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舘駅津守覿

態適訳済粕淵
野生に近い生態が観られるユ
ニークな展示方法で大人気。

テーマパークのように楽しめる動

物園です。

■旭川空港から車で約30分

．し∴・　－ ぎ…

∴＿∴‾∵主■五i，∴；＼■二l‾件∴十㌦∵工，

1チ∴　÷予∴十、．㌶1、一・い章’■工∴　∴

まる誉絵画の蓑慧幕鼠宗が登溢
■■．・‘，・・∴∴二リ‾r‥・∴：■－

登別砲塩竃芸別布）

登別温泉の主要な源泉地で秋の紅葉は

格別です。

●新千歳空港から華で約60分

函詑夜景函詣）

函館の街を見下ろす函

館山から、ロマンティッ

クな夜景を一望。津軽

海峡と函館湾に挟まれ

た光の帯が、弓なりに

続いています。

■函館空港から車で

約30分
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魅力たっぷり
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∴、HI二・ドふ

もんへつくうこう

女満別空港

サロぺツ原野I豊吉ミ）

水平線まで続くサロベツ湿原をはじめ、厳しい

環境に育まれた豊かな自然が残るエリアです。

■稚内空港から車で約90分

ねむろなかしペつくうこう

根室中標津空港

阿寒湖（釧路市）

マリモの生息地として知られ

る阿寒湖。豊かな自然体験が

できるのが魅力です。

●釧路空港から幸で約60分

十勝が丘展望台
（十勝川）

眼下には十勝川と十勝平野、遥

か遠方には日高山脈が一望で

きます。朝陽や夕陽の美しいス

ポットとしてもおすすめです。

■帯広空港から幸で約40分

主要都市間〈移動距離・時間〉目安表

各都市の交差する［二コの数値が移動時間（目安）です。 

12：45 �8 �10 �8 �10 �11：40 ��9 �55 �6 �15 �7ニ30 �8ニ35 ��8：10 ��8：20 ��1 �：25 

508 �＝　＿ �4 �45 �5 �05 �3 �10 �6 �05 � �：00 �9：05 �10：55 ��11：15 ��12：10 ��1 �10 

326 �187 � ��1 �10 �3 �45 �4 �：50 �5 �05 �6：30 �8 �55 �8 �25 �9 �00 �1 �：45 

325 �ZOl �44 �� ��3 �35 �3 �：50 � �：00 �5：30 �7 �50 �7 �20 �8 �00 �1 �：40 

465 �124 �148 ��142 ��nE ��3 �：05 �7 �20 �6：00 �7 �50 �8 �10 �9 �05 �1 �：10 

395 �243 �193 ��153 ��123 �� ��4 �：30 �3：05 �4 �50 �5 �15 �6 �05 �1 �：05 

248 �359 �202 ��159 ��293 ��179 �� � �1：25 �3 �50 �3 �25 �4 �：00 �9： �45 

298 �363 �260 ��217 ��240 ��121 ��56 ��昌一㍍ �3 �15 �2 �55 �3 �45 �9： �0 

342 �434 �354 ��311 ��311 ��192 ��153 ��127 � ��1 �00 �1 �55 �6 �20 

324 �447 �336 ��293 ��326 ��208 ��135 ��115 �40 ��l＝ ��1 �二00 �6 �20 

332 �485 �360 ��317 ��362 ��243 ��159 ��149 �75 ��37 ��I⊥ ��6： �0 

575 �684 �588 ��545 ��564 ��442 ��387 ��366 �252 ��253 ��244 ��＝盲 

各都市の交差する［二コの数値が移動距離（単位km）です。 

※目安表の数値は一般道を利用し、平均時速40km／hで算出した数値（目安）です。

※移動時間は渋滞等の道路状況などにより、上記の数値と異なることがございます。



ANA便ご利用のお客様へ

二〕ANA国内線搭乗のフライトマイル50％が貯まります！
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L，－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L／－ジクラブのお客様番号をお申し出ください。

