
くJR発着地別追加代金表〉（大人お一人増lヨ／ことも単打）博多駅発着の基本代金に下記代金を追加することで、最寄りの脈からのご薬事が可鰭です

博多・北九州市内

基本代金

佐賀・雫絹掛久離瀾組帽

1，000円

■1泊2日基本代金大人おひとり様（往復JR【博多・小倉～東京（品川）】＋宿泊セットプラン）

日■ヨ ■交通／JR品 ■チェックイ’ �高輪東武ホテル田匝画王｛ 川駅高輪口よ。徒歩醐　（03809） ンノ15：00■チェックアウト／11：00■覆llmWn均帽uアーリ ������固亘函］田園慣出）囲（5分） 

出発日 �入室人員 �カ 喜 リ �博多駅発着 ���づ �＼倉駅発想 ��廷泊代金 
白・月 �火～金 �休前日 �日・月 �火一会 �休前日 �百・月 �火～金川哺旧 

10／13／30 �3名1重 �53 �28．000円 �28．800 �円30．500円 �27，200円 �狙000円 �29．70伽 �5，000円 �5，800円 �7．500円 
2名1量（セミダブル �41 �27．500円 �28．300 �円28．80伽 �26．700円 �27．500円 �28．000円 �4．500円 �5．300円 �5．800円 

野暮≡■ヨEヨ■弘′ �2名1重 �53 �29．000円 �29．800 �円31．500円 �28，200円 �29．000円 �30．700円 �6，000円 �6．800円 �8．500円 

1名1塞 けメ休前日にあた �41 �32．000円 局舎iまく木 �　34 相即！合 �00円 通常となり �31，200円 �33．200円 ��9朋0円 �11．000円 

架宗　舞浜碓区のホテル招泊で片5日を
新庸浜択利用の上島合

東京品川舞浜駅・→新横浜駅

基本代金から博多駅発着は11．500円引き、小会駅発着は11，100円引き

師ルーフ桓虹亘 ���l‾l ��ル銀座讐l慧慧図2．000円l 出口よ。徒歩2分 
■交通／●東京メトロ丸の内線、日比谷線、銀座線「銀座駅」A12番 

㊥田囲画（1分）田当日回答 

出発日 �入室人員 �空 言 リ �博多駅発着 ��小倉駅発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／1－3／30 �2名1室（ダブル） �66 �30．800円 �33．300円 �30．000円 �32．500円 �7．800円 �10．300円 2名1室 �52 �31．300円 �34．300円 �30．500円 �33．500円 �8．300円 �11．300円 

1名1室 �41 �36．800円 �38．800円 �36．000円 �38．000円 �13．800円 �15．800円 

田アートホ剖 ■交通／JR山手線浜松町駅北口 ��は浜棚町旺Ⅱ悪習＝∃三■ よ。徒歩4分 ックアウト／11：00■詑11脈打■耶山女憶のお客矧 ���醸帥サービス 

フェイスパックをプレゼント＝1泊につきおひとり様1校）l 

出発日 �入室人見 �召 ヨ リ �博多駅発】■ �小舎駅発着 ��軽泊代金 
全日 �全日 ��全日 

10／1～3／30 �3名1室 �52 �32．300円 �31．500円 ��9．300円 2名1室 ��34．000円 �33．200円 ��11．000円 

1名1室 �41 �38，300円 �37，500円 ��15，300円 

露悪墨諾警　認 
出発日 �入室人員 �カ ゴ リ �博多駅乗積 �小倉駅発着 �延泊代金 

全日 �全日 �全日 

3名1室 �73 �32．300円 �31．500円 �9．300円 
10／1－11／30 2／1－3／30 �2名1室 �52 �33．000円 �32．200円 �10．000円 

