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士

二軍習巾

写真提供：
（公財）大阪観光コンベンション協会

●姫路

●

城崎温泉

兵庫県

天橋立

二言十二■●－1‾＝

繋雛憑

ゆ　　はなおんせんおらしや手

湯の花温泉革山良蒜芯

きようと′ノ　「ヽぉぉっ

京都　　　●大津・

ぁり牙おんせん　　　　いたみくうこう　　　おごと渇泉

蒜芸蒜晶戸讐還芝テ．毒壷
●逃　　　亡還蒜蒜　なら

′遠這由空麺⑳　堺脈　票艮

●還
●為義還

こうや仁さん

高野山●

和歌山県

●南部

●白浜温泉

●
沙つうらおんせん

勝浦温泉

歪雷富男認諾認諾呈詰責禁芸㌶諾　蔓
近鉄本店タワー館J部分が2013年6月13日に先行
オープンしました。

百貨店景上部3フロアを占めるレストラン街が魅力で、
23時まで営業のため今まで以上にたっぷりと大阪の
夜をお楽しみいただけます。
展望台や美術館、ホテル等は2014年春オープン予定です。

日本の、大阪の新しい観光スポットをお楽しみに！　　　　岳

●あペのハルカス近鉄本店【HP］http：／／www．d－kintetsucoJP／

●あペのハルカス　　　【HP］http：／／www．abenoharukas－300jp／

◎財団法人びわこビジターズビューロー

W岬腎　詔㌔認諾慧諾詣讐野

草やぎのある蕗を演出しています。　　」．

●嵐山花灯路
・開催期間：2013年12月14日～12月23日

・点灯時間：17：00～20：30
・会場：嵯峨嵐山地域

●東山花灯路
・開催期間●2014年3月14日～3月23日

・点灯時間：18：00～21：30

・会場：東山地域

【訃ま情報ブック（A2Inbに掲載）に詳しい記載がございます。ロはadamより行程案内書が印刷できます。ロのあるプランはスカイホリデークーポンが発券きれます。

●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！！

出発日を選ぼう！！

基本の旅行代金をチェック！

●カレンダーで出発屈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

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

ホテル追加代金（

●洋室（ト4名唱　　・・★は土題目代金適用となりますD
洋室ダブル（2名

●1泊朝食付き
●lN1400／OUTl

★●●空湾から電亘

的36分
★」R●●駅から徒；
約5分

A・Bフライトをご利用の場合は、往圧、視招そ．

〔往　路）A・8フライト利用追加代

※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ルて

ください。

＝＝∴工．　蒜i昌
旅行代金合計

ANA便ご利用のお客様へ

つANA匡＝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巨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．／／VW．ana．COJPをご覧ください。

◎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。

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：／／www．anafesta．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田
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。

＝）ご高齢のお客様へロ
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：／／WW．ana．CO．jp／Skh・OmOtenaShi／をご覧ください。

こう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・日・祝日および12／29～1／3を除く）

詳しくは、http：／／WWWLana・CO・jp／traveL／info／assist／をご覧ください。
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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。ツ㌫至芸と若き票に
一部コース、利用日によっては小人代金がお安くなる場合がございます。

お手・き三十豆手‥ットビう主立∴ミニ‥テiン代蓋をご刊宍礼1ただけ鳶す、

（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名様分撞嘉弘一寝ぎ肇淵塵（2名様分）、遠

1添い寝プランのご案内

ご旅行代金 �紗疫診巧妙 �小人代金 

ご利用内容 �棚 �（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 �あリ 

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。

㊨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。

〈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。

※圏マークのある宿泊施設は添い寝プラン対象外です。

※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・JR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し・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〉

出発田 �10／1～12／20 1／6・～3／6 �12／21～12／27 1／5 �12／28～1／4 �3／7・～3／13 3／31～4／24 �3／14－3／30 �4／25～5／1 　5／6 �5／2、5／5 

茎本代一一 �18，800 �23，000 �28，000 �21．000 �24，500 �22．300 �24，800 

■基本代金（お一人様）〈長崎・大分・熊本莞〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

出発日 �10／1～12／20 1／6～3／6 4／1－4／24 �12／21－12／27 1／5 �12／28～1／4 �3／7～3／13 3／31 �3／14－3／30 �4／25～5／1 　5／6 �5／2－5／5 