※AIRDO（HD便名）便をご利用の場合、フライトマイル・プレミアムポイントは貯まりません。

三、1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、こ指定済みの座席が予告なしに変わる場合がございます。

※AIR DO（HD便名）便をご利用の場合、事前座席指定はご利用いただけません。

○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。

※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、ANAFESTA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

ニ食事制限のあるお客様へロ

三iご高齢のお客様へ田

二…現地到着後のお客様へ

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。

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。

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．⊂0．jp／Skh－OmOtenaShi／をご覧ください。

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ご相談ください。

※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・B・祝日および12／29－1／3を除く）

詳しくは、http：／／www．ana．co．jp／traveL／info／assist／をご覧ください。
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田は情報ブック（A21nfoに掲載）に詳しい記載がございます。田はadamより行程案内書が印刷できます。口のあるプランはスカイホリデークーポンが発券されます。

⑳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。



旅の作り方 行きたいコースが見つかったら…
3つのステップで予算をチェック！！

●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

∠∵一一一一　一一、－‥・・・・・・一一一一′－11－岬▼一・一一一1▼・一一－・1m・Ⅵ一・一一・1■一一r

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

フライト追加代金をチェック！

★基本フライトは0円です。

■出発眉カレンダー

●洋室（1～4名1室
洋室ダブル（2名

●1泊朝食付き
●lN14．00／OUTl

★●●空港から電卓
約36分

★」R●●駅から徒；
約5分

．＿・ご：∴■．・＿．【二

（イメージ）

■基本代金（お一人様）

ホテル追加代金（
．・★は土曜日代金逗用となります。

鴨

A・Bフライトをご利用の場合は、往飽、殴路そ．

〔往　路）A・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。

t‾＿・∴‾　讐竿甲 旅行代金合計

まだまだ魅力満載の北海道

※上記キャンペーンはANA実施のキャンペーンとなります。詳しくはP35をご覧ください。

新千歳空港ターミナルビル「北海道ショールームjには、約180のお店があり、

道内各地の選りすぐりの商品や旬の味覚が一堂に集結。映画や温泉、体験型施

設を楽しめるエンターテインメント施設も充実。飛行鰍こ乗るだけでなく、買う、

食べる、楽しむ、癒されるなど、空港での時間を満喫できます。

ANA川丁別号」「蚕≡両野口詔妙頭目

直MargareteStel仔GmbH2013

1．シコ．タ′rワニこイチヤ・一丁一軒ド

泉損料胴派遣矧憐
ドイツ国外初、シュタイフ社公認ぬいぐるみ

とふれあい・遊べるミュージアム

※一般600円一→540円

中高生400円→360円
小学生以下300円一→270円

乱需帯記詮慧温泉亮莞概鶴
．：1．こ・≧∴こ！、＿脂ト（：■リノ王‾漬1■）

国内空港初の温泉による
本格的な温浴施設
※一般1，500円→1，200円

⑥藤子プロり」＼学篭・テレビ朝日・シン工イ・ADK

三．トラミふ′い、二：ノ・－わ∴「カイ八一・プ

先払師帽％罰引※
世界初の空港併設型
ドラえもんキャラクター施設

※一般600円→540円

中高生400円→360円
小学生以下300円→270円

乳じゃがポッ剖♭おア夕日；ヨ‡三田料）⑳

詩ご∴、．にソ「：・ト■リ∴′ア；こ丁：ナーpビ二’ノ．

国内空港初のエアポートシネマ

※旅程表を各施設にこ提示のうえ、こ利用ください。
※他のクーポンやサービスとの併用はできません。
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添い寝プラン

