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あなただけの≡都物語を

設定期間：2013年10月1日（火）～2014年3月31日（月）の毎日

◎雪警認諾萄
髭来泊までの連泊濁流です。（6治7日）

（※ただし、宿泊施設により除外日がございます。）
価格帯・利用時間／53（1泊卜54（連泊卜52（早割又はグループ割引）
59（女子会1泊卜5＠（女子会連泊）・SA（女子会早割）

●基本代金／往復JR代金（のぞみ・ひかり号利用・博多駅発■〉＋宿泊代金

（1泊朝食付または1泊食事なしまたは1泊夕輯食付）

●■少催行人員／2名（但し、岡一区間・同一行程に限ります。）

●6歳以上12歳未満の方は子とも基本代金となります。（6慮未満の幼児は係員にお尋ね

下さい。）子とも代金はおとな1名標十手とも1名様より適用となり1董あたりの入室人員
に含まれます。（幼児は含まれません）

●お申し込み金（おひとり樽）／旅行代童の20％

●漆乗且は同行しません。お客様が旅行のサービスを受けるために必要なクーポン類を
お濃し致しますので旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行って
いただきます。

●パンフレットに穐鴨の「おすすめポイント」は基本代金に含まれます。ご利用にならな
かった鳩舎でも払い戻しや代肖サービスの提供はございませんのであらかじめご了承

ください。

●お申し込み／ご出発当8まで受付（遷儀橋売、代理店販売の場合は受付梱用が異なります。）
●往路添駅と復路発駅（京都駅巨析大阪駅・新神戸駅）は異なる組合せでもご利用できま
す。その場合の旅行代金は懐1にお書ねください。往路または復路のどちらかは宿泊地
の鴨寄駅となります。（ご宿泊地～ご利用駅間の移動はお客糟ご■担となります。）九州

内発雷駅は往襟とも同一駅に限ります。

マークの見方嘩岬　　　　　　　　　革珊
贅■tルームについては数に覇りがあるため瀾｛対応と在る鳩舎やご用tできない場合もございます。

あらかじめご丁零ください。

⑦芸　⑬酢、⑳琵誌　⑳艶　①鼎M－

⑳紳鮒レ¢加刑　◎榊　◎コンビニ　⑳品K鵬＝需料

＜JRについて＞

■6歳未満の幼児でも指定席をご利用の増合は子ども運賃料金が
必蓼となります。

■JR券面上の駅以外の途中下車はできません。券面上の駅以外で

の途中下車は全て前途放責扱いとなり、払い戻しは出来ません。

■往譲のご利用が条件となります。片i不使用でも払い戻しは一切

出来ませんのでご注意ください。

■新幹線は指定席のご利用となります。
■ご旅行のお申し込み時にご希望の列車、時間をお申し出ください。

ただし満席の場合もございますのであらかじめご了承ください。

■掩定席の確定はご乗華日の1ケ月前以降となります。

■お申込護の指定席の変更は、ご乗車前1回のみとなり、岡一日、

同一区臥同一役儀、同一種別の列車に限り、ご旅行出発日の出

発時刻2時間前までにお申込店舗の普茶時周内にお申出ください。

JR葬の差し替えが必要となります。（取扱店削こよって条件が異

なる場合がございますので、お申込店掛こてご確認ください。）

●取消の階はお申込み店にて手続きを行ってください。出発当日の

場合でお申込み店にお立寄りできない場合はお近くのJR窓口に

て出発時刻の2時間前までに列車の取消手続きを行ってください。

（取消証明のない場合は払い戻しできません。）
※変更t取消の際は必ずJR券をお申込店へご提出ください。

■ご旅行出発後、JR券の乗車日、列車の変更等はできません。

■JR券を紛失した場合、再交付はできません。

■指定列車の2時間以上の遅延や運行不能の場合は、駅にお申出い
ただき、jR券面にその旨の証明を受けてください。その幣の、JR

券は必ずお持ち帰りいただきお申込店舗にご提出ください。

啓ホテルに1泊してあとは友人の雲に▲・・

◎友人と現地で合流して
一緒のホテルに5日まりたい…

（ただし、JR利用が2名以上の欄合に限る）

啓1泊日は神戸に泊って、2泊目は引削こ…

く宿泊について＞

■宿泊プランのみの設定はご割、ません。

■食事／1泊朝食何または1泊食事なしまたは1泊夕朝食付

■ホテルタイプの大人代金・子とも代金は同額となります。（旅館タ
イプは施軌こより異なります。）

■最大6泊まで連泊・延長可能です。（6泊7日）※要事前予約

丁裏革代金表中の休前日とは、土曜日及び祝日の前日を示します。
日曜及び祝日が体前別こあたる嬢合は休前日代金となります。

■基本代金表中の日付はすべて宿泊日基準です。

■洋室を3名機以上1妻でご利用の鳩舎エキストラベッド使用となり
ます（一部隙く）※エキストラベッドとは簡易ベッド、ソファーベッ

ドなどの総称です。

■雲量はご利用入墨別こより掲載写薫とは異なる場合がございます。

■1名1垂の毅定がございますが2名様以上のご旅行の場合に障り遇

用できます。
t連泊割引は同一ホテル・同一部屋タイプ・同一入室の場合に限ります。

■30日前網引はお一人機こ何泊数分、記載の金額を割引いたします。

宿泊日の前日から起井して30日前までに予約完了したお客様が対象
となります。30日前を過ぎてからのプラン・出発日1輯行相聞・氏

名・人数・部丘タイプ・食事条件の変更等があった場合は割引の対象
外となります（※一部21日前の担定もございます。〉

■女子会特典は特に記載のない場合、2名標以上の女性グループが
対象となります。必ず書閑商品コードでご予約ください。

t旅館タイプ子とも代金について：にともAjは大人に準じた料理
と寝具付、†こともBJはお子様料理と寝具付です。

肌【‘丑甜甜日日堅塁塁藍ヨリ　　　　　　　　　Ⅶ硯ヨ配Ⅶ別瓢脚職

●「山陽九州直通新幹線」とは九州から山陽エリアを直通運転する列車を指します。
●「九州内完結新幹線」とは九州内終始着の列串を持します。（新下関終始柵のさくら号を含む）