1名1室 �41 �37．000円 �36．200円 �14．000円 

3名1室 �73 �31．800円 �31．000円 �8．800円 

12／1－1／31 �2名1妻 �52 �32．300円 �31．500円 �9．300円 

1名1室 �41 �36．000円 �35．200円 �13．000円 

国パールホテJ ■交通／JR東京駅八重洲北口よ。徒． ���レ八量洲　　団慧臣画 筆乳0：00　四囲（一部客室）園（一分）田要TEL＋MS 

出発日 �入室人員 �亭 ■フ‾ ゴ リ �博多駅発着 �小倉離発着 �延泊代金 
全日 �全日 �全日 

10／1－3／30 �ll名1室 �l41 �1　34，300円 �1　33，500円 �111，300円 　　　⑳ 



くJR発着地別追加代金表〉（大人お一人磯田／ことも半額） 博多駅発潜の基本代金に下矧や金を追加することで、最寄りの耕からのご無事が可能です

佐静観鳥掛久削減緋帽

■1泊2日基本代金大人おひとり楼（往復JR【博多・小倉～東京（品川）】＋宿泊セットプラン）

薫京・無主尉地区のホテル宿泊で片；■を
厭積兵釈利用の場合

東京・品川・舞浜新一新横浜駅

≡慧粗悪盟慧烹豊歩，分　　　　団皿慧認匿画 
蒜蒜蒜…芸ノ房…芸芸芸芸軒ビス　　　　田囲園（剛）囲‖分） 

出発日 �入室人員 �カ テ ゴ リ �博多駅発着 �小舎駅発着 �延泊代金 
全日 �全日 �全日 

●　　　　　　● �2名1室 �52 �39．300円 �38．500円 �16．300円 10／1－3／30 �1名1室 �41 �46．000円 �45．200円 �23．000円 

西紺ループホテJ ��j　一・二　　　　ヽ　　　　　断行可 ������ 
（04158 王碧雲警深鰭聡≡雷撃奈3驚常　　　　田 ��������同m 

囲圏（一分 �）田認 
出発日 �入室人■ ��空 言 リ �博多駅発鸞 ��小義l駅発轟　　き　　　延泊代金 

平休日‡体前日 ��平休日‡休前日 ��平休日i休前日 

10／1－3／30 � ��42 �27．600円128．500円 ��26．800円127．700円 ��4．600円15．500円 
2名1室（ダブル） ��66 �29．000円 ��28．200円 ��6．000円 

1名1室 ��42 �31．000円 �31．800円 �30．200円 �31．000円 �8．000円 �8．800円 

1名1室（ダブル） ��66 �31．500円 �】32．300円F30．700円 ��31．500円 �8．500円 �9．300円 

猥藁毘誓テルレイトチェック認 
出発日 �入軍人i �空 ゴ リ �博多駅発■　1　小倉駅発潜 ��廷泊代金 

全日　　　1　　　全日 ��全日 

10／1～3／30 �2名1室 � �30．800円 �30，000円 �7，800円 
1名1室 �68 �35，600円 �34．800円 �12，600円 

皿東武ホテルレパント東京　随正巳慧豊凶ユユ塁幽 ：軍票警∫譜習讐翳諾Pf諾臨m脚をブランチに掛掴囲（鮎）戯（一分） 

出発日　　　入 ��稟人■ �重 吉 リ �博多駅艶蒼…1　　小倉駅発糖 ����延泊代金 
平休日　重　体前日 ��平休日 �体前日 �平休日 �休前日 

10／1－3／30 �3 �名1室 �l54 �31，300円 �32，800円 �30，500円 �32．000円 �8，300円 �9，800円 2 �名1室 ��32，800円 �35，000円 �32，000円 �34，200円 �9．800円 �12000円 

1 �名1室 �41 �34，500円 �37，500円 �33，700円 �36，700円111，500円 ��14，500円 

宿泊除外臼12／31、日 

E■日漬亨ビューホテル ■交通／つくばエクスプレス澗B出口直結 ■チェックイン／14：00■チェックアウト／11：08 ����商品No匹E彊a雛 一一一－商議前阻遇辿廟田囲囲 ＝瀧：月増日は下記料金より500円引引　（貸出）（2分） 

出発日 �入室人▲ �塑 ゴ リ �博多駅発議 ��小倉 �駅発潜 �延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �体前日 �平休日 �休前日 

10／1～12／14 1／2・4 3／21～30 �3名1董 �52 �30，800円 �34．000円 �30000円 �33200円 �7800円 �11000円 

2名1董 ��33．500円 �36．800円 �32．700円 �36．000円 �10．500円 �13．800円 

1名1室 �41 �35．800円 �38．800円 �35．000円 �38，000円 �12800円 �15800円 

12／15～30 1／3・5－3／20 ー／4・3／20 �3名1室 �52 �29，800円 �33，000円 �29，000円 �32，200円 �6．800円 �10．000円 
2名1垂 ��32，500円 �35，800円 �31，700円 �35，000円 �9，500円 �1乙800円 