匿本代金 �21．800 �26．300 �30．800 �23，500 �25，300 �23，500 �25，300 

■基本代金（お一人様）〈宮崎・鹿児島発〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

出発田 �10／1－12／20 1／6～3／6 4／1～4／24 �12／21～12／27 1／5 �12／28～1／4 �3／7－3／13 3／31 �3／14～3／30 �4／25～5／1 　5／6 �5／2－5／5 

基本代金 �23，000 �29．500 �36．000 �26，800 �30，300 �26，800 �30．300 

◆添い寝プラン代金に含まれるもの　①往復の航空運賃　※旅行日数にかかわらず同一代金です。

※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。）

※P．29のフライト追加代金は必要ありません。

※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。

3

亨ほ �販売店の皆ポ �も． �同行の幼児を添い寝プランでご予約される場合は必ずadamで添 録に以下の旅客情報入力を行ってください。「旅客情報を登録する」 「登録する」ボタンを押下→「その他」の欄に添い寝のお子様の名 

い → 前 �する大人の言 別旅客情報 年齢を入力し 

てください。（例）ソイネ：タロウ5サイ 



「マークのご案内※2。13年7月現在の情配なります。

団淑別※1回大浴斬り　圏諾別※2

露天風呂※1

あり

添い寝プラン
対応不可歴】

園

晶

禁煙ルーム※∃

駐車場完備※5

（無料）
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■旅行代金について

計量食※4

（夕食）

駐車場完備※6

（有料）

※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・※6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“またばで表示されている場合、指定はできません。

※5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・※6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。
※7ご予約をいただいてからの手配となります。

※8出発前にご予約が必要です。

※9出発前にご予約（有料）が必要です。

旅行代金とは「基本代金として表示した金軌と「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。（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
の白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帖訂こ、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。
〈洋室〉宿泊施設により1室1名～8名様でこ利用いただけます。特に記載のない限り1名1室はシングルルーム、2名1室はツインルームのこ利用となります。（3名～8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～6名様でご利用いただけます。（1室の広さ（罠数）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匡】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。
旛暇使用料について　添い寝プランまたは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。
夕食付きの施言引こ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日（これを当社では「無手配臼」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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旅の作り方 

漸監禁びいただけ紺。 

園一露濫認可日日でもご利用可能です。 
※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。 

フライト情報ページをご覧ください。 

※基本グループ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。 
※1泊から4泊まで、何日目でもご利用可能です。（出発から7日以内） 

該当のホテルページをご覧ください。 

田航空か宿泊1～4泊
●出発空港：福岡・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島空港
●設定期間：2013年10月1日～2014年5月6日の毎日出発

●食事条件：朝食付き（ただし、ご利用ホテルによっては朝・夕食付き
※詳しくは、各ご利用ホテルのご案内をご覧ください。）

●最少催行人員：2名（ただし、1名1室の設定があるホテルのみを利用する場合は1名様となります。）

し、∴l二十一‾‘章∴‾ニ！1°二一∴■・三．、∴㌧きニi二・・いjlてく1－t∴‡■・∴ニー！＿・■こ‾L■＿召、二・・．ぺ∴章∴㍉■∴i二二モ1：：二　㌧：、∴　－〔二二1

