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●オプショナルプラン・各種素材をご予約の際は、特に記載のない限りご利用日にてご予約ください。



三借の凄願

2013年6月、富士山の世界文化遺産登録が決定け三保の松原」も「最も優れた富士
山の景観地で文化価値が高い」などの各国声援に支えられ、構成資産のひとつとして
認められました。

乗って、泊まろう！手中つへ一つ「．こ＋輪島ぎザ

羽田～能登便を利用された方に　　　　　能登空港ICぷ◎

2，000円（お一人様）現地にてキャッシュバ刑穴水■誓能萱空漕

譜恕欝㌫葦箪ty．S。Z。．一gJP，′、晶温泉
「能登空港利用助成」をご覧ください

※掲載内容は予定で、予告なく変更となる場合がございます。

駿河湾フェリー航路が海の
県道223（ふじさん）号に認定

静岡・伊豆半島と静岡市を結ぶ毎上ルートが
県道223（ふじさん）号線と認定されました。
海と空、そして富士山を一望できる船上から
の絶景は見逃せません。

「‥JlL⊥⊥⊥⊥、．牛革

■2013年11月10日～2014年4月10日（予定）

今年も富山駅～宇奈月温泉へ

無料列車「宇奈月謝恩弓」が走ります。
※ご利用にはパソコンから「無料乗車引換蓉」の

ダウンロードが必要となります。

l詳しくは宇奈月温泉公式サイトにて9月頃掲載予定

http：／／www．unazukI－OnSen．COm／

宇奈月温泉旅館協同組合　℡0765－62－1021　　　　※冬期（12月

富山・立山・黒部の観光パンフレット郵送サービス梨
富山・立山・黒部の観光地のパンフレットを無料でご自宅へ郵送いたします！

郵送窓口　℡052・589・0200

https：／／www．kanko・PrO．CO．jp／panf

観光販売システムズへご連結ください。

●メールでのお申し込みも受け付けしております
●お手元に届くまで1週間程かかります。

敵ン！！翁’二∵∴二∴－

≧ト詳しくはこちら　仁“．｛：八八ルnJ∩‖／
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旅の作り方≡莞諾蒜猥設慧ii

出発日を選ぼう！！

基本の旅行代金をチェック！

●カレンダーで出発日のアルファベットを確認

●基本代金表からアルファベットと泊数、

1室あたりの利用人数を確認

ホテルを選ぼう！！

ホテル追加代金と

その他の追加代金をチェック！

★基本グループホテルは0円です。

フライトを選ぼう！！

フライト追加代金をチェック！

★基本フライトは0円です。

■出発日カレンダー

●洋室（1～4名1室
洋室タブル（2名

●1泊朝食付き
●lN1400／OUTl

★●●空湾から電屋
約36分

★JR●●駅から徒；

約5分

■基本代金（お一人様）

ホテル追加代金（
★は土曜日代金適用となります。

A・Bフライトをご利用のⅦ合は、往路、街路そ一

〔往　路　jA・Bフライト利用追加代

（イメージ）　　　　　　　　　（イメージ）

※ご利用の空港に発地追加

代金がある場合は追加し
てください。

※その他の追加代金もご利

用になる場合は追加して
ください。

旅行代金合計

ANA便ご利用のお客様へ

啓…認諾翳訝フライトマイル　函

プレミアムクラスご利用の場合にはさらに区間マイルの50％を

加算いたします。

※マイル積算にはANAマイレージクラブ会員であることが条件となります。

※ツアーご予約時にANAマイレージクラブのお客様番号をお申し出ください。

㊥お預かりする手荷物はお一人様20kgまで無料！
プレミアムクラスご利用の場合は40kgまで

※お預かりできる重量・サイズには上限がございます。また、機種によっては規定内でもお

預かりできない場合がございますも
※お預かりする手荷物、機内持ち込み手荷物、特に注意が必要な手荷物などについて、

詳しくはhttp：／／www．anaCOJPをご覧ください。

各グループやご家族での旅行に
うれしい事前座席指定サービス
※ご利用日の2カ月前より承ります。※事前座席指定いただける席には限りがありま
す。予約状況により、お並び席などご希望に沿えない場合がございます。※機材変更な
どやむを得ない理由により、ご指定済みの座席が予告なしに変わる場合がございます。

①各空港店舗で10％割引
各空港のANAFESTAで1，000円以上お買い上げいただくと、

ご購入金額から10％割引になります。

ツアーご購入時にお渡しする「旅程表」をご提示ください。

※一部、割引対象外の商品がございます。詳しくは店舗の販売員にお尋ねください。
※一部、ANAFESIAのない空港がございます。

詳しくはhttp／／WWWanafesta．com／をご覧ください。

あんしん・あったかサービス

○食事制限のあるお客様へB
アレルギー対応、減塩、低カロリー、嫌いな食材を除くといった、

夕食に関するご要望を承ります。

感ご高齢のお客様へ田
ご宿泊施設での歩行のお手伝いや歩行距離の少ない
お部屋の手配といった、ご要望を承ります。

㊥現地到着後のお客様へ
旅行中、現地到着後のお客様を専用ダイヤルにて
サポートいたします。

詳しくは、http：／／www．ana．CO．jp／Skh－OmOtenaShi／をご覧ください。
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草おからだの不自由なお客様へ
（例）・車いすをご利用の方への各種ご案内や空港車いすのご用意。

・バリアフリールームのご案内。
・福祉車両（レンタカー、介護タクシーなど）のご案内。

※取扱旅行会社の方もお気軽にこ相談ください。
※旅行参加に際し介助をしていただく方の同伴をお願いする場合がございます。

おからだの不自由なお客様で特別の配慮を必要とする方は、ご旅行お申し込み
時に下記ツアーアシストデスクへお申し出ください。お伺いした内容に応じ、
必要と思われる手配や注意事項のご案内をさせていただきます。

ツアーアシストデスク03－6251－8550
受付時間10：00～12：00／13：00～18：00（土・日・祝日および12／29～1／3を除く）

評しくは、http：／／www．ana．⊂0・jp／traveL／info／assist／をご覧ください○



■マークのご案内※2。13年7月現在の情報となります。

回淑別※1回爛あり　田慧蚕風呂※1

回雑ルーム※2国語※3　田漂訝完備※4

因習舗※5＠※6　Ⅷ※7

宅ヨ臨姦≡盃診※8

「憧れの湯宿」専用マェフ �フ � 

田源泉100％※9 �騒かけ乱※－0 �園加水貿‖ 

園加温※－2 �因鞭※13 �因榊※14 

1旅行代金について

※1男女別、時間等により入替制の場合もございます。また、施設により有料の場合もございます。

※2出発前予約制となり、ルーム数に限りがあります。また、ルームタイプに指定がある場合がござ
います。ご予約時にお申し出ください。マークがなくても設定がある施設もございます。ご利用
希望の場合はリクエスト対応となりますので、お問い合わせください。