連休や冬休みなどの家族旅行に、おトクな添い寝プランをご利用ください。ツ忘諾岩と若き票に
一部コース、利用巳によっては小人代金がお安くなる場合がございます。

㌫宇言こ一一一＿‾l擁〕・へニットよい三

溝い定さきン代蓋二こ刊浄・藍∴十十∵・

（たとえば、ご両親とお子様2名で旅行する場合…）

大人1名、お子様1名で
ベッド1台の

ご利用となります。

大人旅行代金（2名様分トr†雷撃♂篭荘ぎ慧芸′皆膏登蓋（2名様分）……

■添い寝プランのご案内

ご旅行代金 �プラン �小人代金 

ご利用内容 �～11歳） �（3歳～11歳） 

航空座席 �あり �あリ 

食事・ベッド（布団）・アメニティ �なし �あり 

バス・JR �なし �あり 

ホテルからのおもてなし �なし �あり 

施設使用料 �宿泊施設欄をご確認ください �なし 

このマークを行程表に表示しているコースの

宿泊施設でご利用いただけます。

√ニぅ3歳以上6歳（未就学児童）以下のお子様が対象となります。

ゝ

画諾ヌ表芸瞥白義毎細こ表示
へ㌧・11歳以下のお子様まで対象となります。

回国回田固回

ディースセット付き（女性のみ）
ェルカムドリンク付き

〈施設使用料が別途必要な場合があります。〉添い寝プランをご利用の場合、
一部宿泊施設で施設使用料が別途必要な場合がございます。詳しくは宿泊施設欄をご覧ください。

※囲マークのある宿泊施設は添い寝プラン対象外です。

※Klds添い寝は、滞在中連続して対象マークのある施設をお選びください。

※年齢制限がある場合がございます。詳しくは、宿泊施設欄をご覧ください。

※同伴の方と添い寝になりますので、ベッド（布団）が手狭になります。

※バス・観光船・」Rなどのオプショナルプランで座席をご利用の場合は、一部小人料金が必要となります。

※レンタカーをご利用の場合、添い寝のお子様も利用人数に含まれます。

※添い寝プランは航空座席のみの提供となり、宿泊・食事・ベッド（布団）・ホテルからのおもてなレアメニティグッズ・ツアーのポイントは提供されません。

■基本代金（お一人様）（福岡発／往復新千歳直行便利用）

※福岡発着往復新千歳直行便利用以外はフライト追加代金（P．46参照）が必要となります。

※「十道内1区間」「十道内2区間」利用は、下記追加代金が必要となります。

出発日 �11／3～12／6 ��10／1～11／2 12／7－12／20 1／6～1／28 2／12～4／27 �1／29～2／4 5／5 5／6 �12／21～12／27 1／5 2／5－2／11 �1／4 4／28～5／2 �12／28～1／3 5／3 5／4 

基本代金 �34，800 ��38．800 �42，800 �47．800 �54．800 �67．800 

道内1区間、＋道内2区間追加代金 �上 �己の基本代金に、1区間ごとに10，000円（※ただし、12／21～1／5は14．000円）の追加代金が必要となります。 

◆基本代金に含まれるもの　①往復の航空運賃　②国内線旅客施設使用料（羽田・中部国際空港乗り継ぎの場合）※旅行日数にかかわらず同一代金です。

商 � �コード �1泊 �2泊　　】　　3泊 ��4泊　　l　　5泊　　】　　6泊 

ホテ �ルチ �ヨイス �R4025A �R40258 �R4025⊂ �R4025D �R4025E �R4025F 

ホテルチョイ �ス〈 �＋道内1区間〉 �R4026A �R40268 �R4026〔 �R4026D �R4026E �R4026F 

ホテルチョイ �ス〈 �＋道内2区間〉 �R4027A �R40278 �R4027⊂ �R4027D �R4027【 �R4027F 

※沖縄発でお申し込みの場合、商品コードの先頭を「Y」にてご予約ください。 

※大人代金にて参加される人数内でお申し込みください。

（大人代金適用2名の場合、添い寝プラン代金適用人数は2名まで。
ただし、1台のベッド（布団）に添い寝できるのは1名までとなります。）

※憧れの湯宿コースは、添い寝プランはご利用いただけません。

※プレミアムクラスをご利用の場合は、大人・小人同様に追加代金が必要となります。

封′ �販売店 �一 �り皆様 �添い寝プランまたはKids添い寝の宿泊素材をご予約ください。 上の「宿泊素材」内にて、添い寝プランは「3～6歳（未就学児童）添い寝 示い寝は各対象ホテル「6～11歳添い寝プラン」をご予約ください。同行 寝プランでご予約される場合は必ずadamで添い寝する大人の記録に以 入力を行ってください。「旅客情報を登録する」→特別旅客情報の「登録 押下→「その他」の欄に添い寝のお子様の名前・年齢を入力してくださ 

