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a加m上の地域名大阪訳・珊周辺

★」R大阪駅から徒
歩約10分

●洋室（1～3名1室）

●FN15■00／0］T10．00

肇麺壁些塾」
★地下鉄谷町線

南森町駅2番出口
直結約1分

●洋室（1～3名1室）
●】N1500／

0〕T12：00（通計1：00）

※宿泊除外日：
1／15・～5／12

朝食を昼食に変更可能

すべてOK！

1名様よりお申し込み

ホテルは何日目のご利用でも

同グループ内で別ホテルに
1泊ずつ宿泊

adam上の地域名大阪駅・舶用辺　心斎橋　由由　のの　名名心1遼天王等上繊

二㌧ごノミ′司ミi W　ご′ニヒノ

★阪急十三駅から
徒歩約5分

●洋室（1～3名1室）
●】N13：00（通常14：00）／

0〕T12：OD（通削1：00）

徒歩約6分　　旨

●洋室（て～2名て室）
●FM4：00／0〕TllOO

駅から徒歩約1分
●洋室（1～3名1室）
※ダブルルームあり

●lN1500／

0〕Tは006矧0■00）

団
朝食を昼食に変更可能（平日のみ）

】m上の地域名心房東如天王寺上本笥

盃惑■軽妙」室琴呼妙」
★地下鉄御堂筋線

心斎橋駅から
徒歩約7分

●洋室（1～2名1室）
●lN1400／0JTll■00

●洋室（1～2名1室）
●lN14：00／

0］T12：00億常11：00）

朝食をコンビニ桐券などに変更稲田

★京阪電車・地下鉄天満

橋駅から徒歩約1分

●洋室（1～3名1室）
●JN1300／0〕TllOO

女性のお劉軋ルディースセットご用君国

妄言卜予　阪駅から徒歩約10分ご＝＝＝＝ニ・　　」朕J汐＼JJ JIAこy小リlUノ」

要垂‘萱●洋室（ト2名て室）
樟≡≡∴●lN15：00／

退転0UT12：00（通…
圏
朝食を昼食に変更可能

β，′　く　さ★地下鉄御堂筋線江

「「電；‾、十
二二二▼ミ‾＿∴「

許ト∵ぺ簑　雲脚ら徒歩約7分
■qr‾　■　′扮vJ h彗　－ヽ⊥■l＝±：l／寸　　　へノ7　－1⊂：：±コ＼

●lN13：00（通常14：00）／

0〕T12：00（耶11．00）

国園　　　　　　回

周辺adam上の地域名大隙・組周辺

★」R大阪駅から
徒歩約10分

●洋室（ト3名1室）
●lN15．00／○〕TlO■00

∂由m上の地域名大阪釈・楕召周辺

★地下鉄四ツ橋線

肥後橋駅70号
出口から徒歩約1分

●洋室（1～2名1室）

●lN15．00／0JTll：00

団
朝食を昼食に変更可能

★地下鉄堺筋線長堀

橋駅から徒歩約1分
●洋室（1～2名1室）
※ダブルルームあり

●rN15：00／0〕Tl0－00

★京阪電車天満橋　　　　　　★」R・地下鉄森ノ宮

＿野望票徒費塑1貨　醸七三　▲畢生撃走琴塑1堕
●洋室（ト3名て室）

lN1400／0〕T12二00

お申し込みは
ご出発日の前日から
起算して10日前までOK！

●洋室（1～3名7室）
●lM5：00／○〕TlltOO　至へ一

★大阪モノレール万
博記念公園駅から

．血・＿徒歩約5分
●洋室（1～3名1室）
●lN14■00／0〕Tll：00

※大浴場はフィットネス

クラブ内となります。

adam上の地域名その他大阪府

★地下鉄四つ情緒

住之江公園駅から
徒歩約1分

●洋室（1～2名1室）
●】N15．00／

0〕T12二00（節1100）

空港周辺a由m上の地域名河西空港

★JR日根野駅から
徒歩約1分

●洋室（1～2名1室）
怒●lN1500／○〕Tl

臣j※闇丙窄溶か‘

H・1

関西空港からホ
テル間送迎あり
（詳細はホテルへ
お問い合わせく
ださい。）



田周辺adam上の概名大阪製・栴闘辺

★」R大阪駅から
徒歩約5分

●洋室（1～2名1室）

●rN14：00／0〕T12：00

騙筒遥
★」R大阪駅から
徒歩約8分

●洋室（1～3名1室）
●【N15：00／0〕T70：00

団　　　　　　　圏

★地下鉄御堂筋線
心斎橋駅7番出口
から徒歩約1分

●洋室（ト2名1室）
●lN14：00／0〕丁72：00

※宿泊除列日：
11／7～11／10

★地下鉄御堂筋線
心斎橋駅から
徒歩約5分

●洋室（1～3名1室）

●削14：00／0〕T12．00

回目㌶′1　　　　　回

徒歩約5分
洋室（1～3名1室）

※禁煙ルームのみ