山陽九州直通新幹線 さくら451・458・500番台

九州内完結新幹線 さくら300・400番台（さくら451・458を除く）

溢況這 套■1臨表 ヾ？、‾－－－－へ ���章二 ��慮 ��＿恕登 ���、 一i �抗ロ」‾■スケジュール　※奈良泊・滋賀泊は京都駅までの往軋R代金を含みます。京都一票良問・諦～滋賀間はお客様負担となはす。 

墓室1 敷≡至宝 ���1 �芸芸≡芸　纂篭，※’脚′小甜雲盟聖京都駅凄適蒜㌫言憲誌訂ホテル ������������日 肖 音量 臼 

0〉 

一瓢各地発書の基本代金に下記の追加代金で ′‾㍉離掩掛軸痩蘭封クリーン鮒削、ら利用可能 　（お「人様片道／大人・小人同様） 一一一クリ－ン勢引二二二亘麺 ���������������2 �ホテ肛甑蒜蒜　古赦京都駅盟盟聖博多駅′小倉駅篭篭芦　諾≡≡芸 

㊨：佐即・佐世保釈・オ早釈・長僻～博多駅と中郷・大分駅・別府駅～小倉駅は特急指定席となります。 
一ヽ ������� �������（※1新飯塚～博多 ����は普通列事、 �行穣一小倉は特急自由席） 

＝　　　　　　・　駅・ノ �������し　　　　　・l　・児 ��� 

○ �����I　　　　　　　　　　多肌こてのぞかひかりにお乗換えとなります。 

Eヨ京附のq合は新幹線のぞみ・ひかり号利用となはす山鞠九州暮遭新和さくら・みずほ号には一切ご素手いただけません0あらかじめご了承くだ乱l。 

〆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√、脛宅 �������������親藩絶蟄壇凝集■惑髄甜照一萱粟粒艇‾髭業軋荒爺毎藩学澄蓮嫁縞曹季長二葉こぶ：妄一三、二三“龍野∴ノミ三㌔妄‾震；き ������������ � � 

●博多駅発着〈のぞみ・ひかり利用〉の基本代金に下記の追カロ代金で、最寄りの駅からのご乗車が可能です。 
i 邑 蔓 重 毒 蚕毒 �京 都 �　＼ ���博多 ��小倉 ��行橋 �新飯塚 ���佐賀 �新鳥栖 久留米 ���筑後船か屋 �新大牟田 �熊本 �薪八代 �新水俣 �佐世保 諌早 �長崎 �中津 �大分 別府 �鹿児島 中央 �川内 

の ぞ み ひ ねヽ リ �下記以外 ��基本代金 ��－500円 ��追加なし �200円 ���1，100円 �1．400円 ���1，600円 �2．100円 �2，900円 �3，100円 �3，900円 �1，900円 �2．200円 �1．000円 �1．600円 �5，300円 �4．500円 

12／27′－1／5 ��3，500円 ��2．600円 ��3．700円 �3．700円 ���5．000円 �5．300円 ���5．400円 �6．000円 �7，100円 �7，400円 �8．400円 �6．000円 �6，400円 �4．600円 �5，500円 �10，000円 �9．200円 

※京都～滋賀・奈良間はお客様負担となります。（お得な周遊乗車券は2ページをご覧ください） 

▼‾号■E¶ ����箋　　封●スケジュール【のぞみ／ひかり∈利用の場合】　　　　　　　　　　　　　㊨：佐級佐世保…細長珊一関■ 

！鯉 ���† ���ぷ葦旺！′ ����1 ��Q姥設 ⑧魯設 �≡芸＝葉欝脚′小倉駅盟諾芸萎還誌言憲誌再刊レ ����������⑧ ㊧ ⑧ �駅と中津駅・ 魚指定席とな は普通列辛、 ：新鳥栖駅・久 牟田駅・熊本 駅・虎児島中 さくらつば のぞみ心か ：佐賀駅・佐世 駅と中郷・ 急指定席と は普通列車、 ：薪鳥栖駅・久 中田駅・熊本 駅・鹿児島中 線さくら・み �大分斬・別府駅 ります。（※1 行積～小倉は 留米駅・筑後 駅・新八代駅・ 央駅矧ま九州 めをご利用の りにお乗換えと 保釈・闊早駅・ 大分軒・別府釈 なります。（※1 行橋～小iは 留米瓢筑後 駅・新八代研・ 央駅発は山陽 ずほご利用とな �一小倉駅は特 新飯塚一博多重 特急自由席） 