画 id U、し ＼五 日 ン イ adam予′ プラン」、 の幼児を 下の旅客 する」ボタ い。（例）ソ 

、：タロウ5サイ 
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■マークのご案内※2。13年7月現在の情報とな。ます。

国瀬あり※1国相場別　圏諾別※2

団慧蚕風呂泣言1団栗凱－ム※3匿I冷軌※4

国憲ング　園芸諒完畏雪国驚※6

園芸岩禁書ラン田欝完備影7居胃芳完備※8

＠※9　　古狐※10　　弧※11

匹頭※12

「憧れの湯宿」専用マーク � � 

田源泉100％※13 �田かけ乱※14 �国加水※15 

国加温※16 �因柵※－7 � 

■旅行代金について

※1男女別、時間等により入管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・※8ご利用料金については各宿泊施設にご確認ください。

※3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。
※4冷房完備の施設でも、温度調節不可の施設もございます。冷房設備は、冷暖房の切り替えが

できない等、施設によって異なります。
※5貸切ではございません。貸切の場合、別途料金が必要となる場合がございます。

※6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（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。

※7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

※7・※8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。
※9ご予約をいただいてからの手配となります。

※10出発前にご予約が必要です。

※日出発前にご予約（有料）が必要です。
※12Kids添い寝対象施設となります。

※13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。

※14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

※13・※14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。
※15温泉に加水したものを指します。

※16温泉に加温したものを指します。

※17温泉に循環装置等を利用しているものを指します。

旅行代金とは「基本代金として表示した金額」と「追加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
行開始日当日を基準に、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頬の払戻はでき

』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0（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夕帽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・間取り図は一例となり、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。
〈洋勢宿泊施設により1室1名～7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利順となります。（3名～7名1室で
ご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～10名様でご利用いただけます。（1室の広さ（塁数）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0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。
施設使用料について　潔し1寝プランまたは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額は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。※添い寝の可否については各宿泊施設にご確認くださし1。
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0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。
夕創寸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絡のうえ、

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。夕食場軒メニューがまたは，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日（これを当社では「無手配別といいます）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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‾1Lq・′■一1才

！担

往復のフライト

直垂司十直垂画※＝く各自負担〉＝ホテル
◆到悪徳フリ鳳、タイム

ホテル＝〈各自負担〉＝ホテル（札幌）

・‾出完までプリ”タイム

ホテル＝〈各自負担〉＝直垂画す匪画

＆札幌3日問コース

ご利用ホテル
右記ホテルよりお適びいただけます。

9種類もの豊かな泉質が魅力　　豊かな森林が育む温泉

自然湧出量の多きと泉質の豊富　無色透明な温泉は入浴すると汗
さは世界的に珍しく、「温泉のデ　の蒸発を防ぎ体の芯からポカポカ
パート」と呼ばれています。　　　温まります。