※3部屋食（夕食）は個室宴会場となる場合がございます。（特に記載のない場合は、夕食はレスト
ランまたは宴会場にてセットメニューまたはバイキングとなります。）夕食場所・メニューが一ま
たは”で表示されている場合、指定はできません。

※4駐車場無料のホテルでも大型車は有料の場合がございます。

※5ご利用料金については各宿泊施設にご確認ください。

※4・※5について、台数に限りがある場合がございます。駐車場は隣接する契約駐車場となる場

合がございます。また立体駐車場の場合、一部ご利用いただけない車種もございます。
※6ご予約をいただいてからの手配となります。

※7出発前にご予約が必要です。

※8出発前にご予約（有料）が必要です。
※9源泉100％とは湧出口の源泉に手を加えず浴槽内で利用しているものを指します。

※10浴槽などに供給する湯量を調整せずに源泉をそのまま流しているものを指します。

※9・※10について、複数の浴槽のある施設で一部の浴槽だけ、かけ流し、もしくは源泉100％に該

当している場合もございます。
※11温泉に加水したものを指します。

※12温泉に加温したものを指します。

※13温泉に循環装置等を利用しているものを指します。

※14温泉を消毒して利用しているものを指します。

旅行代金とはr基本代金として表示した金額」と「追カロ代金として表示した金額」の合計を指します。
出発日・利用人数・日程により旅行代金が異なります。各コース該当カレンダー記載のアルファベットをご参照のうえ、代金をご確認ください。小人代金は旅
行開始日当田を基準に、満3歳以上12歳未満のお子様に適用となります。またご旅行中にお客様のご都合で使用されなかったクーポン券類の払戻はでき

■お客様へのご案内

最少催行人員　特に記載のない限り2名様より催行となります。（ただし1名1室の設定がある宿泊施設のみを利用した場合は1名様より催行します。）
お申し込み　特に記載のない限り2名様以上でお申し込みください。（ただし、1名1室の設定がある宿泊施設のみを利用した場合は、1名となります。）また、
お申し込み時に必要部屋数をお申し出ください。
ご出発日の前日から起算して10日前までご予約を承っております。（お申し込み内容の変更も10日前までとなります。）ただし、満席等の理由により受け付け

ができない場合がございます。
ご利用便　便名はご予約いただいた時点で決定いたしますが、ダイヤ変更に伴い便名・フライトスケジュールは変更となる場合がございます。その場合予定
の日程を変更することもございます。
券面に記載されている便以外はご利用いただけません。また、乗り遅れ（交通機関の渋滞等含む）による代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払戻は
できませんのでご注意ください。また、代替交通手段についてもお客様自身での手配となります。
※2歳のお子様がご参加で旅行中に3歳のお誕生日を迎えられる場合は、復路搭乗日に有効な商品または航空券をお買い求めください。

宿泊施設　特に記載のない限り、客室の指定はできません。ルームタイプが“または”で表示されている場合、指定はできません。
パンフレットに記載されている客室写真は一例となり、実際と異なる場合がございます。

相部屋はお受けいたしておりません。特に記載のない限り、バス・トイレ付きとなります。

〈洋室〉宿泊施設により1室1名～4名様でご利用いただけます。特に記載のない限り1名1室はシンクルルーム、2名1室はツインルームのこ苛l」用となります。（3名～4名1室で

こ利用の場合はツイン＋エキストラベッドまたはソファーベッド等となります。）

〈和室・和洋室〉宿泊施設により1室1名～7名様でご利用いただけます。（1室の広さ（畳数）は利用人数により変わります。）
パンフレット内の「ホテルからのおもてなし」は記載のない限り、滞在中1回のご利用となります。各宿泊施設チェックイン時にお申し出のうえご利用ください。
また、記載のおもてなしの内容は一部となる場合がございます。

禁煙ルームの設定があるルームタイプは施設により異なります。早めのチェックイン、遅めのチェックアウトができる施設は時刻を赤文字で表示しています。
應毅使用料について　0～2歳の幼児の方で食事や寝具を必要とされない場合でも施設使用料が必要な場合がございます。（現地払い）
各施設に記載されている金魚は1泊あたりの金額となります。
施設使用料に含まれているものは各宿泊施設により異なりますので各宿泊施設にご確認ください。

食事　食事条件は特に記載のない限り朝食付きとなります。パンフレットに記載されている料理写真と器は一例です。時期により変更となる場合がございます。食
事内容は大人と小人では異なる場合がございます。
夕食付きの施設にお申し込みの方は特に記載のない限り18：00までに宿泊施設へチェックインしてください。それ以後となる場合は必ず宿泊施設へご連結のうえ、

夕食対応時間をご確認ください。宿泊施設によっては夕食の対応ができない場合がございます。その場合、お客様の夕食放棄となりますのでご注意ください。
夕食場所について特に記載のない場合は、レストランまたは宴会場にてセットメニュー（バイキングに変更の場合あり）となります。夕食場所・メニューがまたは”で表

示されている場合、指定はできません。
オプショナルプラン　プランにより小人の対象年齢が異なります。3歳未満のお子様のご利用については、お問い合わせください。また、プランによって現地
ではお申し込みいただけない場合もございます。
添乗員　特に記載のない限り添乗員は同行いたしませんので、ご旅行中の諸手続きはお客様ご自身で行っていただきます。

その他　ツアー中、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない巳（これを当社ではr無手配日」といいます）については、当該日にお客様が被っ
た損害について補償金は支払われません。
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鉱．碧で〈

．．、鼠

往復のフライト ∵1■…－てこ・∴ 遠退廉獲ず予㌢

匝童画〈16‥30までの到着便〉十直垂圏＝
〈各自負担または送迎タクシー〉＝ホテル

く〉到着後フリータイム

ホテル＝〈各自負担または送迎タクシー〉＝直垂画十匡童画

●北陸の有名な温泉地

人気旅館にゆったり

滞在できまれ

牒博の奥座‾敷笹して発展

｝した風情ある
温泉街。東尋
坊や永平寺と

脇宗霊豊≡

●2つのプランからお選びいただけます。
1I‾■‾I一‾‾－‾‾れ■、■一。ノ‾‾‾一‾「‾‾

ヲり蜘プラン

開港1300年の

歴史を誇り、芭

蕉をして北陸
一と言わしめ

た名湯のひと
つ。豊かな自然

も魅力。

空港からオプショナルレンタカーなどを使って自由に移動可能！
※レンタカーについての詳細はオプショナルプランページでご確認ください。

ご利用便に合わせて、空港⇔ホテル間の送迎付き！
※「加寛屋」のコースのみ「能登ふるさとタクシー」のご利用となり、送迎は他のお客様と
ご一緒となります。他のコースについてはお客様専用のタクシーとなり、2～4名1室利用時
1台、5名以上1室利用時は2台の配車となります。