頓惑翫「 ���拡成婚 の宅み琶推定！ 車刹柑ヌラン‾‘一 に下記の追加代金でクリーン南が お一人棟片道／大人・小人同様） ��������������������轡星 苦…門 別唱附新大臣弓 箭水俣釈川l内 九州直通新僻 。ます。 

脛タ 毒絹地 片道 ���お指な “リ．－．ン 発書の基本代金 から利用可能（ �������・2 ��ホテ塩蒜誌面・諾監禁博多駅′小倉駅豊慧篭＝芸 ����������設定駅 設定釈 
スケジューJ仙陽九州髄新幹線さくら・みずほご利 ������用の場合l 

1 ��霊喜芸霊芸・静博多駅′小倉帽蒜諾芸還蒜押レ 新大 ���賑■新神戸 

2 ※クリーン ���，000円 車除外日：12／27－1／5 

2 ��ホテ悔蒜設繭・諾芸冠課博多駅′小倉駅■Ⅰ志PⅣ認諾霊 

㌫盃洩転 �����������鱒概観峰澤運勢掻誕養親餞墨麹塵　問責責． �������肇黄海妻間．醒装錘肇■■■∴※苺瑞’て：・∴読二′＿；予 ������ 

′　●博多駅発着〈のぞみ・ひかり利用〉の基本代金に下 �����������己の追加代金で、最寄りの駅からのこ乗車が可能です。 

新 大 阪 療 神 戸 �　＼ ����博多 �小憩 ��行橋 ��新飯塚 ��佐賀 �薪鳥栖 久等米 �筑後船小屋 �新大牟田 �熊本 �斬川代 �薪水俣 �佐世保 諌早 �長崎 �中津 ��大分 別府 �鹿児島 中央 �川内　■ �巨 を l 宣 l 旨 ぎ 巨 芦 

l �の ぞ み ひ 力、 J �下 �紀以外 �基本代金 �－500円 ��追加なし ��200円 ��1．100円 �800円 �1．100円 �1．600円 �2，400円 �2．600円 �3，400円 �1，900円 �2，200円 �1．000円 ��1，600円 �4．800円 �4，000円 
12／27～1／5 ��3，100円 �2．500円 ��3．600円 ��3．600円 ��4，800円 �4，200円 �4，800円 �5，400円 �6，500円 �6．800円 �7．800円 �5．900円 �6．300円 �4．500円 ��5．400円 �9．400円 �8．600円 

＼ ����博多 �少食 ��行橋 ��新飯塚 ��佐賀 �新鳥栖 久留米 �筑後船小屋 �新大牟田 �熊本 �誅八代 �新水俣 �佐世保 諌早 �長崎 �中津 ��大分 別府 �鹿児島 中央 �紺内 

亨 ら 字 lま �下記以外 ��2，400円 �1．700円 ��2．400円 ��2，600円 ��3，800円 �3，400円 �3，800円 �4．400円 �4．500円 �4，700円 �5．500円 �4，700円 �5，100円 �3，600円 ��4，400円 �7，100円 �6．200円 

12／27～1／5 ��3，100円 �2．500円 ��3，600円 ��3，600円 ��4，800円 �4，200円 �4．800円 �5．400円 �6，500円 �6．800円 �7．800円 �5，900円 �6，300円 �4，500円 ��5，400円 �9．400円 �8，600円 

●一部区間でも山陽九州直通新幹線さくら（さくら451・458・500番台）・みずほにご乗車の場合はさくら・みずほの割増代金が必要となります。 



多育男． ��Sクラス ��Aクラス ��MV（ミニバン）クラス ��HCクラス ��WA（ワゴン）クラス 

垂範頭こ∋ �� �� �� ��マ一一クX �� ティアナ　等 ��MPV、セレナ　等 

魯礪嘩阪啓毒参道粘さ． ��（1，000cc～1．300cc） ��（1．500cc～） ��（7人乗り） ��（2．000cc） ��（7－8人乗り） 
通常期 �繋忙期 �i■常期 �繁忙期 �遭糟期 �兼忙期 �i靂＃期 �繁忙期 �通常期 �繁†亡鞘 

ヨ葺∈猟梵塗 �同日中 �4，900円 �6，000円 �6．000円 �8，500円 �7．000円 �9，500円 �8．000円 �10．500円 �10，000円 �12，500円 
1泊2日 �9，000円 �12，000円 �11，000円 �15．000円 �12，000円 �16．000円 �13．000円 �17．000円 �17，000円 �21．000円 

2泊3日 �13，200円 �18，000円 �16．000円 �23，500円 �18，000円 �25，500円 �20．000円 �27，500円 �26，000円 �33．500円 

以l■1日 �4，200円 �6，000円 �5，000円 �8，500円 �6，000円 �9．500円 �7．000円 �10，500円 �9，000円 �12，500円 

転　直上 �、＝甘　　　向　昏 

遇用期間 �【通常期】2013年10月1日～12月27日、 2014年1月7日～3月31日発 

【繁忙期】2013年12月28日～2014年1月6日発 

t殴　定 �●「京都」イ奈良」・「新大阪」イ大阪」・「新神戸」イ≡ ノ宮」イ神戸」の営業所 

営業所 �●営業所の「営＊時間」イ連絡先」イ場所の幕内」等 
については、係長にお問合せください。 

料金内駅 �●上戸己料金に含まれているもの…「基本レンタカー 
料金」・「保険料（対人・対物・車両・人身傷書）」・「免 

●　； 

●上I己代金に含まれていないもの…「燃料★Jイノ 
ンオペレーションチャージ（休畢補≠責）」　　等 

責檎料金 �●営業所間の座職が50km以下までは無料（51km以上 離れた営業所間は別途乗捨料金が必要となります。） 

囁・ �・商一・．暫∴ 

保麟・ 檜慎闊■ � �対人賠償l対物矧寅i　　　　　人身傷塞　　　　　l華両補償 �������錮 ） 

菟拓絢昏 �無制Ⅰ唄 �1事故につき 2000 �・1名につき3．000万円まで。 ��（ �車両時価 
（自賠責を含む） �　万円まで （免10円） �・搭乗者の 捌合 �草書勤しよるケガ（死亡・衡鵬含む）につき運転者の 開わらす韻書青を榊いたします。（闇3．ODD万円） ��免責0円 