∵ニてこ　　rW叩　仰

350年余の歴史を誇る名湯　　　北海道遺産のモール温泉

北海道の三大名湯の一つに数え　アイヌの人達に薬の湯と呼ばれた

られ、古くから人々を癒し、愛され　太古からの贈り物。肌にしっとりと

てきた名湯です。　　　　　　　なじむ植物性温泉です。

adam上の地域名札幌　札幌（大通公凰周辺）　adam上の地域名札幌　札幌

●洋室プレミアム
（2～3名1室）

●1泊朝食付き
●lN13：00／

OUT12．00（通常11：00）

★新千歳空港から電車
で約36分

★JR札幌駅から徒歩

画由　　約7分

☆とうきびチョコ付き
合客室内ミネラルウオーター付き
でγ朝食を昼食に変更可能

●洋室（2～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／

OUT12：00（通常日：00）

★新千歳空港から車で
約60分

★地下鉄大通駅から徒歩
約5分

ヤホテルオリジナルギフト引換券付き
一1㌻ロビーラウンジにてアイスクリームまたはワンドリンク付き
¶、朝会を昼食に変更可能

辺）　a由m上の地域名札幌

●洋室タブル（2名1室）
洋室（2～3名1室）
洋室コネクティングルームまた

はファミリールーム（4名1室）

※全室禁煙となります。
●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常日：00）

★新千歳空港から車で約60分

★地下鉄すすきの駅から徒歩的3分

とrロクシタンアメニティ付き

㌻札幌大通大豆クッキー付き
Arウエルカムドリンク付き



国回国薗箇囲園

ご利用空港：新千歳空港

ぼ　う　ろ　う　　　ノ　　　　　ダ　　　　　チ　　　の　ぼ　り　べ　つ

望楼NOGUCHI登別
ゲストルームは、全室スイートの広々とした空間。

洗練されたモダニズムに、しっとりとした和の趣が美しく調和する。

日本人にとって心地よく、落ち着きのあるしっらい、それでいてスタイ

リッシュなデザイン。全室に源泉かけ流しの展望風呂付き。

●ラグジュアリースイート洋室または剤洋室（2名1室）

和洋室（3～4名1室）

●1泊朝夕食付き　●IN14．00／OUT12：00

★新千歳空港から車で約60分

★JR登別駅から車で約15分

http：／／www．bourou．com／

※12歳以下のお客様はご利用いただけません。

ホテルからのおもてなし

◆ホテルオリジナル和葉子付き

◆バーでワンドリンク付き

◆客室冷蔵庫内ドリンク付き

《正｝一‥∴て、∴し∴∵∴言圭∴・川●・

【新千歳空港よりバスをご利用の場合】

新千歳空港→（高速はやぶさ号）→登別東IC→（シャトルバス）→登別温泉

■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）

※沖縄発でお申し込みの場合、商品コー

ドの先頭を「Y」にてご予約ください。

■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）

■基本代金（お 〈福岡発／往復新千歳直行便利用〉

＆札幌3日間

※沖縄発でお申し込みの場合、商品コー

ドの先頭を「Y」にてご予約ください。

■l望申lt正lの‾・．ノヽ雫 ��J　l†岳r喝ヲ篭／†王侵郡丁戚l巨lTl ����更利用J※福岡発着往復新千歳直行便利用以外は＼フライト追加代金が必要となります0　　単位：円 

，三品読衰＼竺警 �A �8【C　f　D ���E �F �GJ　H　壬l≦J‡K ����L �州　を　N ��0 

4名1王 �61．800 �63．800 �65，800 �67．800 �69．800 �71，800 �鯉9．8叫81．粧0 ��86800 �91800197800 ��【100．800 �107．800 �125．800 

3名1圭 �67．800 �69，800 �72，800 �74，800 �76，800 �78．800 89．800 �82，800 �萱87．800再9．800 �94．800 �99．800 �104，800 �107．800 �113，800 �133，800 

2名1主 �79，800 �81，800 �83，800 �85，800 �2　87．800 ��93．800扇面joo ��104．800 �109，800 �114，800 �117，800 �123，800 �142．800 

※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。

※基本フライト以外をご利用の場合、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（羽田中部国際空港乗り継ぎの場合）③規定の宿泊費、食事代
※規定以外の交通責、食事代、入園料等はお客様負担となります。

＆
札
幌
3
日
間

ホ
テ
ル
チ
葦
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．
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粁
抽
ブ
ヨ
お

