
出発日：2021年12月31日(金)

天候に左右されない雲上から、幸多き一年を祈りましょう

初日の出（イメージ）

ANA A321（イメージ）

初日の出（イメージ）

２つのプランをご用意

セブンカルチャーネットワーク貸切チャーター特別企画

～大晦日にホテルでゆっくり宿泊付～
２０２２年元旦 「ANA初日の出フライト」

基本プラン
【2021年11月25日(木)10:00受付開始】

フライトシミュレーター
体験付プラン

【2021年11月8日(月)10:00受付開始】
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ANA A321（イメージ）

羽田エクセルホテル東急客室（イメージ）

羽田エクセルホテル東急客室（イメージ）

A320シミュレーター（イメージ）



初日の出（イメージ）

～大晦日にホテルでゆっくり宿泊付～
２０２２年元旦 「初日の出フライト」基本プラン

ツアー内容

▷受付開始：2021年11月25日（木）10時00分 ※予約サイト「セブン旅倶楽部」にて先着順受付
▷出発日： 2021年12月31日（金）
▷添乗員： 同行しませんが現地係員がご案内します。
▷最少催行人員： 80名（基本プラン、フライトシミュレーター体験付プランの合計）
▷食事条件：【夕食なしコース】 なし（機内食１回：おせち風弁当）

【夕食付コース】 夕１回（機内食１回：おせち風弁当）
▷利用ホテル：羽田エクセルホテル東急(洋室2～3名1室/ツインまたはダブルルーム）
▷受付 2～3名様１組（１名様でのご参加はできません）

▷天候に左右されず、雲上から初日の出を拝みます。
▷１組に窓１枠を必ずご用意します。ゆっくりと初日の出をご覧ください。
▷お食事はおせち風のお弁当をご用意します。
▷搭乗証明書・日本酒ミニボトルのお土産などをご用意します。（未成年の方には日本酒ミニボトルに代えてソフトドリンクをご用意）
▷ご宿泊は、羽田空港第2ターミナル出発ロビー直結、大変便利な「羽田エクセルホテル東急」をご用意
▷大晦日の晩は、ホテルで優雅なディナーを楽しめる夕食付プランもご用意

ツアーポイント

スケジュール

日付 スケジュール

1 12/31(金)
大晦日

羽田エクセルホテル東急にご集合
▶ホテルに各自チェックイン（14時00分～）大晦日を楽しくお過ごしください。
【夕食付コース】 ホテル内レストランまたはルームサービスにて大晦日スペシャルディナー

[宿泊] 羽田エクセルホテル東急

2 1/1(土)
元旦

羽田空港第2ターミナル（4:00頃～4:40頃各自でチェックイン）

▶初日の出 ANAチャーターフライト 5:30頃出発
ANA貸切 初日の出号・遊覧飛行（初日の出・富士山を見ながら遊覧）
初日の出鑑賞（6:40頃）→羽田空港（7:30～8:00頃着）
到着後、ホテルにてごゆっくりお過ごしください。〔チェックアウト11:00〕
その後、各自解散。

※当日の天候・その他の事情により航路及び機内でのサービスが変更となる場合があります。※チャーターフライトは政府認可申請中です。

旅行代金

おひとり様あたり／大人・子供(3歳以上）同額（3歳以上のお子さまからお座席が必要です）。

※GO TOトラベルキャンペーンが再開され、適用条件が合致する場合、お申し込み済みのお客様もキャンペーン対象となります。

1室利用人数

部屋タイプ

航空機座席 A席 B席(翼の上) A席 B席(翼の上) A席 B席(翼の上)

夕食なしコース 79,000円 69,000円 84,000円 74,000円 71,000円 61,000円

夕食付コース 85,000円 75,000円 90,000円 80,000円 77,000円 67,000円

夕食付(子供メニュー)

※旅行代金には消費税、羽田空港施設使用料を含みます　※3名1室部屋指定なしコースの設定ありません

上記夕食付コース代金より4,000円引き

部屋指定なし 滑走路ビュー

2名1室 3名1室2名1室

滑走路ビュー



A320シミュレーター（イメージ） 羽田エクセルホテル東急外観（イメージ）

宿泊ホテルのご案内

この上ないロケーションに、これまでにない利便性、そしてのびやかな開放感。羽田エクセルホテル東急。
リザーブしたかった、このゆとり、このやすらぎ。空の旅に続く、リラックスの新しいカタチが、ここにあります。
（チェックイン14:00～24:00 チェックアウト11:00）
駐車場：空港内駐車場（有料 24時間2,140円）をご利用ください。