お♯しみ �●uクイックチェックインサービス■’を実施します（事前に保険 �����こ関する案内書面をお渡しすることにより、受付をスピーディーに 

行うサービスです） ����� 
●当プランをご利用の方に、駅の「kiosk」イHeart・ ����in」・「Daily �・in」で使える500円相当の“kioskクーポン”をプレゼント（ご利 

用1台につき1枚） 

メニュー �※営業所出発時にお渡しとなります。ご利用いただける場所は駅レンタカーの営業所がある駅限定となります（一部ご利用いただけない商 

●全率カーナビ、ETC標準装備※　ETCカードはお客様自身のカードを持参ください。 
●「チャイルドシート」・「ジュニアシート」イベビーシート」貸出 �����無料にてOK（事前予約制） 

ご注書雷礪 �●往復JRをご利用のお客様に関り零す。 

●入場できる施設：
空中庭園展望台（通常大人700円）

大阪城天守閣（通常大人600円）

帆船型観光船サンタマリアデイクルーズ（通常大人1．600円）

通天髄（通常大人600円）など

■クーポン引換喝所：
大阪市ビジターズインフォメーションセンター（新大阪・梅田・天王を難波）

※電筆・ハスの有効区間など詳細は係員にお尋ね下さい。

宮手配l運緒l㊥TRO9193r券種：48【クラス＝基本l利用時間：基本lクーポンl㊥634廃虻入力要l別行程チェック

社　局　名 �引　換　場　所 

大阪市営地下鉄 �新大阪、梅田、なんば、天王寺 

阪急電鉄 �梅田、三宮、河原町 

阪神電車 �梅田、尼崎、甲子園、御影、三宮 

近畿日本鉄道 �京都、大阪難波、上本町、近鉄奈良 

社　局　名 �引　挨・増∵柿 

阪急バス �阪急三番街高速バスターミナル 

京都市営地下鉄 �京都駅前バス総合案内所 

神戸市営地下鉄 �新神戸駅売店、三宮定期券発売所 

（ことも）郵相馳⑳塾劉

○キャプテンライン　　　⑳サンタマリア（1珊別　◎アクアライナー（1回附）
（連帯剰附600円）　　　　用惰乗船料1，600円）　　　（網棚1，700円）

0大阪市交通局1日乗車券（181回罷り）◎京阪電車中之島エリア1日乗車券（1【‖回報別
※指定引換所にて引換が必要です。　　　　　　　※京阪京橋駅又は淀屋橋駅にてこ利用当日に「大阪ミニ

ぐるりんバス」をご提示ください。

マルス番号（大人）58407／（こども）58408 運権

J蒜由周蒜間内㊨
乗り放題と人気の観光施設（0－◎）

※ユニバーサル・スタジオジャパン雀チケットブースにて「スタジオパス」と引換後、ご利用ください

（他券種への変更はできません）

◎海遊館（1回阿り）　　　　⑬大阪城天笥闇（臍相隣6∞円）

莞慧慧慧とくだ軋、　通天閣（粥入掛600円）

冨聖霊≡芸慧器諾霊器琵琶80円’
※特企券です。払戻手数料210円。全芳片未倭用で有効期間開始前又は有効期間内に限ります。

発行箇所にお甲し出ください。別行程チェック要

2



■○旅亭嵐月 �◎ロイヤルパークホテルザ京都　◎◎新・鋸テル（相・サウスウイング） 

○旅庵花月 �○京都ブライトンホテル　　　◎京都新阪急ホテル 

○和泉屋旅館 �◎グランドプリンスホテル京都　⑳京踊2タワーホテル 

○いろは旅館 �○○ウェステイン裾テル京都体館・珪相）◎京都センチュリーホテル 

○さと茂旅館 �◎京都国際ホテル　　　　　⑳リーガロイヤルホテル京都 

○紙をん新円荘 �◎ANAクラウンプラザホテル京欝　◎京都乗急ホテル 

〇線凰荘 �◎ホテルクランヴイア京都　　◎ホテルモントレ京都 

○京＃ロイヤルホテル＆スパ �◎ホテルビスタ京都　　　　◎ホテル日航プリンセス京都 

○京都ホテルオークラ �◎ホテル近鉄京都駅 

l　中一・L・・．′　こ　き　・一　　　　＿．・一　　一一一一　‥

川季それぞれに豊か尤友情を兄せる・j・・裾鋸卜井目榊ルノたりしした帖関与十川こぎこ／ご㌧いか才一　　　　　⑳14410j　⑳14・41201⑳14・4■301旺遜遜 
一二∵一二一丁一一二一一ルール一一一一劇一一」一二三ニケ・・こ感癖を‾頻轍と襲一一・▲・一・㌔、し▼▲一一 　　一ローヨ期間は基本代金に 