最
後
の
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ー
ジ
◇



9

画因団圏園田圏囲

ご利用空港：新千歳空港

翠山亭倶楽部定山渓
56平米以上のゆとりの広さを確保した客室には、3本の自家源泉を引

いた檜造りの内湯付き。ゲストサロンでは、お酒・コーヒー・ソフトドノンクを

ご用意しており、ご到着からご出発まで自由にお楽しみいただけます。

唱基本ルーム（561ポ）　　　　Iルームグレードアップ（90Ⅰポ）

●洋室（2名1室）、和室（2～4名1室）　　●和洋室（2～4名1室）

※洋室と和洋室は禁煙ルームのみの設定となります。

：諾芸豊誤、器芸諾霊UTll：00　ホテルからりおもてなし
★JR札幌駅から革で約餌分　　　　　◆揚めぐりチケット付き

http：／／www．club－jyozankei．com／　　　◆「大黒屋商店」温泉饅頭付き

※12歳以下のお客励まご利用いただけません。　（1グループにつき1つ）

アクセスのご案内（一柳

【新千歳空港よりバスをご利用の場合】

新千歳空港→（湯ったりライナー号）→定山渓大橋バス停

【札幌駅よりバスをご利用の場合】

新千歳空港→（JR）→札幌駅→（かっばライナー号※予約制）→定山渓大橋バス停
※かっばライナー号の詳細は直接じょうてつバスへ：0120－37【2615

■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／基本ルーム・復路新千歳直行便利用〉

※沖縄発でお申し込みの場合、商品コー

ドの先頭を「Y」にてご予約ください。

※福岡森岳復東新干岳直行繭」由動議言責卜適お口代表蒜盲読諒茹丁■‾t‾‥…′l往路のフライト追加 ����������代金は必要ありません。l　　　単位‥円 

一二＝三・・・日・一二 �Å �8 �⊂ �D �E �F　圭　G �竜　H　j　l ��J �K �‡L �臣　州 �N �0 

4名1量 �72．800 �73，800け4，800 ��75．800 �76．800 �⊇　77．800　78．800 �81．800 �83．800 85，800 89．800 �86，800 �91．800 �97．800 �103．800 105800 �124800 �129，800 132．80 138． 

3名1室 �74．800 �75．800 �76．000 �76，800 �77．800 �79．800　80，800 �84．800 ��88．800 �；…霊 �99．800 103．＿800 ��126800 

2名1皇 �77，800 �78．800 �79．800r　80，800 ��81．800 �83．800　84，800 �ぎ87．800 ��92．800 ���Ti石．800両面 

■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）

jt基本代金（お一人様） 〈福岡発／基本ルーム・復路新千歳直行便利用〉

＆札幌3日間

※沖縄発でお申し込みの場合、商品コー

ドの先頭を「Y」にてご予約ください。

※福岡森盲痘東新千痘壷行毎利点政義う誘起云蛸壷示必要となります。　　　l往路のフライト追加代金は必要ありませんot　　　　単位‥円 

，蒜議＼竺 �A �Bic ��D �E �F �G �山」　1 �J　ぎ　K　蓋　し �川　音　N　ト0 

4名1重 �75，800 �76．800 �78．800 �79，800 �80．80・0 �81．800 �82，800 �88．800再も，800 �101．000を105，800ま113．800 107．000【110．8両117，8∞ �128．800 �132800 �139800 

3名1王 �78，800 �79，800 �81．800 �83．800 �84．800 �85．800 �86．800 �88，800∃102，800 ��136．800 �134，800 �l 141 �800 

2名1量 �84，800l85，800 ��87．800 �88，800 �89，800 �90，800 �91，800≡93，800邑106．800 ��111．8叫113，800！123両dj �140．800 �142．800 �146，800 

※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。

※ルームタイプにより追加代金が必要となります。

※復路基本フライト以外をご利用の場合、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・中部国際空港乗り継ぎの場合）④規定の宿泊費、食事代
※規定以外の交通費、食事代、入園料等はお客様負担となります。