■■撃取叫1　㌦「（轡．一＿・ノ．′廿．ノ′

よ皇室喜＿唇巨
●和室（2～5名1室） ●和室（2－5名1室）

ホテルからりおも雫ない共通）★コーヒー券付き　★お一人様に浴衣2枚ご用意

加賀屋

ご利用空港：匹垂ヨ慧忠霊莞祭。 

陸垂頭往復能登空港 

回田田園園田田国因
「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」で30年以上連続総合1位に

選ばれているおもてなしの宿。

●能登客殿（基本ルーム）／和室（2～5名1室）を　★小松空港から車で約100分

●1泊朝夕食付き　　　　　　　　　　　　★JR和倉温泉駅から車で約10分

●IN15：00／OUTll：00　　　　　　　　　　※設定除外日：12／31～1／2

★能登空港から車で約50分
http：／／www．kagaya．co．jp／※JR和倉温泉駅から送迎あり（ホテルへ前Elまでに要予約）

■出発日カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください）

巨】≡］

2月

■基本代金（お一人様）〈福岡発／フリープラン／能登客殿・往復小松直行便利用〉

フリープラン　2日間：R4807A

※フリープランは福岡発のみとなり、往復

直行便のみのご利用に限ります。
※基本ルーム以外は追加代金が必要とな

ります。

単位：円

■出発日カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください）

巨】豆

■基本代金（お一人様）〈九州各地発／送迎付きプラン／能登客殿・往復羽田乗り継ぎ能登便利用〉

送迎付きプラン2日間：R4808A

※フライト追加代金は必要ございません。

※基本ルーム以外は追加代金が必要とな

ります。

単位：円

，蒜元一＼竺 �A �8 �⊂ �D �E �F �G �H �妄I �J �K �L �M �∃　N 

5名1圭 �58，800 �61．800 �62，300 �65．800 �87，800 �69．800 �73，300 �75，800 �76．800 �83．300　8臥300 ��89，300 �90．800 �92．300 

4名1圭 �60，800 �63．800 �64．300 �68．300 �69，800 �72，300 �75，300 �77，800 �79．300 �85．800再OjO・0 ��91．300 �92．800 �94．300 

3名1塞 �64，800 �68．300 �6さ．800 �72．300 �74．300 �76．300 �79．800 �82，300 �83．300 �89，80伽94，300 ��95．300 �9与，800 �98，800 

2名1圭 �69，800 �73，300 �73．800 �77．800 �79，300 �81．800 �84．800 �187，300 �5　88．800 �95．300 �99．800 �100，800 �102300 �103．800 

小人 �54，800 �55．800 �56．300 �58．800 �61．800 �63．800 �66．800 �68，800 �69，800 �76．300 �81．300 �i81．800 �83．300 �84．300 

◆基本代金に含まれるもの　①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃　③国内線旅客施設使用料（羽田空港ご利用の場合のみ）③規定の宿泊費、食事代　④雪月花歌劇団レビューショーチケット　①能登空港⇔ホ
テル間の往復能登ふるさとタクシー代（送迎付きプランのみ）※規定以外の食事代、入園料、交通費等はお客様負担となります。④⑤をご利用にならなかった場合の払戻はございません。

●ルームグレードアップ追加代金
（お一人棟／1泊につき）　　　　　　　　　　　　単位：円

宿泊日 ��10／1～11／30 �12／1－12／30 
4／1～5／6 �1／3・－3／31 

能登渚亭 �3－5名1室 �6，000 �5，000 2名1室 �8，000 �6，000 

小人 �3．500 �3．500 

雪月花 �4－5名1室 �12，000 �10．000 
3名1室 �13，000 �11．000 

2名1童 �15．000 �13．000 

小人 �8，000 �7．000 

苛iE国際車画iE
雪月花歌劇団レビューショー
■遍沼田■蘇瀾■※旅行代金に含まれております。

館内シアタークラブにて、加賀屋専属の歌劇団によるラインダンス
や日舞など躍動感あふれる華やかなショーをお楽しみいただけま
す。通常1日2回（20：45－・21：45－）の公演となります。ただし、公
演時間が1日1回（21：00～）となる場合もございます。当日フロント
にてご確認ください。
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※内湯は循環式‘加温0露天風呂は冬季は回国園田田園園田園田
ご利用できない場合もございます。

ご利用空港：往復小松空港

かよう亭
1万坪に及ぶ敷地に、わずか10室のみの贅沢な造り。わが家のように

ゆったりお過ごしいただけます。

●和室（1～5名1室）※部屋にバスなし

●1泊朝夕食付き

●m1200／OUT12：00

★小松空港から革で約30分

★JR加賀温泉駅から車で約20分

http：／／www．kayotei．jp／

ホ予JLかl’「．ィ）力もてなし

★自家製ミントティーをアンティークカップにてご用意

★記念日（お誕生日など）にお祝い料理
一品（要事前予約）

国包団圏囲園囲

ご利用空港：往復小松空港

あらや滑々庵

を味わえます。　　　　　　半蕗天風呂付き客室

北大路魯山人らの書画、陶芸な

どを配したお部屋で山庭の風情

●和洋室（2－4名1室）　　＠

●基本ルーム／和室（2～4名1室）●1泊朝夕食付き

●IN14：00／OUTll：00

★ノト松空港から串で約30分

★JR加賀温泉駅から草で約10分

※JR加賀温泉駅から送迎あり（13：00～18：00）

（ホテルへ前日までに要予約）

※設定除外日：12／28～1／5

httpニ／／www，araya－tOtOan．COm／

ホテルからり
おもてなし（共通）

★枕は硬め、やわらかめを

お選びいただけます

、・∴・≠錦京

7

ご利用空港：往復小枚空港

ダラン困ア芳泉別邸個止吹気亭
ゆったりと空を見渡せる屋上デッキ露天風呂。自室で過ごすような快適性を

追求した温泉リゾートで上質なくつろぎの時間をお過ごしください。

．二語気∴こ言 壷‾L‾華・＿二．＿＿＿卓

；藁莞警二三1。‥。。）★言芸置墓諾霊気こ
★小松空港から車で約60分　　　　　★ご到着時、女将厳選の和菓子を

★JR芦原温泉駅からバスで約15分　　　　お部屋にご用意

蒜遍壷適
国回窃田園園田園田

※JR芦原温泉駅から無料シャトルバス　★浴衣をお一人様2枚ご用意（大人

課禁諾畏簑欝ごと）　の女性のみ色浴衣を1枚選択可）
http：／／www．g．housenco．jp／



t出発日カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください）

■基本代金（お一人様）く福岡発／フリープラン〉
※福岡発着以外の設定もございます。フライト情報ページをご確認ください。

フリープラン　2日間：R4809A

送迎付きプラン2日間：R4810A

、＼　出舶 1糊人百、、、 �A �8 �⊂ �D �E �F �G �H　　‾】 ��J妻　K　害　し ���≦　M �塁　N 

4－5名1圭 �52－300 �52，800 �54．800座5．800 ��57．800 �60．300！62．800座3．800 ���65．800 �67，800座9，800 ��72．300 �75，300 �77．300 

