：おとな640円引こども320円引、増尾～船橋：おとな140円引こども70円引

【発（着）駅差額・往復】堀切～北千住～新越谷、大師前：おとな260円引こども130円引、越谷、加須～館林、清水公園～新柏、大宮～大和田：おとな400円引
 こども200円引、北越谷～春日部～花崎、七里～七光台：おとな640円引こども320円引、増尾～船橋：おとな140円引こども70円引

2022年1月
日 月 火 水 木 金 土

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

2022年2月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

2022年3月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31