の設定

●】N15：00／0］T11．00

※大浴場休業日二第1

火曜巳（予定）

adam上の地域名天瀬・大阪城周辺

二三；≒∴、
0〕T12．00（通常11■00）

団団　讃房磁盲業　高森を昼食に変更可能

密語J箭l 畏靂琵琶琶墨壷遠賀
★」R・地下鉄弁天町　　　　　★京阪本線守口市駅

●二　二・・　●　∴＿
※ダブルルーム針」皇室妄…三言三…三言●lN1400／

0〕T1400（通削：00）

礫
★JR廟海りんくうタウン

駅から徒歩約3分

●洋室（1～3名1室）

室※セミダブルルームあリ
●‥・．・三：：： ●lN74：00／

○〕T12．00（通常10：00）

★」R大阪駅桜橋口
から徒歩約3分

●洋室（1～3名1室）

●lM4：00／0〕T12．00

∂由m上の地複名め霜凛葛退・天王等・上布田

ぎ★」R大阪駅
徒歩約10分

●洋室（1～3名1室）

●lM4．00／OUT7200

駅直結約1分
●洋室（1～3名1室）

●】M500／0〕Tll：00

※宿泊除外日：
11／23、72／31～

1／2、5／3、5／4

ス偶サウナ咽棚】券付き滞在中掴）朝食を昼食に変更可能
団　　　　　　　団

★」R新大阪駅直結
約1分

●洋室（1～2名1室）
※1名1重にはバス

タブがありません。

●lN14：00／0〕T12：00

※宿泊除外日：
1／5

ミネラルウオーター付き（お一人様1本）　ミネラルウオ十ター1泊につき1本付き

★大阪モルール・北
大阪急行千里中央駅

から徒歩約5分

●洋室（1～3名1室）

●JN14：00／0〕T12．00

団
「りんくうプレミアムtアウトレ剰割引券付き

田周辺∂由m上の地蝶名畑駅・糟監周辺

★」R大阪駅から
徒歩約10分

※」R大阪駅より

送迎バスあり
●洋室レギュラーフ

ロア（1～3名1室）

●lN14■00／0〕T12’00

阻周辺a如上の地舶大阪駅・海区周辺

★」R大阪駅から
徒歩約1分

●洋室（ト3名「室）
※て名1室はセミダ

ブルルーム、また

内部屋のため外

南港周辺adam上の地域名USJ 辺　ad訓上の増も天蕎・大棚辺

フィットネスジム利用可能　団
謂黒い扇

★南港ポートタウン
緑中ふ頭駅から
徒歩約3分

●洋室（ト3名1室）
●lN14、00／0〕T12：00

※宿泊除外日：
4／1～5／12

★」R大阪城公園駅
から徒歩約3分

●洋室（1～3名1室）
※ダブルルームあり

●lN14：00／OUT1200

※宿泊除外田：
12／31～1／2

●lM5：00／○〕712■00　観念をルームサービスに変更可能　大阪水上バス割引券付き　殴または脇

」．＿上1　う111

団協または閻

園田または魁

★阪急梅田駅から
徒歩約3分

●洋室（1～3名1室）

●【N74：00／0UT12：00

ビデオオンデマンド利用可能園

∂由m上の地域名心斎饗饗卦天王寺・上本印

★地下鉄御堂筋線
なんば駅から
徒歩約1分

●椙1割スイス7ドル
テージルーム／禁煙のみ）

2～3名唱（クラシック

ルーム／瞑淫のみ）

●lN15，00／0〕Tll●00

★」R桜ノ宮駅から
徒歩約5分

●洋室（1～3名1室）
●lM4■00／○〕712．00

※宿泊除外巳：
12／31、1／1

※宿泊除外臼：4／1～5／12　朝食を昼食に変更可能

胃adam上の出各郡儲・岩美大畠

∴＿∴十二‾「‾・．’‘∵工二＿し＿＿＿　‥

★京阪電車清水五条
駅から徒歩約5分

●洋室り～3名1室）
●lN73：00／

0〕T12抑通常1川0）

駅周辺∂由m上の地域名京拡駅周辺

★京阪深草駅、藤森
駅から徒歩約5分

●洋室（1～2名7室）
※ダブルルームあり

●lN14■00（適削5．00レ

0〕TllOO（嗣10：00）

国
朝食を昼食に変更可能

★地下鉄京都市役所
前駅から徒歩約1分

●洋室（1～3名1室）
●lN15：00／0〕Tlて■00

★阪急大宮駅から
徒歩約1分

●洋室（1～3名1室）
●肌74：00／

乱丁12．00勝紺■00）

団

★」R京都駅から
徒歩約1分

●洋室（1～2名1室）

宗●lN14▲00／OUTll：00

l■r鵬■i■tJ

亀暇

★」R京都駅から
徒歩約3分

●洋室（1～3名1室）
●lN14：00／○〕T11．00

★」R京都駅から
徒歩約1分

●洋室（1～2名1室）
●lM5：00／0〕TlO：00