3名1豊 �54．300 �54．800 �56．800 �58．300 �59．800 �62．300 �64．800座5，800 ��67．800 �69．…巨71．80・0 ��74．300 �77，300 �79．300 

2名1婁 �57．300 �57，800 �59，800 �61．300 �62．800 �65．300 �67．800 �68，800 �70，800 �72，800 �74，800 �77．300 �80，800 �02，800 

1名1婁 �67．800 �67．800 �70，300 �71．300 �73．300 �75，800 �78．300 �79．300 �81．300 �83．300 �85，300 �87，300 �90．800 �92，800 

小人 �46，300l46．800【48．800 ���50．300 �51．800 �53．800 �58，300 �57．800． �59．300 �59，800 �．61．300 �62．300 �沌3，800座6．300 

送迎付きプランご利用の場合はお一人様につき5名1童6，000円／4名相3，508円／3名唱5．鯛周／2名唱7，500円／帽1 ����������宝15，000円／小人乱調網⑬追胡代金が必要となります。 

※福岡発着は往復直行便のみのご利用となります。

※福岡発着以外の方は往復フライト追加代金が必要となります。

◆基本代金に含まれるもの　①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃　②国内線旅客施設使用料（羽田空港ご利用の場合のみ）④規定の宿泊費、食事代　④小松空港⇔
ホテル間の往復送迎タクシー代（送迎付きプランのみ）※規定以外の食事代、入園料、交通費等はお客様負担となります。④をご利用にならなかった場合の払戻はございません。

■出発日カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください）

■基本代金（お一人様）〈福岡発／フリープラン・基本ルーム利用〉
福　発着　外　　占

フリープラン　2日間：R4811A

送迎付きプラン2日間：R4812A

※福岡発着以外の設定もございます。フライト情報ページをご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円 

忘i遠→、讐 �A �8 �⊂ �D �E �F �G �H‡l】」を　K ���L‡MiN 

4名1圭 �44．800 �47．800】48．300 ��49．800 �52，300 �53，800 �55，300 �59，300163，300座る．300け2．300 ���74．亨叩叫 77，300け9．300座1．800 

3名1婁 �48．300 �50，800 �51．800 �53．300 �55，800 �57．300 �58．800 �62．800座る，800 的300「ラ扇面 �69．800 �75．300 

2名1皇 �51，300　54，300 ��55．300 �56，800 �59．300羞6説ioo ��62，300 ��73，300 �78，800壬80，880 ��84．300■86．300 

小人 �37．800　40．800 ��41，800 �42．800 �45．300再7．300 ��48．300 �50．800Ⅰ56．300 �56，800 �57，800‡58，800 ��63．800：60，300 

送迎何重プランご利用の場合はお一人様につき4名1量3，500円／3名句⊇4，5⑳◎岡／2名1室6，500円／小人3，500円の追加代金が必琵となります。 

※福岡発着は往復直行便のみのご利用となります。※福岡発着以外の方は往復フライト追加代金が必要となります。

※基本ルーム以外は追加代金が必要となります。

◆基本代金に含まれるもの　①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 
②国内線旅客施設使用料（羽田空港ご利用の場合のみ）③規定の宿泊費、食 
事代　④小松空港⇔ホテル間の往復送迎タクシー代（送迎付きプランのみ） 
※規定以外の食事代、入園料、交通費等はお客様負担となります。④をご利用に 

ならなかった場合の払戻はございません。 

雷ルームグレードアップ追加代金（お一人様／1泊につ剖

10／1－5／6

半露天風呂付き客室

■出発日カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください）

■基本代金（お一人様）く福岡発／フリープラン〉
※福岡発着以外の設定もございます。フライト情報ページをご確認ください。

フリープラン　2日間：R4813A

送迎付きプラン2日間：R4814A

，忘i遠＼→讐≡ �A �8 �⊂ �D【l：ト　F ���G �H　　　l　妻　J ���K �し　ぎ　MIN ���0 

4・－6名1圭 �54．800 �54．800 �57．300 �58．300 �59．800 �61，800 �62．300 �63．800 �65．800 �69．800 �71．800 �75．300再2，800 ��87，800 �9・5．800 

3名1玉 �56．800 �57，300 �59．300 �60，800 �62．300再3．800 ��64，800 �66．300 �68．300 �72，300 �74．3〇・〇 �77，800ぎ85．300 ��89．800 �98．30■○ 

2名1壬 �59．300 �59，300 �61．300 �62．800 �64．800i68．300 ��67．300 �68．300 �70．300 �74．300 �76．30・○ �79．808 �87，380 �91．800 �100．30：0 81，300 

小人 �46，800 �47，300 �49．300 �50．300　51，800 ��53．800 �54．300 �日経．300 �57．300 �58．800 �63．800≡　64．800f　67，800 ���74．800 

送迎付きプランご利同の場合はお一人様 ���につき6名1重6，508円／5名1塁8．8約円／4名7塁乱闘⑳円／3名望6遁閑円／2名1蓋1 ��������軌約円／かよ5，⑳⑳⑳円の迫力D代金が必5となり宏翫 

※福岡発着は往復直行便のみのご利用となります。

※福岡発着以外の方は往復フライト追加代金が必要となります。

◆基本代金に含まれるもの　①個人包括旅行害l」引運賃適用の往復航空運賃　㊤国内線旅客施設使用料（羽田空港ご利用の場合のみ）③規定の宿泊費、食事代　④小松空港⇔
ホテル間の往復送迎タクシー代（送迎付きプランのみ）※規定以外の食事代、入園料、交通莫等はお客様負担となります。④をご利用にならなかった場合の払戻はございません。
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2名様から催行保証日設定！
ご予約と同時に催行確定！ツアー催行中止の心配がありません。

（一部設定日は15名標催行保証となります。）

熟練の観光ガイドが旅の
お手伝いをいたします。

伊勢神宮・内宮
「お伊勢さん観光案内人」は、単に「お伊

勢さん」の知識を伝えるだけでなく、伊
勢の良さを紹介し、訪れた方々の思い出
に深く残る旅のお手伝いをいたします。

松坂城跡・御城番屋敷
松阪商人の街として栄えた松阪は、「牛」だけ
ではありません。時代の偉人の築いた城郭

跡やノスタルジックな風情ただよう街並が随

所に見られます。そんな「粋」な松阪をぶらり
ご案内いたします。

「式年遷宮」で賑わう伊勢神宮を

ゆっくりご散策いただけます。
2日日は、「お伊勢参り」のみの行程だから、20年に一度のr式

年遷宮」をゆったりご体感いただけます。

施設からのちょっぴりポイント
行程3日日：ANAならではの

うれしいポイント付き！

（お一人様1個）
●松阪もめんしおり
※色・柄はお選びいただけません。

※内容は変更となる場合が

ございます。

臣ヨ愚標妨闇脈臓ヨ※行程表記載の匡重要については、お客様のご利用空港となります。利用空港偶線・風こついてはフライト情報ページをご覧ください。※赤字の場所が下車観光場所、 