1名1室 0は平休日料金、1 �41 糊■ �34．800円 5～30、1／2・3 �37．800円 3、3／21は休前∈ �34．000円 日羽金となり貢 �37．000円 課す。・：偏泊陳列 �11．800円14．800円 外層：12／31、1／1 

基本代金から博多駅発着は11．500円引き、小倉駅発着は11．100円引き

■ �6■計渋舎集魚イン　閲486084■三 交通／JR渋′、郡宮益堰　　　　　　く03472） ������匝画田囲園（一分） 

出発日 ��入要人▲ �づ卜 者 �i　　t■事■R典－ ��■　　　　－ �駅発】書　　；　　軽さ日代霊 
平体 �体育守 �平休日 �休前白　蔓　平休日　重　体前 

41 �30．100円 ��29． �300円 �7．100円 

2名1室 �52 �30．900円 ��30． �100円 �7．900円 

1名1賓 �41 �34．100円 ��33． �300円 �11，100円 

41 �円 �円 �円 �円 �円 � 

2名1室 �52 �31．900円 �35．100円 �31．100円 �34．300円 �8900円 �　　円 12100円 

1名1室 �41 �38．100円 �38．600円 �37．300円 �37800円 �15100円 �15600円 

2／1－15 2／23～25 �� �41 �′　　32．900円 ��32． �100円 �9900円 
2名1喜 �52 �35．100円 ��34． �300円 �12．100円 

r　l名1妻 �411 �38．600円 ��37． �800円 �15．600円 

四回ヨ東京ドームホテル　団匪悪習尉 ■交通／JR給鵡水道晰よ。徒歩2分 ������区画白囲園園 

酬・　　　　　　　＝　う札い糾ント¶逗遜＝四匹適 ������ィ特別割引券付きl　（貸出）憫刊）（2別 

辻出発日 �入室人■ �李 ＝J リ �1蠣多駅発】■ ��小倉 �駅発】■ �廷泊代金 
司F休ヨ　　体前日 ��平休日 �休前lヨ �平休日 �休前藍ヨ 

10／1～3／30 （下記以外） �3名1室 �53 �31．000円 �33．300円 �30．200円 �32．500円 �8．000円 �10300円 
2名1責 �52／53 �32．500円 �34．500円 �31．700円 �33．700円 �9500円 �11500円 

1名1室 �52 �38．500円 �40．300円 �37．700円 �39．500円 �15500円 �17300円 

12／21－23 �3名1室 �53 �36．300円 ��35． �500円 �13300円 2名1垂 �52／53 �37．300円 ��36． �500円 �14．300円 

宿泊除外日＝11′24、－2ノ3－、1／ト7　七・日／25、12／24・30、1／2、3ノ2 ������〇・21・28は休前巳料金となります 

匝ヨホテルメトロポリタンエドモント相：。522。讐訝豊吉欝師商材 三軍讐警黒野望讐翳新譜2分　　田園（鮎）画布 

・ぎ一ヨ　日曜日は下記料金より1．000円引き（10／13、11／3、12／22、1／12は除く） 

辻発E臼 �入喜入■ �す �1】■多 �一駅発■ �りヽ－ �■　発発　■ �靂正58代笠 
平傷木目 �‡体前日 �平休日 �I休前l∃ �平休日‡体前日 

3名1霊 �53 �29，000円 �31，000円 �28．200円 �30，200円 �6．000円 �8，000円 

2名1宴（賢1） �42ノ68 
i　2名1吏 �53 �30．500円 �33．500円 �29．700円 �32．700円 �7．500円 �10500円 

10／1－3／30 �1名1室 �42 �35．300円 ��34．500円 ��12．300円 

4名1婁 �54 �28．800円 �30．500円 �28．000円 �29．700円 �5．800円 �7．500円 

3名1至 ��30．000円 �31．500円 �29．200円 �30．700円 �7．000円 �8．500円 ●　l●l � � �l　　… �l●l �一　　l● 

′′2、3′2ト30は休所料金となります⊂・…・ほ／3－、…腑前∋禍より2・500円追加となります。（川スタジオツイン又はセミタフル利用となります 