砂塵守1　　や胤」紺 ���� � ���巨グレードアッププ ��お一人様　　を 18，900離畿紺 （1日1塞のみ） ※クレードアップ除外期間：【ヨⅠヨ 

①旅蕃鼠屈 ��一一㌔牒＝＝＝i二‾一 ��� �mE；こ野天 ���特例訓帽皇 

！ヨ 、‾雲讃 � �　　　　　董 ‾・㌧‾遣り裕∴L■、云　ぎ　　　貫㌣ ���轡．′】お部屋の露天風呂からは嵐山 鼠∵空　や大堰川をすぐそばでご覧いた �����1逼、＼新一i 

｛夕食内容／京会席（部屋食） ■朝食内容／和定食（部屋食） ■アクセス／」R山差雌嵐山駅より徒歩 ��　　　′、ニゝ－ 　　　し己＝ゝ， 15分 ��‾’‘■‾■－㌫ご　莞壷iiム∴－h′r▲一叫・∨′　・・ニ立、j　で心身ともにおくつろぎください。㍍二二二二　　　　，害重一例 

‾感頭匡無惨痘痕‾′‾、‾＝ ���外随．璽貯■畷≡‾＼　㌧凋■■『※署嘉警斑欝の 

、こ．心－か・こ，∴て・、≠■　孟・：う澄≡莞墓喜監…遷 ����ム　く 

毒　チェックイン　／15＝00 ��大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復個歪冤訂）　　　　　　維Ri・ ������ぎ要一、・　　す ���．伊璽■蒜蒜蒜i 

！チェックア聖．／11：00 ��。ノ農諾≡‡≡害芸慧駅慧芸慧泊慧－　＞‾‾ノ■？‾芸覧 　　　　　　書 ��������　＿≦きt■い き覧〟「置琵ヨ 等量忘天風呂 

】　定見（名）　　　t　　　　　　　2 

】　広さ（t）　　　1　　　　　　8 ‾－『－／．一・二 ｝■ニ‾二＿一二一 ⊥遠謀＿ � �≡整髪……；≡12；；；≡≡：≡；；：≡：；≡‾撃蓋表芸三笠円引き蒜芸一一一…、 　　　　　　　　　悪幣叩 

ロ1空慧≡芸芸室大人基本代金器。。。弓．き　4芸＝摘焉議薄パ′夜警慧警・云 
■㍉＿－＿　嬢運甥 

●博多駅発着〈のぞみひかり利用〉の基本代金に下記の追カロ代金で、最寄りの駅からのご乗車が可能です。

京 都 �　＼ ��博多 �小食 �行橋 �新飯塚 �佐賀 �薪鳥栖 久留米 �筑後船小 �新大牟田 �熊本 �新八代 �新水俣 �佐世保 諌早 �長崎 �中津 �大分 別府 �鹿児島 中央 �JIi内 
の ぞ み ひ か り �下記以外 �茎本代孟 �－500円 �追加なし �200円 �1，100円 �1．400円 �1．600円 �2，100円 �2，900円 �3，100円 �3，900円 �1，900円 �2，200円 �1，000円 �1．600円 �5，300円 �4．500円 

12／27－1／5 �3，500円 �2，600円 �3，700円 �3．700円 �5．000円 �5．300円 �5，400円 �6．000円 �7，100円 �7，400円 �8，400円 �6．000円 �6．400円 �4，600円 �5，500円 �10，000円 �9．200円 

※京都閻発着の場合は新幹線のぞみひかり号利用のみとなり、山陽九州直通新幹線さくら・みずほ号には一切こ乗車いただけません。



巨重義麺②酎4坤秋野一石扇表

○旅庵花月

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／同日j筒石■）　　　　　　　単位円

入室人員 �⊇ フ‾ ＝r リ �博多駅発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／8～27 1／5～2／28 �4～5名糧 �15 �34．400 �36．400 �13，200 �15，200 
3名1宝 ��35．800 �37．800 �14．600 �16，600 

2名1蔓 ��37．800 �40．200 �16，600 �19，000 

12／1～7 1／3～4 12／28～30 3／1～20 �4～5名僅 ��35．400 �37，800 �14，200 �16，600 

3名1茎 ��36．800 �39．200 �15．600 �18，000 

2名1室 ��38．800 �41，200 �17．600 �20．000 

10／1～11／8 3／21～・・31 �4～5名糧 ��36，600 �39，800 �15，400 �18，600 
3名1室 ��38．200 �41．200 �17，000 �20．000 

2名唱 ��40，200 �43，600 �19，000 �22．400 

11／9～30 �4～5名糧 ��37．800 �42．200 �16，600 �21．000 3名1室 ��39．200 �43．600 �18，000 �22，400 

2名1室 ��41．200 �45．800 �20．000 �24，600 

子ともA （小学生）差額 �3～5名1茎 �大人基本代金より14．100円引き ���3，500円引き 

2名1室 �大人基本代金より10．600円弓lき ���同報 

和室（ハストイレ付）

チェックイン／15．00

チェックアウト／10：00

■夕食内容／
京会席（部屋食又は
食事処※選択不可）

■朝食内容／
和定食
（レストラン又は

部屋食※選撰不可）
■アクセス／地下鉄

烏丸御池駅5番出口
より徒歩3分

■■■6蕗劇拉耶・；■■■

（00⑳

¢◎㊦
断しい欝等ント
★連泊割引★
1泊目よりお一人様
500円引き
※子どもAは300円引き

岬茸l弧℃n
ご宿泊当日が
お認生日の場合
ワインボトル垣
1不ご用這（要予約）

、；′陳列日12／31～1／2

※こどもA夕食大人に
準じた料理

∴・エ‥∴三　∴ニ　ー∴　－て．

○いろは旅館

購504感）144304／夕食②付

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／園）　　　　　　　　　畢億円

入室人員 �壬】 エ リ �博多駅発着 ��廷泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／14～20 1／13－2／7 2／9～3／14 �4～5名唱 �ほ �25，800 �26．800 �4．600 �5，600 