☆印が付いている施設は有料入場施設（お客様負担）となります。緑字の施設は下車観光で入場料金等は旅行代金に含まれております。自由散策時の有料入場施設のご利用はお客様負担となります。 

■讃服脈等函12名様よりお申し込みください。バスガイドが同行し、観光地をご案内いたします。添乗員は同行いたしません。※ANAバスは全国各地からのお客様が中部 

国際空港に集合し観光する周遊バスです。そのため、初日・最終日に空港にて待ち時間が発生する場合がございます。※ANAバスは原則自由席（禁煙）ですが予約状況により乗 
務員の判断で、座席を指定させていただく場合がございます。※バスにご乗車の際は、バスガイドに旅程表をご提示ください。※バスにご乗車の際は、必ず出発時間の5分前 

までにご集合ください。※行程中のスケジュールは、交通事情・天候・施設の臨時休業により若干変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。※バスは人数によリ 

大型または中型バスでの運行となります。運行日により車両変更および他のツアーのお客様と混乗となる場合がございます。あらかじめご了承ください。※原則として途中下車 
はできません。また、特に言己我のない限り、行程内の一部区間の利用はできません。また、途中下車をきれる場合も払戻はございません。※バスの運行スケジュールは2013年 
7月現在のスケジュールに基づいたものとなり、フライトスケジュールの変更に伴い行程を変更する場合がございますのでご了承ください。※2名催行保証日以外で申し込み人員が15名に 

満たない場合、ツアー催行を中止する場合があります。催行中止の場合は、出発日の前日から起算して16日前までにご連絡いたします。　　　　　■運営管理者：ANAセールス（株） 
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：ゝふ 〕主菜！　－1＿崇き ��晶　∴璃 �拭 �こ打撃巫県 

赤福 �赤福餅　　2個限定数 �2枚 

神代餅本舗・茶房太助庵 �神代餅　1個 �1枚 

へんばや商店 �へんば餅　2個 �2枚 

伊勢角屋麦酒 ��＝軒茶屋餅2個 �2枚 

岩戸屋 �岩戸餅　1個 �1枚 

l �太閤餅 �太閤出世餅1個 �1枚 

ご利用ホテル ※特に記載のない限りバス・トイレ付き　※基本ホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要となります。

E：Ⅰ＝早
＝見 adam上の地域名三重

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★近鉄伊勢市駅から華
で約25分

★JR二見浦駅から車で
約5分

※JR二見浦駅から送迎
あり（要予約）

※半露天風呂となります。

国包臣臥
園2，100円（2歳）

旺コ鳥羽
adam上の地域名三重

●洋室（2－3名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕鮎和釦常会をお選汎lただけます。

※グループ全員同一メニューでお

申し込みください。震震瓢
●lN14：00／OUTll：00

★中部匿際空港から車で約150分

★」R・近鉄鳥羽駅から車で約3分

※近鉄鳥羽駅から送迎あり

（8：30－18：00定時運行）

入ご別棟「潮路亭」温泉大浴場、露天風呂を

無料にてご利用いただけます。

旺≡l伊勢
adam上の地域名三重

●和室（2～4名1室）
※部屋にバスなし、トイレ付き

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★近鉄宇治山田駅から
車で約15分

※近鉄宇治山田駅から
送迎あり
（ホテルへお問い合わ
せください（要予約））

※11／1以降の宿泊設定
はございません。

国回田
駁澱i既報翌12．100円（2歳）

●洋室（2～4名1室）
室●1泊朝夕会付き
※夕食は和食か洋食をお選び
いただけます。収

●lN14：00（通常15：80レ0〕71用0

★中部国際空港から車で
約170分

★近鉄志摩磯部駅から車で

約10分

′rウエルカムドリンク付き

（コーヒー・紅茶・オレンジジュース）

∂dam上の地域名三重　志摩　　　　　　　　　adam上の地域名三重

国包田園

車で約180分
★近鉄賢愚駅から徒歩約7分
※近鉄栗駒1ら送迎あり

（特急電車に接続）

…茎数：00≧謂警要等望鎧
●和室（2－5名1室）

莞蔑鷺蒜…蒜
田　　　※宿泊除外日‥1／19～1／23

㌢ウエルカムドリンク付き
吾温泉館（別棟）「夢の舎」利用券付き
た伊勢志摩リゾ小セラピー（丘の上フィットネス、サイレントウオーク、

朝］州利用可能要予約（詳しくはホテルまでお問い合わせください）

adam上の地域名：三重

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★中部園際空港から
車で約150分

★JR・近鉄鳥羽駅から
徒歩約5分

※近鉄鳥羽駅から送迎あり

（8：00～10：00、14：00～18：00）

☆ウェルカムドリンク付き（コーヒー券）

adam上の地域名三重

●和室（2～5名1室）

●洋室（2～3名1室）
●1泊朝夕食付き
※ご希望のご夕食時間を

ホテルに直接ご連結ください

●lN14：00／OUTll：00

★中部国際空港から電車で約150分

★近鉄賢島駅から徒歩約5分

一ふ慮

麺蚕蓮参上恒垂二重1享亘）
逗逗藍

1‾‾1‾‾、‾一※近鉄賢畠駅から無料送

因　　　　迎バスあり（定時運行）
※当プランのお料理は、大人（12歳以上）

喜お部屋にパティシエ特製スイーツをご用意　※
のお客様のみのご利用となります。
季節・仕入れによりお献立の内容、器が
多少変更となる場合がございます。

名古屋市内
addm上の地域名名古屋市内　名古

●洋室（2名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★JR名古屋駅から徒歩
約4分

★名鉄名古屋駅から徒歩
約6分

辺　　　adam上の地域名名古屋市内

●洋室（2、3名1室）
●1泊朝食付き
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胴

御祭神に猿田彦大神（さるたひこのおおかみ）を祀り、縁結び・夫婦円満などにご利
益のある神社。正面に見える夫婦岩は、沖合約700m先に鎮まる猿臼彦大神ゆかり
の霊石「興玉神石（おきたましんせき）」と、臼の大神を違拝するための鳥居とみな

されています。古くより神宮参拝の前に二見浦の海水で心身を清める楔をする「浜

参宮」という習わしがあります。

こ∧′こうしょうじ

金剛透等 〔二二二漸車重華串華
書から伊勢神宮の鬼門を守る寺とし　城下町、宿場町、商人の町として栄えた
て、神宮の奥の院ともいわれています。松阪。戦国武将・蒲生氏郷（がもううじさ
伊勢神宮へお参りする人々はここに参　と）が築いた城跡を中心に風情あふれ
詣するのが習わしでした。　　　　　　る町並みが整備されています。

せんぐう舘
第62回神宮式年遷宮を記念して、平成24年
4月、外宮のまがたま池のほとりに「せんぐう
館」がオープンしました。こちらでは、これま
で一般には目にすることのできなかった御