（孟孟漂㌘施設には圏が表示されています胤くは各施設の情報をご）

日程 �行　程 �食事 

1 �直垂画卜直垂画＝く各自負担〉＝ホテル � 
㊥到着後フリータイム 

中 日 �◆終日フリータイム �匝 

最 終 日 �◆出発ミミでフリータイム �画 

ホテル＝〈各自負担〉＝直垂司十直垂画 

匡至訃こついてはお客様のご利用空港となります。
利用空港・路線・億についてはフライト情報ページをご覧ください。

5

お手持ちの航空券を
ご利用いただける

コースです。

旅の作り方

日程を選ぶ
1～4泊からお選びいただけます。

ホテルを選ぶ
お気に入りのホテルをお選びいただけます。
※ホテルの宿泊については「航空券＋宿泊」と

同じ条件でご利用いただけます。

国宿泊のみ1～4泊
●出発空港：このコースに航空券は含まれておりません。

●設定期間：2013年10月1日～2014年5月6日の毎日出発

●食事条件：朝食付き（ただし、ご利用ホテルによっては朝・夕食付き
※詳しくは、各ご利用ホテルのご案内をご覧ください。）

●最少催行人員：2名（ただし、1名1室の設定があるホテルのみを
利用する場合は1名様となります。）

日程 �行　程 �食事 

1 �に自宅、前泊地、各地などl＝〈各自負担〉＝ホテル � 

露 l：ヨ �ホテル＝（各自負担〉＝lご自宅、後泊地、各地などl �匝 

仁＝‾脈■①利用条件／現地までの交通機関（航空便、」R等）は含ま 

れておりません。航空券のご予約はお客様ご自身で行ってください。なお、当コースは 

航空券などのご予約がなくてもご利用いただけます。 

④お申し込み／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。 

※ご出発日とは当社が手配する宿または、オプショナルプランの利用初日となります。 

※ご入金の確認、各種クーポン・最終日程表のお渡しができない場合は、ご利用いた 

だけない場合もございます。 

③宿泊施設・その他施設／施設により設定除外日や部屋数の制限がございます。ま 

た、施設により宿泊のみの設定がない場合がございます。あらかじめご了承ください。 

④その他／当商品の募集型企画旅行契約の範囲は、旅行サービスをご利用いただく 

期間のみとなります。 

⑤「ホテルチョイス」以外のコースにご参加のお客様と、同宿泊施設での同室利用は 

できません。 

⑥添い寝プランは対象外となります。 

関西ええとこどり
MAP＆クーポン
お巨凱扱乳二封亘絡葦鞄
＿二？．リーノi’）妄■汀iデ・・一・・．．」‾リジう1レフ・－1ホン

京都・奈良定期観光バス
党どこ塾を済諾えた快適飼鷺覿な
説き離　謁。

重義キツゲ二ア甲子囲
バラ〕二三一一にこんだ

がニエ肋管旅を彩び講習し）

京おばんざい百足屋
㌫l再．、予「二二で：■：∴．‾こき一・七．ミ∴

京の暁をお窯しみ毛だ憲ノウ



ご利用ホテル瀞特に記載のない削バス．ト．レ付き※基本グル＿プホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必配馴ます。

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★伊丹空港から大阪駅
前までバスで約30分

★」R大阪駅から徒歩約10分
※JR大阪駅から送迎あり

告フィットネスジム利用可能

●洋室（2名1室）31nj
泣い争・虫を奉】髄IL－J‥レナルームとなります

☆クラブラウンジ利用可能

●洋室（2名1室）43nj

ルームとなりま

☆クラブラウンジ利用可能

ユニバーサルシティ adam上の地域名：USJ　ユニバーサルシティ

●洋室（2～4名1童）
●1泊朝食付き
●lN15：00／0UTll：00

★伊丹空港からユニバーサ
ル・スタジオ・ジャパン㊥
までパスで約45分

★JRユニバーサルシティ

駅から徒歩約1分

港周辺　　　　　adam上の地域名．USJ

adam上の地域名：US」　ユ＝パーサルシティ

国圏回国

●洋室（2－4名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／0UTll：00

★伊丹空港からユニバーサ
ル・スタジオ・ジャパン⑧
までパスで約45分

★」Rユニバ⊥サルシティ

駅から徒歩約1分

●洋室（1～3名1室）
※1名1室はツインまたは
ダブルのシングル利用

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★関西空港からリムジンバ
スで約50分

※JR大阪駅から送迎あり
※宿泊除外日：4／1－5／12

☆朝食をルームサービス（アメリカンプ
レックプアスト）に変更可能

辺　adam上の地域名：大阪駅・梅巴周辺

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTH：00

★伊丹空港から大阪駅前
までバスで約30分

★」R大阪駅から徒歩
約5分

辺　adam上の地域名大阪掛梅田周辺

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／0UTlO：00

★伊丹空港から大阪駅前
までバスで約30分

★JR大阪駅から徒歩
約8分

ルームグレードアップ　pラン

リージェンシークラブフロア

●リージェンシークラブルーム洋室（2名1室）

☆専用ラウンジでチェックイン可
☆フィットネスセンター1日利用券付き

辺　adam上の地域名：大阪阻職ヨ周辺

㌣W「㌻「；篭㌫訝室）
●lN15：00／OUTlO：00

★伊丹空港から大阪駅前
までバスで約30分

★JR大阪駅から徒歩
約10分

辺　adam上の地域名大阪阻舶周辺

●洋室（1－3名1室）
※1名1室の禁煙ルームはレディー

スルームもお選びいただけます。

※2・3名1室は禁煙ルームのみ

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★伊丹空港から大阪駅前
までバスで約30分

★地下鉄御堂筋線中津駅
から徒歩約2分

ふr朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名USJ　ユニバーサルシティ　　adam上の地域名：USJ