3名1室 ��26，200 �27，200 �5．000 �6，000 

2名1茎 ��26．600 �27，600 �5，400 �6．400 

4～5名唱 ��25，800 �28，400 �4．600 �7，200 

3名1室 ��26，200 �29，800 �5．000 �8，600 

2名1室 ��26．600 �29，800 �5．400 �8．600 

10／27～Ⅲ8 1m0－16 �4－5名憧 ��26，800 �30，600 �5，600 �9．400 

3部室 ��28，000 �31，800 �6，800 �10，600 

2名1窒 ��28，400 �32，200 �7．200 �11，000 

10／12～13 11／17～12／1 12／31～1／3 3／21 �4～5名1室 ��29．600 �31，800 �8，400 �10．600 

3名ほ ��30，800 �32，800 �9，600 �11，600 

2名1室 ��30，800 �－ �9．600 �－ 

子ともA （小学生）差額 �3～5名1茎 �大人塁本代金より11，800円引き ���1，200円引き 

2名1室 �大人墨本代金より10．600円引き ���同級 

罠1／1は休前日扱い

チェックイン／16：00

チェックアウト／10：00

■朝食内容／ハイキンク
又は和定食※選択不可
■アクセス／地下鉄索西繰

三条京阪駅2番出口すぐ

l　－蕗■】暇桁－

・・ヽ00亡l

⑳◎ゐ闇出一

領疲弊
お「人樺500円引き
※こともAは300円引き
★連泊割引★用胃より
お一人憬500円引き
※こともAは300円引き
※割引の併用不可

己‾・‾ミ‾1‾‾1
1アーリーチェックイン15．00

乙レイトチェックアウト1100

3お子様には敲来手詰め
合わせお1人ほに1セット

（郵＼凛幼児除く）

r迦ゴり44206／女子会144506（腰＝44306／女子会144606

○紙をん薪再走国
ぎ

大人お一人様1泊2∈∃基本代金（JR往復／旺＝∋三間6■）　　　　　　　　単位円

入室人員 �勾 ＝T Lj �博多駅発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

1／6～2／14 �4～5名1室 � �30．側0 �32，600 �9．200 �11，400 
3名1室 ��31．400 �33，600 �10，200 �12，400 

2名1室 ��33．400 �35，800 �12．200 �14，600 

10／1～11／1 12／8～14 12／28～30 1／3～5 2／15ノー3／20 �4～5名1茎 ��32，200 �34，200 �11．∝旧 �13，000 

3名1室 ��33，400 �35，400 �12，200 �14，200 

2名1室 ��35．400 �37．600 �14，200 �16，400 

11／2～15 12／1～7 �4～5名1宝 �15 �32．200 �34，200 �11．000 �13，000 

3名1室 ��33．400 �35，400 �12．200 �14，200 

2名1室 ��35，400 �37，600 �14，200 �16，400 

11／16～30 12／31～1／1 �4～5名唱 ��34，800 �37，200 �13，600 �16，000 
3名1墓 ��35．800 �38．400 �14．600 �17，200 

2名1室 ��38，200 �40，600 �17，000 �19，400 

子ともA （小学生）差覿 �3～5名は �大人基本代金よリ13．600円引き ���3，000円弓】き 

2名1室 �大人基本代金より10．600円引き ���同顆 

※こともA夕食大人に準じた料理

チェックイン／1600

チェックアウト／1000

■夕食内容／
京会席（部屋食）

■朝食内容／
和定食（朝食会場

l■アクセス／
地下鉄東西線三条
京阪駅より徒歩5分

★グループE帽‡★
1グループ8名様以上
でご予約の場合
お一人様500円引き
※子どもAは300円引き

★連泊割引★
1泊目よりお一人様
500円引き
※子ともAは300円引き
※割引の併用不可

議盛盃越野
1アーノーチェックイン151801

2．レイトチェックアウト1100く

3モーニンクコーヒーサービスL

・一　言▲：′て朝

夕如き．ソフト朽ンク博サービス≡

○和泉屋旅館
和室（パス・トイレ付）

入室人員 �Zヨ ＝ブ リ �博多駅発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／1～31 12／8～30 1／5－3／8 �4～5名指 �15 �26．600 �28．600 �5，400 �7，400 