装束神宝の製作工程の一部など、責重な資
料を見学することができます。

表芸表墓室蘭画蓮華奉単二
伊勢神宮とは伊勢の宇治の五十鈴（いすず）
川上にご鎮座の皇大神宮にうたいじんぐ
う）、伊勢の山臼のはらにご鎮座の豊受大神
宮（とようけだいじんぐう）および別宮など
125社の総称です。内宮では皇室の御祖神
である天照大御神を示巳っています。2013年

10月、伊勢神宮の20年に一度の大祭「式年
遷宮」がクライマックスを迎えます。

おはらい町では、五十鈴川に沿って続く美しい石墨の通りを散歩しながら、老舗の味

やご当地グルメはもちろん、お伊勢さんらしいレトロな雰鍾気がたっぷり味わえま
す。おかげ横丁は、伊勢路の代表的な建築物が移築・再現されており、参拝後の町歩
きが楽しめます。



●出発空港：福岡・熊本・宮崎・鹿児島空港　●設定期間：2013年10月8日～2014年3月25日の特定日出発　※下記出発日カレンダーをご覧ください。
●食事条件：3日間2泊2朝食1昼食2夕食付き　4日間3泊3朝食1昼食2夕食付き

●最少催行人員：2名（ただし10／30、11／11、12／10、12／17、1／21、2／4、2／18、3／3は15名催行となります。）

3日間 �4日間 �行程 �食事 

1 �1 �直垂軌中部国際空射0：30以前に到雫す讐〉ナチ野際空港肛00発）＝因＝ウェステインナゴヤキャッスル（昼食／本格フレンチ） �回 
プリタケの森（※1自由散策／約45分）＝二見興玉神社・夫婦岩（約30分）＝（17：05～18：25）ホテル（二見・伊勢・鳥羽） �回 

2 �2 �ホテル（8：15～9：15）＝せんぐう館・伊勢神宮列宮（約75分）＝E油日ET脂旧伊勢神宮内宮（約60分）．繁華 �匝］ 
おはらし咽トお釧プ横丁（自由散策・各自昼食／約150分）＝（15：45－16：30）ホテル（志摩） �回 

3 �3 �ホテル（寧00～8＝45）＝伊勢・志摩スカイライン＝朝野山展望台（約15分）＝金岡願等（約20分） �画 

＝■ヨimヨ自F嗣松坂城下郎散策・★本居宣長記念鑓（約90分卜繁華．松阪牛各自昼食・自由散策（※2約90分）＝ 

（16‥30去）中部国際空港〈中部園際空港17‥10以降に出発する便〉ト蜃頭 

名古屋市内後泊プラン（4日間）のお客様 � 

中部国際空港到着後、ANAバスで名古屋市内ホテル（ホテルリソル名古屋・名古屋駅前モンブランホテル）にて下車。（17：45～17：50） 

－ �4 �◆出発までフリータイム �画 
ホテル＝（各自負担）＝中部国際空港仏NAご希望便〉ト匡童画 

★印の有料観光施設の入場料はお客様負担となります。 ★本居宣長記念館：大人400円、大学生300円、小学生～高校生200円

※バス共通のご注意はP．9をご覧ください。［画についてはお客様のご利用空港となります。利用便についてはフライト情報ページをご覧くだ乱、。［二二］は専門ガイドがご案内します。

※11日日：クラフトセンター・ノリタケミュージアムに入館の場合、大人500円、高校生300円（中学生以下無料）が必要となります。（現地払い）

1り11、1り18、3／3、3／17出発は、「ノリタケの森」が定休日のため、「名古屋城（自由散策／約60分）」に変更となりますも観覧料大人500円（中学生以下無料）が必要となります。（現地払い）

※2　3日目：松阪牛の昼食は、指定のお店で事前予約が可能ですも詳しくは下記をご覧ください。

■出発日カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください）
lヨ �月 �火 �水 �木 �鐘 �土 �tヨ �月l �火 �水 �木 �－ �土 �tヨ �月 �火 �水 �＊ �盆 �土 �巳 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �El �月 ��火 �水F木 ��虫 ��土 �B �月 

10月 � � �1 �ユ �3 �■ �島 �● �7 r �● �○ �10 �11 �12 �13 �I■ �15 �10 �17 ■ �10 �19 �20 �21 �22 ■ �2：ュ �24 �28 �ユ■ �27 D �28 ��29 �30 1＝ �31 � �� � � 

11月 � � � � � �1 �2 �ヨ「 ��5 �● �7 D �● �9 �10 �11 1こ 18 �l12 17 人 �13 ● �1■ �15 �10 �17 �1tl D �19 �20 �21 �22 �1：さ �24 � � �⊂： � � � �� 

12月 �1 �ユ �3 �■ 11 �5 �○ �7 �● �9 �10 A �11 �12 �13 �14 �15 ���18 �19 �20 �21 �22 �23 �‾ラi �25 �16 �27 �l● �29 � �○ �31 � �岳 ��� � � 

1月 �� ���2 �｝ �■ �5 �● �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �1■ �15 ⊂ �10 �17 �1● �19 �うす �21 ▲ �22 �23 �24 �15 �28 ユ3 � �ア ＋▲ �28 ‾盲岳 �29 �30　3 �� � � � 

■三 � � � � � � �1 �2 �ユ �■ A �5 �○ �7 �● �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �10 �17 �111 A �19 �ユ○ �21 �2ユ �����亡 � �� � � �‾吉子 

t三 � � � � � � �1 �ユ �ユ ■ �■ �5 �● 亡 �フ �● �9 �10 �11 f‾ �12 �13 �14 �15 �1● �17 ■： �18 �19 �20 �21 �22 �13 � �4 �l晋 �■ �27 �� �29 �30 

t基本代金（お一人様）〈福岡発／基本ホテル利用〉　単位：円

：■＝≡・11－二二 �A �8iC ��D �E �F 

4－5名1壬 �45．800 �46．… �48．000 �51．800 �55，800 �56，8〇・〇 

3名1王 �47．800 �48．800 �50．800 �53．800 �57，800 �58，800 

2名1圭 �50．800 �51，800 �53．800 �56．800 �引），800 �61，800 

小人 �39．800 �40．800 �41．800 �42，800 �46．800 �47，800 

二1日間追加 �代鼓 �一陣　5．0 ��00（大人・小人同慮） �� 

絹葦硝弘か鹿児島 �発追加代金 �一弾：，000（大人・小人同爛） ���� 

3日間：R6021A

4日間：R60218

※1室の利用人数が宿泊日ごとに異なる場合、最大の利用人数の基本代金を適用します。

※出発日カレンダーのロは2名催行保証日、□以外は15名催行保証日となります。申し込み人員

が15名に満たない場合、ツアー催行を中止する場合があります。催行中止の場合は、出発日の前

日から起算して16日前までにご連絡いたします。

※ご宿泊ホテルにより、追加代金が必要となります。

※当コースは、フライト追加代金は必要ありません。

◆基本代金に含まれるもの　①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃　②国内線旅客施設使用料　③規定の宿泊費、食事代　④ANAバス代金（3日間）①2日日：伊勢神 
宮（内宮）ガイド代、3日目：松坂城下町散策ガイド代　⑥せんぐう館入館料　⑦伊勢お餅三昧クーポン代　⑧施設からのおもてなし代　※④～⑧をご利用にならなかった場合の 