和洋室 �4名1室 �3．000 3名1室 �4．000 

2名1室 �6，000 



圏瞥固臨画臨国固

ご利用空港：函館空港
※＆札幌3日間の復路は、新千歳空港利用となります。

ぼ　う　ろ　う　　　ノ　　　　　ダ　　　　　チ　　　は　こ　だ　て

望楼NOGUCHI函館
モダンなリビングフロア。客室には座り心地の良い大きなソファと展望風呂付き。

上質なひと時を過ごせる空間は、大切な記念日にも選ばれております。

●SUITEFLOOR

洋室または和洋室（2名1室）、和洋室（3～4名1室）

●1泊朝夕食付き

●IN13：00（通常14：00）／OUT12：00

★函館空港から車で約10分

★JR函館駅から車で約15分

http：／／www．bourou－hakodate．com／

ホテルからりおもてなし

◆ホテルオリジナル和菓子付き

◆夕食時、ワンドリンク付き

◆客室冷蔵庫内ドリンク付き

アクセスのご案内（一例）

睡魔空湾よりバスをご利用の場創
函館空港→（JR函館駅行きバス）→湯の川プリンスホテル渚事前→徒歩約10分

l函館空港よりタクシーをご利用の場剖函館空港から約10分

↓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）

1基本代金（お一人様）l往路・復路のフライト追加代金は必要ありません。 ����������単位：円 

，i忘遠、→、竺竺 �A ��8 �C ��D �E �F　圭　G　⊇　H　≠I‡JiK　蓋　し �������M �N �0 

4名1圭 �69， �800 �70．800　71． ��800 �73，800 �74．800 �’75800　77800　80800 ���墾！些1」 89800 �87，80091，8〇・〇 9380096800 ��97，800 】103800 �を102．8001110．800 1【耐580・0 ��143．80 149800 

3名1重 �74．800 ��75．800　76．800 ���78．800 �79．800 �80．800 �82．800　86．80：0 

2名1主 �82．800 ��83．800 �84，800 ��86，800 �87．800 �88．800 �莞認莞認篭…器1誌；器 ����105800 �112800 �118800 �123800 �157，80 112．80 

小人 �68，800r　69，800 ���70．800 ��72，800　73，800 ��74．800 �����90．80。 �96．800 �99，800 �102．800 

『基本代金（お一人様） く福岡発／復路新千歳直行便利用〉

＆札幌3日間

※沖縄発でお申し込みの場合、商品コー

ドの先頭を「Y」にてご予約ください。

※福岡発着復路新千歳直行便利用以如ま、フライト追加代金が必要とな。ます。l往路のフライト追加代金は必要ありませんol　　　　　　単位：円 

，忘蒜斎＼空警 �A �8 �⊂ �D �E �F＋ト6 ��H‡l‡J ���K �L �州 �N　2　0 

4名1呈 �67，800 �68．800 �69，800 �71，800 �72．800 �74，800 �77．800 �85，800 �96800 �101800 �107800 �117800 �芦123000 �12980・0 �【13号些些 【145800 

3名1婁 �74，800 �75．800 �76，800 �78，800 �79，800 �81，800 �84，800 �ま93．800 �104，800 �Il 1108002115800已124800 ���∈ 130800 �135800 

2名1重 �85，800 �88，000 �87．800 68，800 �虹＿星型800 �90，800 �91．800 74．800 �許諾…≡…蚕雪謡篭慧篭 ���驚認諾認諾慧 ���139800 �144800 �15280 

小人 �6も．800 �67．800 ��い0．ioo �71．800 ��������112．800 �l 114．800 �l 119．80 

※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。

※＆札幌3日間で復路基本フライト以外をご利用の場合、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　③国内線旅客施設使用料（羽田ヰ部国際空港乗り継ぎの場合）④規定の宿泊費、食事代
※規定以外の交通費、食事代、入園料等はお客様負担となります。
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ご利用空港：往路／帯広空港復路／新千歳または帯広空港
※＆札幌3日間の復路は、新千歳空港利用のみとなります。