3名1董 ��27，600 �29，M �6，400 �8，600 

2名1室 ��28，800 �30，800 �7，600 �9，600 

＝／1（一15 り2～4 3／9～31 �4～5名糧 ��29，600 �30，800 �8，400 �9，600 

3名1室 ��30，600 �31，800 �9，400 �10，600 

2名1室 ��31，700 �33．200 �10，500 �12，000 

11／16～12／7 �小5名指 ��33，800 ��12，600 3名1董 ��35，200 ��14，000 

2名1室 ��35，200 ��14，m 

子ともA （小学生）差罷 �3－5名1茎 �大人墨本代金より11，800円引き ���1，200円弓卜き 

2名1室 �大人基本代金より10．600円引き ���同額 

チェックイン／16：00

チェックアウト／10．00

■朝食内容／
和定食（大広間）

■アクセス／
JR京都駅より車で
5分、徒歩75分

－6．醐】一導据1■l

や⑬㊤㊧
¢◎感
溢血卸
★30日前割引★
お一人雉500円引き
※こともAは300円引き

★連泊割引★
1泊目よりお一人様
500円引き
※こともAは300円引き
※割引の併用不可

き；′除外日12／31～1／1

…磁巨垂144105（勢J144305

○さと茂旅館

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／膨頃脆縞目）　　　　　　　　単位円

入室人員 �ZJ 喜 リ �博多駅発着 ��廷泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �体前日 

1／4～2／28 �4～5名唱 �14 1も �31，600 �32．800 �10，400 �11．600 3名1室 ��32．800 �33，800 �11，600 �12，600 

2名1室 ��33，800 �34，800 �12，600 �13，600 

3／1～17 �4～5名糧 ��33．800 �34，800 �12，600 �13，600 3名1室 ��34，800 �36，200 �13，600 �15．000 

2名1茎 ��36，200 �37，200 �15，000 �16．000 

10／1～11 10／14～・31 12／‖～30 3／18～31 �4～5名唱 ��34．800 �36，200 �13，600 �15，000 

3名1窒 ��36．200 �37，200 �15，000 �16．000 

2名1室 ��37．200 �38．200 �16，000 �17．000 

1り1～21 11／24～29 12／1～6 12／8－10 �4－5名唱 ��36．200 �37，200 �15．000 �16，000 

3名1室 ��37．200 �38，200 �16．000 �17．000 

2名1宴 ��38，200 �39，400 �17，000 �18，200 

子ともA （小学生）差観 �3～5割軍 �大人基本代金より13，600円引き ���3，000円引き 

2名1室 �大人基本代金より10，600円引き ���同編 

和室（パス小イレ付）

チェックイン／16

チェックアウト／10

■夕食内容／
京会席（部屋食）

■朝食内容／
和定食（広間）

■アクセス／
」R京都駅より
徒歩2分

同㌢すめポイントL
lアーリーチェックイン1500萎

2・レイけエツクアウトー030…
3夕食時、酒又は

4．女性のみあぶらとり紙竃
プレセント　　　　　ー

※除夕旧10／12～13、

11／22～23、11／30、

12／7、12／31～1／3
＼′11／19～12／10は休前ヨ押．1

㌢にどもA夕良大人に邁じた料理

○緑風荘

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／階喫三間酎l）

入室人員 �Zヨ ＝y リ �博多駅発箔 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／8～30 1／4～3／14 �4名1室 �14 �33．600 �34，600 �12．400 �13．400 
3割室 ��34，800 �35．800 �13，600 �14，600 

2名は ��35．800 �36．800 �14．600 �15，600 

10／1～31 �4名l室 ��34，800 �35．800 �13，600 �14，600 3名1室 ��36，200 �37．200 �15，000 �16，000 

2名1茎 ��37，200 �38．200 �16，000 �17，000 

11／1～12／7 3／15～31 �4名1霊 ��36，800 �38．200 �15．600 �17，000 
3名1室 ��38．200 �39，200 �17，000 �18，000 

2名1室 ��39，200 �40．400 �18，000 �19，200 

子ともA （小学生）差額 �3～娼1呈 �大人塁本代金より14，100円引き ���3，500円引き 

2名1重 �大人基本代金より10，600円引き ���同額 

和蔓（ノてス・トイレ付）

チェックイン／16：00

チェックアウト／1000

■夕食内容／
和会席（部屋食）

■朝食内容／
和定食（食事処）

■アクセス／
地下鉄烏丸線
五条駅より徒歩8分

除列日12／31～1／3

こどもA夕食大人に
準じた料理

※
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の
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に
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加
代
金
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必
要
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ず
左
ペ
ー
ジ
を
ご
た
昆
く
だ
さ
い
。



○京都ロイやレホカ故スパ
稔客室数が398室から443室へ増えました！また、
レストラン「プランデイア」が改装されよりきれいに！

■朝食内容／和洋バイキング
■アクセス／地下鉄東西線京都市役所前駅直結

団（09090・∴
チェックイン　／14：00

チェックアウト／11：00

〆てノ♪
．一ナン／

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／担jl濱脂l）
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★30日前割引★お一人様500円引き
★連泊割引★

1泊目よりお一人様500円引き
※割引の併用不可

裏表顔藍産塾∵肌‾仙仙仙仙仙仙h
l．朝食券でブランチ対応OK

2．バー「ヘイブンJ30％割引券付

、J日記■
ルストラン・プランデイア・レイトナイトブッフエj

50％割引券付（2000～2100・満席時

及び金・土・休前日は除く）

○京都ホテルオークラ

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／団冨田）

入室人員 �力 チ コ リ �博多節発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／1～18 12／15～27 1／5～2／23 2／26～3／14 �3名1室 �52 �32，800 �37，800 �11，600 �16．600 

2割室 ��34，800 �43．600 �13，600 �22，400 

1名1室 �41 �37，800 �46，400 �16，600 �25，200 

10／19～11／8 12／8～14 12／28～30 1／3～4 2／24～25 3／15～19 �3名1室 �52 �35，800 �38．200 �14，600 �17．000 