払戻はございません。※規定以外の食事代、入園料、交通費等はお客様負担となります。 

雷ホテル追加代金（お一人様／1泊につき）
※各ホテルのご案内はP・10をご覧ください0　　　　　　　　　　単位：円

宿泊日 ��10／8－10／22 10／30一一12／17 �1／15～3／17 �10／27 3／25 

鳥羽国際ホテル （ハーバーウイング） �大人 �5，000 �5，000 �7，500 

小人 �3，000 �3，500 �5．500 

戸田家 （商館・魚魚夢） �大人 �8，500 �7．500 �8．500 

小人 �6．500 �5，500 �6．500 

戸出家（嬉春亭） �大人 �12．000 �11，000 �12，000 
小人 �10，000 �9，000 �10，000 

宿泊日 ��10／9－10／23 10／31－12／18 �1／16－3／18 �10／28 3／26 

志摩観光ホテル クラシック �大人 �4，000 �4，500 �4，000 

小人 �2．000 �2，500 �2，000 

淵光ホテルクラシック 夕食グレードアップ �大人 �14，000 �14．500 �14，000 

賢島宝生宛 �大人 �3，500 �4，000 �3，500 
小人 �1，500 �2．000 �1，500 

合歓の郷 ホテル＆リゾート �大人 �7，500 �7，500 �7，500 

小人 �5，500 �5．500 �5．500 
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黙読恩ぷ釣民5－ノ【 　＿＿＿i ■二二十－　一五議■■〝－ �ず ＋ヽ★ 乳汁 �∴勺、量●出発空港福岡・大分・長崎儲本・宮崎・鹿児島空港　； 野●設定期間：2013年10月1日～2014年3月29日の毎日出発 ㌣諸※ただし2013年12月26日～2014年1月6日出発は除く。 ′・一●食事条件：2泊2朝食2夕食付き●最少催行人員：2名　田臼を ����車 

1 ��3日間 �行　程 �食事 �竜 ∃ ！ ∃ ∃ ぎ 妻 ≦ 

1 �直垂司〈中部国際空港に14＝00以前に到着する便〉十中書帽際空清 〈名鉄乗車券〉※1＋＋＋名鉄名古屋駅．繁華．JR名古屋駅コ・＝＝ �互 
く飛騨路フリーきっぶ〉コ⊂・工ホテル ◆到着後フリータイム 

要） 翠 ��2 �◆終日フリータイム �匝］ 
噸鉾恐惑 ����「飛騨路フリーきつぶ」でご自由に観光地めぐりをお楽しみください。 �巨］ �】 毒 i ∃ j t j ！ ⊥ 

3 �く〇出発までフリータイム ホテルコⅡ】・＝〈飛騨路フリーきっぶ〉＝＝・＝＝Ⅰ工JR名古屋駅．繁華 �画 
名鉄名古屋駅〈名鉄乗車券〉※1＋廿中部国際空港十匝頭 （※お乗り遅れのないよう、出発時刻の40分前までに中吉国際空港にご到着ください。） 

缶慧イト0回慧ル 麿圏についてはお客様のご利用空港となりまも 
…利用空港・路線・便についてはフライト情報ページをご覧ください。 三行程表の緑字は旅行代金に含まれております。 

掘 �老台崖示 �画陰癖頗 ��� �菖i �鵬廟 �「⇒・‘ 

ワイド ビュー ひだ �名古屋 発 ��下呂慧 ��高山蒼 ��飛騨 古川着 

往 路 �5号 �9 �43 �11 �28 �12 �13 �12 �31 

7号 �10 �48 �12 �25 �13 �09 �13 �27 

9号 �11 �43 �13 �24 �14 �08 �－ 

11号 �12 �48 �14 �22 �15 �05 �15 �23 

13号 �14 �48 �16 �25 �17 �08 �17 �28 

15号 �15 �43 �17 �31 �18 �17 �－ 

※上記は2013年7月現在の時刻表となります。

最新時刻表は東海旅客鉄道のホームページにてご確認ください。http：／／railway．jr－CentraLco・jp／timetabLe／index・htmt

些閥ご紗匪棚
飛騨路フリーきつぶとは・・・？
JR名古屋駅から下記フリー区間までの往復は特急rワイドビューひだ」

の普通車指定席が往路復路各1回ずつご利用可能です。また、フリー区

間（下呂～飛騨古川）では特急・普通列車の普通車自由席が乗り降り自

由です。旅行プランに応じて、右記2コースよりお選びいただけます。＿プ

0中部国際空港（2階）到着後、中部国際空港2階アクセスプラザ内、名鉄改札口右隣「名鉄ト
ラベルプラザ」にANAスカイホリデークーポンをご提出ください。ご利用にならなかった場合
の払戻はございません。（営業時間7：00～20’00）◎列車または指定席の事前予約はでき

ませんので当日、JRみどりの窓口にて座席指定をお受けください。指定席が満席の場合は自
由席でのご利用となります。その場合、自由席との差額の払戻はいたしませんのであらかじめ
ご了承ください。○フリー区間以外での途中下車、乗車変更はできません。○グループ全
昌での同一行動となります。○有効期間は3日間となります。（ただし12／28～1／6にかかる
臼はご利用いただけません）

※口の区間はレール＆バスコースのみご利用可能。

※●の駅でレール＆タクシーコースのみ

タクシーご利用可能。

※」R線フリー区間以外では途中下車できません。
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濃飛バスフリー区間

（平湯・新穂高線）　新穂高温泉

JR線フリー区間

下呂温泉や高山市内を満喫するなら…

＿、．．．、．＿∴こ　こ．　一
下呂・高山・飛騨古川で利用可能な

0タクシーをご乗車できる駅は左記「飛騨路フリーきつぶ区間」●が
付いた駅のみとなります。◎未使用の場合でも払戻はございま
せん。額面金額を超えてご利用の場合は差額をお支払いください。
また額面金額に満たない場合でもお釣りはお返しいたしません。