ミミ　　．JL・q

画固囲臨額田団幽囚国1，050円（1臥2．625円（2歳）

0芦品紬an威表遠道議整う 帯広⇒新千歳空港、覇ロ 帯広⇒札幌」R特急乗車券 ■引き換え場所帯広駅みどりの窓口 ●主な利用列車 特急スーパーとかち、特急スーパーおおぞら ■運行管理者：北海道旅客鉄道 � �帯広⇒ 新千歳空港 ��大人5．400円 
小人2′940円 

帯広⇒札幌 ��大人6′300円 
小人3′510円 

区間 �大人 ��小人】 

帯広→新千歳空港 �65342C ��65342Fl 

帯広→札幌 �65342Ⅰ ��65342Jl 

十勝川温泉第一ホテル豊洲亭
露天風呂・バルコニー・暖炉を備えた客室。大きな窓に切り取られた十

勝川一帯の風景は、さながら一枚の絵画のよう。専用ラウンジでは、

ビール・ワイン・おつまみ各種をご用意しております。

●露天風呂付き客室（デラックス）

洋室（2～3名1室）

※全室禁煙となります。

●1泊朝夕食付き

●IN12．00（通常15：00）／OUT12．00（通常11．00）

★帯広空港から車で約40分

★JR帯広駅から草で約20分

http：／／www．daiiehihotel．com／index．php

ホテルからのおもてなし

◆モール温泉入浴剤5個セット付き

（1グループにつき1つ）

アクセスのご案内（一例）

【帯広空港をご利用の場合】
帯広空港→（路線バス）→帯広駅→（路線バス）→十勝川温泉

■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／復路新千歳直行便利用〉
※福岡発着復路新千歳直行便利用以外は、フライト追加代金が必要となります。

胴

※沖縄発でお申し込みの場合、商品コー

ドの先頭を「Y」にてご予約ください。

往路のフライト追加代金は必要ありません。

，i忘元－、讐 �AIB �⊂ �D �E �F �G �H　　l　喜　J �K �L �仙 �N �0 

3名1墓 �65，800弓　86．800 �67．800 �68，800 �69．800 �70，800 �74，800 �77，800　80．800弓90．800 �97．800 �107．800 �114，800 �123，80・○ �130，800 

2名1圭 �67，8叫68．800 �69，800 �70，800 �71，800 �72．800 �76，800 �商材葡面軒元高0再2．800 �100．800 �110，800 �117，800 �127，800 �133，800 

小人 �64，800再5．800 �86，800 �67，800 �68．800 �69，800 �73，800 �緬【79．紛0日は．800 �95．800 �103，800 �105，800 �114．800 �121，800 

■出発田カレンダー（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）

膿

●基本代金（お一人様）〈福岡莞／復路新千歳直行便利用〉
※福岡発着復路新千歳直行便利用以外は、フライト追加代金が必要となります。

＆札幌3日間

※沖縄発でお申し込みの場合、商品コー

ドの先頭を「Y」にてご予約ください。

往路のフライト追加代金は必要ありません。

，忘i商＼讐ヲ �A �Bic【D ��E �F �G　　　H　F　l ���J �K �L �」M �N �0 

3名1皇 �68．800 �69．800【71，80叫乃．800【74．800 ���76，800 �79．800 �83，80・0 �88，800 �94．800 �99，800 �104，800 �121，800 �126，800 �138．800 

2名1圭 �74．800 �75，800 �76，800】78．800 �≒7号叩 73．800 �81，800 �84．800 �88．800 �93，800 �98．800 �103，800 �108，800 �123，800 �128．800 �141．800 

小人 �67，800 �‾Lh‾南面F70，800い2，800 ���75．800 �78．800 �82，800 �再7，800 �92，800 �97，800 �100．800 �110，800 �115．800 �125．800 

※＆札幌3日間コースの札幌グランドホテル、メルキュールホテル札幌の4名1室をご利用の場合は、上記基本代金表の3名1圭代金を適用します。

※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。

※復路基本フライト以外をご利用の場合、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・中部国際空港乗り継ぎの場合）③規定の宿泊費、食事代
※規定以外の交通費、食事代、入園料等はお客様負担となります。
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