2名1室 ��39．200 �44．000 �18，000 �2乙800 

1名糧 �41 �42．200 �46，800 �21，000 �25，600 

‖／9～12／7 3／20～31 �3名1宴 �52 �38．800 ��17，600 
2名1室 ��44，600 ��23．400 

1名1室 �41 �46，800 ��25，600 

子とも（小学生）差観 ��大人基本代金より10，600円弓債 ���同額 

チェックイン／13：00

チェックアウト／11：00

t朝食内容／
和定食・和洋パイ
キンク

■アクセス／

地下鉄東西線京都
市役所前駅直結

崇除外日12／31～1′2

※朝食なしの場合
2500円引き

入室人員 �コ フ¶ ゴ リ �博多駅発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／1～11 12／8～30 1／4一一2／23 2／26～3／20 �3名1室 哲婿 �53 66 �26．800 �28．600 �5，600 �1400 

2名ほ �53 �28，200 �30，400 �7．000 �9，200 

1名1室 �41 �30，200 �32，400 �9，000 �11，200 

10／12～11／22 11／24～29 1／2～3 �3名1重 研居 �53 66 �28，600 �33．400 �1400 �12，200 

2名1室 �53 �30．400 �35．800 �9，200 �14，600 

1名1室 �41 �32．400 �37，400 �11．200 �16．200 

12／1～7 2／24～25 3／21～31 �3名1塞 苧舞扇 �53 66 �30，800 �33，400 �9，600 �12，200 

2名1室 �53 �32，400 �35．800 �11，200 �14．600 

1名1霊 �41 �34，600 �37．400 �13，400 �16，200 

11／23、11／30 12／31～1／1 �3名1茎 餅原 �53 66 �35．800 ��14．600 
2名唱 �53 �39，400 ��18，200 

1名1茎 �41 �41，400 ��20，200 

子とも（小学生）羞簸 ��大 �入室本代金より10，600円弓渚 ��同額 

※11／17～29、12／30、3／21、3／30～31は休前日扱い、

2／1、2／10、2／15、3／20は平休日扱い
※朝食なしの場合1．500円引き

◎ロイヤノレトクホテルザ京都

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／旺匿琵l）

チェックイン／14：00

チェックアウト／11：00

■朝食内容／
和洋バイキング

■アクセス／
地下鉄東西繰
戻都市役所前駅
より徒歩3分

入室人員 �力 チ コ リ �博多駅発着 ��廷泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／23～27 1／26～2／23 2／26～3／7 �3名1室 �73 �27．200 �29，800 �6．000 �8，600 

2名1室 �52 �28．200 �31，400 �7．000 �10．200 

1名1室 �41 �31．800 �33．800 �10，600 �12，600 

10／1～11、12／8～22 12／28、1／3～25 　3／8～14 �3名1室 �73 �28．200 �30．800 �7．000 �9，600 

2名1室 �52 �29，200 �32200 �8，000 �11，000 

鳩1室 �41 �32．800 �35，000 �11，600 �13，800 

10／14～11／15 12／1～7 12／29～30、1／2 2／24～25、3／15～31 �3名1室 �73 �30，800 �34，200 �9，600 �13，000 

2名1室 �52 �31，800 �37，400 �10．600 �16，200 

鳩唱 �射 �36，200 �40，400 �15，000 �19，200 

10／12～13 日〃6～30 �3名唱 �73 �34，200 �35，800 �13，000 �14．600 
2名1室 �52 �37，400 �38，400 �16，200 �17．200 

1名1室 �41 �40，400 �41，400 �19，200 �20，200 

子とも（小学生）差額 ��大人墨本代金より10，600円引き ���同級 

片道をト　ー■讃更可能頼．莞蕪享
逓彊艶甜機終慮慮堪童謡蔓　醗機

－6醐】mE瀾Ill■

サ⑳0⑳、¢〇・二■

（徒歩2分）n勅

訝しいポイント
★30日前罰引★
お一人構500円引き
★連泊割引★
2泊目よりお一人様
500円引き
労割引の併用不可

云‾i‾‾‾密議憬約
1．朝食券でブランチ

対応OK（日30－14t30）

‡ニ；除外日12／31～1／1

瀞朝食なしの場合
1500円引き

●博多駅発着〈のぞみ・ひかり利用〉の基本代金に下記の迫力ロ代金で、最寄りの駅からのご乗車が可能です。

京 都 �　＼ ��博多 �小倉 �行橋 �新飯塚 �佐賀 �薪鳥栖 久留米 �筑後船小 �新大牟田 �熊本 �新八代 �新水俣 �佐世保 諌早 �長崎 �中津 �大分 別府 �撃 �川内 
の ぞ み ひ か り �下記以外 �基本代金 �－500円 �追加なし �200円 �1，100円 �1，400円 �1，600円 �2，100円 �2，900円 �3，100円 �3，900円 �1，900円 �2，200円 �1．000円 �1，600円 �5，300円 �4．500円 

12／27－1／5 �3，500円 �2，600円 �3．700円 �3，700円 �5，000円 �5，300円 �5，400円 �6，000円 �7．100円 �7，400円 �8，400円 �6．000円 �6，400円 �4，600円 �5．500円 �10，000円 �9．200円 

※京郡駅発着の場合は新幹線のぞみ　ひかり号利用のみとなり、山陽九州直通新幹線さくら　みずほ号には一切ご乗車いただけません。