○ご利用できるタクシーは中型・小型に限ります。（指定不可）
○タクシー乗車券はご利用人数にかかわらず、グループあたり
6，000円分となります。

ご＼　　　　　／＼

輿飛騨の温泉を満喫するなら…

捗糠
高山駅～新棟高温農駅間の
描線バスが乗り降り自由！　　　－

箆0引き換え場所と引き換え方法　濃飛バスセンター（JR高山駅横）にて、

「飛騨路フリーきっぶj（かえりのきつぶ）を室示していただき、お手持ちの

「濃飛バス引換別をr濃飛バス乗車券」に引き換えのうえご利用ください。
（凄飛バスセンター0577－32－1688）◎フリー区間は濃飛バス平湯・

新穂高級（高山駅から新穂高温泉閻）が有効期間内乗り降り自由です。
●バス時刻表につきましては、下記ホームページよりご曜認くださLl。

濃飛バスホームページhttp：／／www．nouhibus．C0．jp

※飛騨路フリーきっぶに関する詳細は行程案内書r飛騨高山満喫3日間」をご覧ください。

思
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ご利用ホテル ※特に記載のない限りバス・トイレ付き　※基本ホテル以外のホテルは基本代金にホテル追加代金が必要となります。

adam上の地域名妓早　飛農高

●乗館洋室（2名1室）
喜多館和室（3－4名1室）

鞠、；㍊冒荒宅宗5：。0）／
OUTll：00

★中部国際空港から辛
で約180分

★」R高山駅から徒歩約5分
※宿泊除外臼：10／30

☆飛騨牛革やみたらしだんごなど
食べ歩きクーポン付き

国回田田

adam上の地域名●岐阜

●和室（2－4名1室）
●1泊朝夕会付き

磯！貴誌詣茎茄、誓■■「「亡Ipl盟l怖エ／’已；JJ‘こ．′七戸

で約180分
★富山空港から車で約120分
★JR高山駅から徒歩約8分
※JR高山駅から送迎あり

由直面扇※讐ヲ腎㌔弓シ，

た五官内飲食施設割引クーポン付き

adam上の地域名・畦宇　下

●和室（2～4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★中部国際空港から車
で約240分

★平湯温泉（バスターミナル）
バス停から徒歩約5分

■■■■i止別丘－1′汀ここ　七

を入浴施設「ひらゆの森j入浴券付き

国包留囲

∂由m上の地域名一枝早

●洋室（2－3名1室）
和室（4名1室）

●1泊朝夕会付き
●lN14：30／OUTlO：00

★中部国際空港から車で
約260分

★新穂高ロープウェイバス停
から徒歩約1分

☆新穂高ロープウェイ他周辺観光施設の
割引券付き（グループ1枚）

adam上の地域名．枝幸　下

●和室（2～4名1室）
●1泊朝夕食付き
●IN15：00／OUTll：00

★中部国際空勤lら車で約150分

★JR下呂駅から徒歩約8分

★ウェルカムドリンク付き
（コーヒーチケットサービス）

adam上の地域名：岐阜

■出発日カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください）

●和室（2－4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUT12：00

★中部国際空港から車
で約150分

★JR下呂駅から徒歩約3分
※JR下呂駅から送迎あり

UR特急に接続）

adam上の地域名：岐阜

●和室（2～4名1室）
●1泊朝夕食付き
●】N15：00／OUTlO．00

★中部国際空港から車で
約260分

★新穂高温衆口バス停から
徒歩約2分

軽率欝篇
隠既≡摺12，叩即0～2歳）

adam上の地域名：岐阜

●和室（2～4名1室）
●1泊朝夕食付き
※お部屋食対応（19時開始まで）

●＝り15：00／OUTll：00

★中部国際空勅lら車で約150分

★JR下呂駅から車で約5分
※JR下呂駅から送迎あり

（」R特急に接続）
※慧認諾農禁と由‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

｛｝■正正▼王圭三二二王二∴∴■
：☆女性のお客様に色浴衣貸し出し

』基本代金（お一人様）〈福岡発／基本ホテル・往復基本フライト利用〉
※大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島発着の設定もございます。フライト情報ページをご確認ください。

3日間：R6022A

※1室の利用人数が宿泊日ごとに異なる場合、

最大の利用人数の基本代金を適用します。

※ご宿泊ホテルにより追加代金が必要となり

ます。※基本フライト以外をご利用の場合

は、追加代金が必要となります。

単位：円

忘㌫百一、竺ヲ �A �8 �⊂ �D �E �F �トG �iH‡l ��J！K ��L 

4名1壷 �45．800 �48，800 �49．500 �50．800 �52，800 �55，300 �56．800 �58，800 �61，800 �70．800 �71．300 �81．300 

3名1皇 �47，800 �51，300 �51．800 �53．300 �55．300 �57．800 �59．300 �61．300 �64，300 �，73．300 �73．800 �83．800 

2名1鼻 �48，800 �52，300 �52．800 �54，300 �56．300 �58．800 �60．300 �62，300 �65，300 �74．300 �74，800 �84，800 

小人 �39，800 �41，300 �42．500 �43．800 �146．800 �47．800 �48．800 �49，800 �50，800 �61，800 �62．800 �68．800 

◆基本代金に含まれるもの　①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃　②国内線旅客施設使用料　④規定の宿泊費、食事代　④名鉄乗車券代（中部国際空港⇔名鉄名古
屋駅間）①飛騨蕗フリーきっぷ代　※④①をご利用にならなかった場合の払戻はございません。※規定以外の食事代、入園料、交通費等はお客様負担となります。

■ホテル追加代金（お一人様／1泊につき）

宿泊日 ��10／1■－11／10 ��11／1ト一日／20 ��11／21－11／30 ��12／1～12／26 ��1／7～3／30 

日一会 �土、10／13 11／3 �日～金 �士 �日一会 �土 �日～金 �土、12／22 �白～寧 �土、1／12 3／21 

高山グリーンホテル 　本館 �大人 �3，400 �3．400 �3，400 �3，400 �9，000 �9．000 �3，400 �4．000 �3．400 �4，000 

小人 �500 �500 �500 �500 �1，000 �1．000 �500 �500 �500 �500 

穂高荘 山月 �大人 �4，800 �6，200 �4．800 �6．200 �8，400 �9．500 �6，200 �7．000 �6，200 �7，000■ 

小人 �2，000 �2，800 �1．200 �1．200 �1．200 �1，200 �3．600 �3，600 �3，600 �3，600 

岡田旅館 （本館） �大人 �3．400 �追加なし �追加なし �追加なし �3，400 �1，200 �3，400 �1．200 �3，400 �1．200 

小人 �500 �追加なし �追加なし �追加なし �500 �500 �500 �500 �500 �500 

小川屋 �大人 �追加なし �600 �追加なし �600 �5，600 �6．200 �4，500 �5，100 �4，500 �5．100 

小人 �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �500 �500 �800 �1，200 �800 �1，200 

水明館 （山水闇または飛泉闇） �大人 �5，100 �5．600 �5．100 �5．600 �6．700 �8．400 �6，700 �8，400 �6，700 �8．400 

小人 �500 �800 �500 �800 �500 �500 �2，000 �3．200 �2．000 �3，200 

湯之島館 （景山荘） �大人 �5．400 �9．000 �5，400 �9，000 �11．000 �14．600 �11，000 �14．600 �9，500 �11，200 

小人 �2．400 �4，700 �2，400 �4700 �2．400 �4，700 �6，300 �8，600 �5．100 �6，300 
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