●洋室（2－4名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT11：00

★伊丹空勤1らユニ／トサル・スタ

ジオ・ジヤ／晒陀瓜で約45分

★関西空港からリムジン
バスで約80分

★JRユニバーサルシティ駅

団園　　から徒歩約2分

ム√スヌーピーをデザインしたほかでは手に入ら凱叶マグネット

フォトフレーム」お一人様1つ付き（3／31宿泊分まで。4／1

以降は内容憎わります。風．唱のお客様は乗像列。）

辺　　　　　　ddam上の地域名：USJ

●洋室デラックスルーム（2－緒1室）

※ト鴇1割コネクテイン列レームとな仇

10／ト川2は喫煙ルーム、1／13

以降順風トムでの書淀となります。

●1泊朝食付き
●lN15：00／0UT12：00

★伊丹空勤lらユニ／トサル・スタ

ジオ・ジヤノで畑でバスで約45分

★」氾二Jトサルシテ欄から徒歩約3分

※宿泊除外臼：〟11～2／13

た朝食を昼食に変更可能

●洋室（1～4名1室）
※2名1室はツインまたは
ダブルルーム

●1泊朝食付き

■■∴オードリールーム（女性専用）

■■叫

●lN14：00／

遥遠農凱j凱　」帝軋
駅まで電車で約50分

★JR・地下鉄弁天町駅
から徒歩約3分

●洋室（1名1室）
※全室禁煙ルームとなります。

adam上の地域名大阪駅■矧ヨ周辺　大

「　　　●洋室（1－3名1室）

★伊丹空港から大阪駅
前までバスで約30分

★JR大阪駅から徒歩
約10分

a由m上の地域名：大阪駅・梅田周辺

●1泊朝食付き　　　　．

●l輿5：00／0UTlO：00　ぎ

辺　adam上の地域名・大阪掛梅田周辺

TW「●洋室（1～3名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★伊丹空港からハービス
大阪駅前までバスで
約30分（乗降ターミナ
ルから徒歩約3分）

★」R大阪駅桜橋口から
徒歩約3分

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝会付き
●lN15：00／

OUT12：00（通常日：00）

★関空勤lらホテルまで車で約30分

★地下鉄南森町駅2番出口
直結約1分

★JR乗西線大阪天満宮駅
から徒歩約2分

※宿泊除外日：1／15～5／12

n；朝食を昼食に変更可能

は
ん
な
り
京
都
　
一
オ
プ
シ
ョ
ナ
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ブ
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最
後
の
ペ
ー
ジ
◇



ご利用ホテル射特に記載。ない隈リバス．トル付き※基本グループホテル以夕搾ご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