羽田エクセルホテル東急 〔羽田空港第２ターミナル 出発ロビー直結〕

【夕食付コース】

2021年の締めくくりは、ホテル内レストランまたはルームサービスにて、
シェフが選りすぐった味覚を揃えたディナーコースをお楽しみください。

夕食の会場・時間はお申し込み時に下記よりお選びください。

会 場 時間（目安） 備 考

① レストラン 17:30～19:30

② レストラン 19:30～21:30

③ ルームサービス 17:30～19:30 10名様限定

④ ルームサービス 19:30～21:30 10名様限定

画像はイメージです（ルームサービスの食器は、レストランと異なります）

外観 客室（イメージ）※ダブルベッドルーム利用となる場合もあります。

※3名1室でご利用の場合、ルームサービスでの夕食は承れません。
（レストランでの夕食となります）

レストラン外観

お子様用メニュー(幼児～小学生低学年目安）

温野菜・コーンスープ・オムライス・

ハンバーグ・デザート



【ご案内】

・当日は報道取材やセブン＆アイ・ホールディングスの広報活動のため、ツアーの様子を撮影し、お客様の個人情報（容

姿が確認できる映像など）を使用させていただく場合がございますので、あらかじめご承諾のうえ、ご参加ください。

・ラウンジのご利用、優先チェックイン、優先搭乗のお取り扱いはございません。

・機内持込手荷物、持込制限品は運航会社規定に準じます。なお、空港での手荷物のお預かりはできません。

・飛行角度・方向によって視界（初日の出）が遮られる場合があります。

・航路は当日の天候・その他事情により変更となり、富士山をご覧いただけない場合がございます。

・座席位置、番号はお選びいただけません。座席番号のご案内は当日となります。

・チャーター機のため、機内でのサービスは定期便と異なります。

・当プランでの「プレミアムクラス席」の発売はございません。

・マイルの加算はございません。

・チャーターフライトは政府許可申請中です。

１名様でのご参加はできません

座席イメージ

【A席】 普通席（窓側から２～3席）

【B席】普通席・翼上（窓側から２～3席）

進
行
方
向

後方

・マスクを必ず着用してご参加ください。また、当日は検温を実施させていただきます。37.5度以上の発熱が認められ

る場合、ご参加いただけません。あらかじめご了承の上、お申込ください。

・新型コロナウイルス感染症の影響に伴いイベント中止及び官公署よりツアー中止の指示・勧告があった場合などについて

は、催行を中止する場合があります。

・旅行代金は、大人･子供同額です（3歳以上のお子さまからお座席が必要です）。大人1名につき2歳までのお子さま

1名がお膝の上にお座りいただけます（無償）。お申込時に「備考欄」に、お子さまの氏名（漢字・カナ）・年齢・性別を

ご入力ください。

・年齢はお申込み時ではなく搭乗時の年齢をご入力ください。

・お体の不自由なお客さま（歩行が不自由なお客さま/車いすをご利用になるお客さま/耳や言葉の不自由なお客さまな

ど）はお申込時にお申し出ください。

・お食事のアレルギーがあるお客さまはお申込時に「備考欄」に記載の上、お知らせください。

お申込み・ご参加にあたってのご案内



出発日：2021年12月31日(金)

A320/B737シミュレーター体験と
A321 元旦初日の出フライト

初日の出（イメージ）

ツアー内容

▷受付開始： 2021年11月8日（月）10時00分 ※予約サイト「セブン旅倶楽部」にて先着順受付
▷出発日： 2021年12月31日（金）
▷添乗員： 同行しませんが現地係員がご案内します。 ▷使用機材：A321（194席）予定
▷最少催行人員： 80名（基本プラン、フライトシミュレーター体験付プランの合計）
▷食事条件：【夕食なしコース】 なし（機内食１回：おせち風弁当）【夕食付コース】 夕１回（機内食１
回：おせち風弁当） ▷宿泊：羽田エクセルホテル東急 洋室（２名部屋/ツインまたはダブルルーム）
▷受付 ：２名様１組（１名様・３名様以上での承りはできません）

▷【フライトシミュレーター体験＋初日の出フライト＋宿泊】をセットにした充実のプランです
▷A320型またはB737型の本格的なフライトシミュレーターで1日早く、初日の出フライト操縦体験ができます。
▷大晦日は羽田空港内にあるホテルでゆっくりお過ごしください。
▷天候に左右されず、雲上から初日の出を拝みます。
▷１組に窓１枠を必ずご用意します。ゆっくりと初日の出をご覧ください。
▷お食事はおせち風のお弁当をご用意します。
▷搭乗証明書・日本酒ミニボトルのお土産などをご用意します。（未成年の方には日本酒ミニボトルに代えてソフトドリンクをご用意）

ツアーポイント

スケジュール

日付 スケジュール

1 12/31(木)
大晦日

▶フライトシミュレーター体験 45分間のプログラム 体験時間の30分前に集合
A320またはB737のコックピットで、初日の出フライトで飛行予定コースの一部を
操縦体験することができます。（羽田～房総半島上空 往復を予定）

▶羽田空港第２ターミナル出発ロビーに直結したホテルにチェックイン 14:00以降
【夕食付コース】 ホテル内レストランまたはルームサービスにて大晦日スペシャルディナー

[宿泊] 羽田エクセルホテル東急

2 1/1(金)
元旦

羽田空港第2ビル（4:00頃～4:40頃各自チェックイン）

▶初日の出 ANAチャーターフライト 5:30頃出発
ANA貸切 初日の出号・遊覧飛行（初日の出・富士山を見ながら遊覧）
初日の出鑑賞（6:40頃）→羽田空港（7:30～8:00頃着）
到着後、ホテルにてごゆっくりお過ごしください。〔チェックアウト11:00〕 その後、各自解散。

※フライトシミュレーター体験は、1/1をお選びいただくことも可能です
※当日の天候・その他の事情により航路及び機内でのサービスが変更となる場合があります。※チャーターフライトは政府認可申請中です。

旅行代金

おひとり様あたり／大人・こども(3歳以上）同額 ※3歳未満の幼児はご参加いただけません。

２名様１組でお申込下さい（１名様・３名様以上での承りはできません）

※GO TOトラベルキャンペーンが再
開され、適用条件が合致する場合、
お申し込み済みのお客様もキャンペー
ン対象となります。

1室利用人数

部屋タイプ

航空機座席 A席 B席(翼の上) A席 B席(翼の上)

夕食なしコース 89,000円 79,000円 94,000円 84,000円

夕食付コース 95,000円 85,000円 100,000円 90,000円

夕食付(子供メニュー)

※旅行代金には消費税、羽田空港施設使用料を含みます

2名1室 2名1室

部屋指定なし 滑走路ビュー

上記夕食付コース代金より4,000円引き



利用ホテル

この上ないロケーションに、これまでにない利便性、そしてのびやかな開放
感。羽田エクセルホテル東急。リザーブしたかった、このゆとり、このやすらぎ。
空の旅に続く、リラックスの新しいカタチが、ここにあります。
（チェックイン14:00～24:00 チェックアウト11:00）
駐車場：空港内駐車場（有料:24時間2,140円）をご利用ください。

羽田エクセルホテル東急
客室（イメージ）
※ダブルベッドルーム利用となる場合もあります。

羽田空港第２ターミナル
出発ロビーに直結

【夕食付コース】 2021年の締めくくりは、ホテル内レストランまたはルームサービスにて、シェフが選りすぐった味覚を揃
えたディナーコースをお楽しみください。

夕食の会場・時間はお申し込み時に下記よりお選びください。

会 場 時間（目安） 備 考

① レストラン 17:30～19:30

② レストラン 19:30～21:30

③ ルームサービス 17:30～19:30 10名様限定

④ ルームサービス 19:30～21:30 10名様限定

画像はイメージです
（ルームサービスの食器は、レストランと異なります）

レストラン外観

フライトシミュレーター体験 羽田空港第１ターミナル ５階

A320シミュレーター（イメージ）

45分間のプログラムで、羽田離陸～房総半島上空で日の出～羽田着陸を体験します。
フライト時間はおおむね30分～35分（代表してお一人で、又はお二人で交互に体験も可）、記念撮影もで
きます。元旦初日の出フライトの天候（31日に予想）を再現します。羽田空港の離発着の滑走路も、フライト
中の天気も、予想に基づいて設計します。もちろん機上で日の出を迎えるフライトをシミュレーター体験できる絶
好の機会です！飛行機の知識がなくてもお客様のフライトはインストラクターがサポートします。