辺　adam上の地域名大阪駅・闘周辺

博、！諾昔．認諾しス

妻書窒
tlT：一・二＝二・1だ■

■■m一・・一・・・：・・・・こニ

－一一一・・・▲■■▼一・・一■■

ふii
l■l一・・・一一一1

〆■■
■－　－

＿〉＿一心

ルームもお選びいた
だけます。

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

≡≡　＝＝★伊丹空港から大阪駅
≠岩＝ここ巴＝r二三芸若干　前、阪急梅田駅まで八

紘軸篭1　スで約30分

★」R大阪駅から徒歩約5分

辺　adam上の地域名大阪駅・晦迅周辺

辺　a由m上の地域名大阪駅僑田周辺

∃●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★伊丹空港からホテル
までバスで約30分

★」R大阪駅から徒歩
約2分

●洋室（1－3名1室）
※1名1室は内部屋のた
め、列の景色がご覧い
ただけません。

●1泊朝会付き
●lN15：00／OUT12：00

★伊丹空港から大阪駅
前までバスで約30分

★」R大阪駅から徒歩
約1分

辺　adam上の地域名大阪駅・梅田周辺

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●tN14：00／OUT12：00

★伊丹空港からホテルまで
リムジンバスで約30分

★」R大阪駅から徒歩
約3分

★地下鉄御堂筋線梅田
駅から徒歩約7分

adam上の地域名：大願駅・梅田周辺

コンセプトフロア　プレイア

●洋室（2名1室）
※全室禁煙ルームとなります。
★北欧スタイルの心地よさをコンセプト

に、上質のアイテムを揃えました。

辺　adam上の地域各大阪駅橋田周辺　大

●洋室（1－4名1室）
●1泊朝食付き
●IN14：00／OUT12：00

★伊丹空港から大阪駅
前までバスで約30分

★地下鉄中津駅（梅田駅
から1駅）3番出口直結
約1分

画面‾‾†‾「‾▼‾　※雫讐竺賢12

☆朝食を昼食に変更可能

辺　己由m上の地域名．大阪駅・梅田周辺

辺　adam上の地域名流阪駅・梅田周辺　大

●洋室（1～3名1室）
※1名1室はツインまたは
ダブルのシングル利用

※2名1室はツインまたは
ダブルルーム

※禁煙ルームはデラックス
フロアのみの設定。

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★伊丹空港から大阪郡

adam上の地域名．大阪駅・梅田周辺

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝会付き
●lN15：00／0UTll：00

★伊丹空港から大阪駅
前までバスで約30分

★」R大阪駅から徒歩約5分

ルームグレードアッププラン

川吊エグゼクティブクラブフロア

前までバスで約30分　●洋室（2～3名1室）
★」R大阪駅から徒歩約9分
※」R大阪駅から送迎あり

辺　adam上の地域名大阪駅・梅田周辺

●洋室（1～3名1室）
※1名1室はツインまたは　∴jj

ダブルのシングル利用
※2名1室はツインまたは

ダブルルーム
●1泊朝食付き

讐撃…接辞
ヲここ遠　約2分

l’二㌧、

●洋室（1～2名1室）
※1名1室はダブルのシン

グル利用
※2名1室はツインまた
はダブルルーム

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★伊丹空港からホテルまで

閻　　　★蕊謡‰歩約7分

ちごフィットネスセンター、屋内プール利用

可能

adam上の地域名．大阪駅・橋田周辺

●洋室（1～2名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★伊丹空港からバスで約30分

（大筋漸前から地下鉄乗り換え）

★地下鉄淀屋橋駅から
徒歩約5分

★地下鉄肥後橋駅10号
出口から徒歩約1分

t㌻朝食を昼食に変更可能（1階カフェテラ

限定。ただし差顔はお客様負担となります。〉

7

ルームレードアップラン　匠望ヨ

てフう‥フロア・スーぐリブ7J高

●洋室（2名1室）
※ツインまたはタブルルームとなります。

☆専用ラウンジでのチェックイン、チェックアウト
☆専用ラウンジでの飲食サービス付き

★JR大阪駅から車で約10分

★京阪電車中之島駅直結
約1分

※JR大阪駅から送迎あり
※宿泊除外日：11／23、

因　　　12ノ3ト1′2・5／3・5′4

さ朝食を昼食に変更可能

㊨晶

●洋室（1～3名1室）
※2名1室はツインまたは
セミダブルルーム

●1泊朝食付き
●＝り14：00／OUT12：00

★伊丹空港から大阪駅
前までバスで約30分

★阪急梅田駅から徒歩
約3分

二二‾■■這適し豆王寺宜＝千言二二、二‾、．1■■
☆ビデオオンデマンド利用可能■で湖湿機能付き空気清浄機全室完備

辺　a由m上の地域名．大阪阻梅琶周辺　JR

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

OUT12：00（通常11：00）

★伊丹空港から電車で
約40分

★」R大阪駅から車で
約7分

★朽反急十三駅から徒歩
約5分

●洋室（1～3名1室）
※2名1室はツインまたはダブルルーム

辺　　adam上の地域名大願阻梅田周辺

国園田

●洋室（1～3名1室）
※温泉は客室のバスルーム

へ供給しております。

●1泊朝食付き
●】N14：00／OUT12：00

★伊丹空港から大阪駅前
までバスで約30分

★」R大阪駅から徒歩約10分

1スパ＆サウナ1回利用券付き
（滞在中1【司）

●洋室（2名1室）
※全室禁煙ルームとなります。

．
パ
ー
‥
鳥
団

告
告
榊
L
囲

詫
工
郷

，

■

l

　

●

■

　

■

I

　

■

－

■

、

・

▲

、

－

、

．

▲

　

■

－

■

　

■

　

■

　

■

　

「

　

■

　

▲

　

r

、

　

・

▲

　

■

一

■

　

【

付
‥
．
隼