初日の出フライトのコースの一部をシミュレーター体験できる絶好の機会！

A320またはB737MAXでフライト体験

PHOTOBY KURANISHI.Y

シミュレーター体験スケジュール

ご希望の機種・時間をメッセージ欄にご記入く
ださい。申込時間の可否は後日、メールにて
ご回答します。満席の場合はご容赦ください。
12/31 ① 13時～15時の間

② 15時～17時の間
③ 17時～19時の間
④ 19時～21時の間

1/1 ⑤ 10時～12時の間
※各時間帯、それぞれ２組(計4組）分の体
験枠となります

対象：８歳以上を推奨

「空を飛んでみたい」
そんな想いを持つ方の夢を叶える場所が、「LUXURY FLIGHT」です。

体験の機種はお選びいただけます

※体験にはモーション機能は含まれません。6軸モーション機能をご希望の場合は当日受付でお申し出ください。追加料金¥6,600
（税込/現金払い）にて承ります。(B737MAX限定)



【ご案内】
・当日は報道取材やセブン＆アイ・ホールディングスの広報活動のため、ツアーの様子を撮影し、お客様の個人情報（容
姿が確認できる映像など）を使用させていただく場合がございますので、あらかじめご承諾のうえ、ご参加ください。
・ラウンジのご利用、優先チェックイン、優先搭乗のお取り扱いはございません。
・機内持込手荷物、持込制限品は運航会社規定に準じます。なお、空港での手荷物のお預かりはできません。
・飛行角度・方向によって視界（初日の出）が遮られる場合があります。
・航路は当日の天候・その他事情により変更となり、富士山をご覧いただけない場合がございます。
・座席位置、番号はお選びいただけません。座席番号のご案内は当日となります。
・チャーター機のため、機内でのサービスは定期便と異なります。
・当プランでの「プレミアムクラス席」の発売はございません。
・マイルの加算はございません
・チャーターフライトは政府許可申請中です。

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う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りましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。セブンカルチャーネットワークはセブン＆アイ・ホールディングスグループの旅行会社です。

《旅行企画・実施 お問い合わせ》 ★お申込は【セブン旅倶楽部】にて承ります。

㈱セブンカルチャーネットワーク 初日の出フライト 係

TEL：03-6238-3085（申込は承りません）平日10:00-17:00（土・日・祝・12/30-1/3は休業）

〒102-0084 東京都千代田区二番町8-8

観光庁長官登録旅行業第1870号／一般社団法人日本旅行業協会正会員／ 総合旅行業務取扱管理者：遠山晋一

【E-MAIL】 s1-tabi@7cn.7andi.co.jp

フライトシミュレーター体験プラン企画協力 株式会社 ツアープラス・ワン

座席イメージ

【A席】 普通席（窓側から２席）

【B席】普通席・翼上（窓側から２席）

進
行
方
向

後方

・マスクを必ず着用してご参加ください。また、当日は検温を実施させていただきます。37.5度以上の発熱が認められ

る場合、ご参加いただけません。あらかじめご了承の上、お申込ください。

・新型コロナウイルス感染症の影響に伴いイベント中止及び官公署よりツアー中止の指示・勧告があった場合などについて

は、催行を中止する場合があります。

・旅行代金は、大人･子供同額です（3歳以上のお子さまからお座席が必要です）。3歳未満の幼児はご参加いただけ

ません。

・年齢はお申込み時ではなく搭乗時の年齢をご入力ください。

・お体の不自由なお客さま（歩行が不自由なお客さま/車いすをご利用になるお客さま/耳や言葉の不自由なお客さまな

ど）はお申込時にお申し出ください。

・お食事のアレルギーがあるお客さまはお申込時に「備考欄」に記載の上、お知らせください。

お申込み・ご参加にあたってのご案内


