
★」R函館駅から車
で約15分

●洋室（1～2名1室）
●LM2’00（通常14：00）／

OUT12：00（通常日▲00）

国園
ウェルカムドリンク付き

★」R函館駅から
徒歩約3分

●洋室（1～3名1室）
●lN14：00（通常15：00）／

OUTll：00

★市電宝来町駅
から徒歩約1分

●洋室ダブル
（1～2名1室）

洋室（2～3名1室）

●lN74：00／

OUT12：00（嗣11．00）

★市電五稜郭公園前
駅から徒歩約1分

●洋室（1～3名1室）

洋室ダブル（2名1室）

●lN15．00／

0〕T12：00（通副1■00）

adam上の咽唱名函館

‡十㌔圭‡了亘’て
★」R函館駅から
徒歩約10分

●洋室（ト3名1室）
●lM4：00／0〕Tll．00

朝食を朝市のr海鮮丼匠変更可能　函館山ロープウェイ10％割引券付き　女性のお客様に手作りプチ石鹸ご用青　朝食を昼食に変更可能

表：鍔賢≡
●洋室（1～3名1室）

●lN14：00／0〕丁目：00

★」R函館駅から
徒歩約1分

惣；荒詔＝影僅）

廟0UT12＝0胤00）
l旧函館国際ホテル璃‖園

★JR函館駅から
徒歩約10分

●洋室（ト2名1室）
和洋室（3名1室）

※洋室は、バスなし・

琵臼田・詩誌㌃スのみ0UT12’00（嗣11：00）

朝食を朝市の「海鮮剤に変更可能　ウエルカムドリンク付き　　　女性のお客様にレディースセットご用意

辱茅灘触′諒邦

★」R旭川駅から
徒歩約2分

●洋室（1～3名1室）

●【N14：00（通常15■00）／

0］T12：00（通副1■00）

★」R旭川急的、ら

徒歩約2分
●洋室（1～2名7室）
●lN12：00（通郡400レ

0UT12：00（通常日：00）

ミネラルウオーター1本付き　朝食を昼食に変更可能

無料●語讐諾室）
●【N1300（通常14■m）／’詫

0〕T12：CO（節目：00）

★」R旭川駅から
徒歩約8分

●洋室（1～2名1室）

●lN14：○○（鄭削5：00）／

0UT12：00億抑■00）

スカイスノ剛用割引券付き　VOD（げオ・オン・穴ンド）桐可能固

★JR帯広駅から
徒歩約2分

●洋室（1～3名1室）
●LN13■00（通常14■00）／

0UT12：00億常1000）

★」R釧路駅から
徒歩約1分

●洋室（1～2名1室）
●lN13．00（通常14．00レ

0〕Tl川0（通常10：00）

回国
ウェルカムドリンク付き

★」R旭川駅から
徒歩約13分

●洋室（1～3名1室）
●【N12：00億常13■00）／

0〕T12：00（通常日：00）

田園田
朝会を昼食に変更可能

約3分
洋室（1～3名1室）
lN14’00（通常15■00）／

0］T12：00億馴0’00）

回団
ミネラルウオーター1本付き

★根室中標津空港
から車で約10分

●洋室（1～2名1室）

和室（2－4名1室）
※和室のみバスなレ

トイレ付き

●lN13：00（通常14：00レ

0UT12：00（通剰1：00）

adam上の地増毛モの他遺棄

★」R北見駅から
徒歩約3分

●洋室ダブル
（1～2名1室）

※バスなレシャワー

ブースのみ

●rN1500／0〕Tll●00

四回団園田

★オホーツク紋別空港から

ホテル玄関前バス停まで

バスで約15分

●洋室（1～3名1室）

●lN13．00億常15．00）／

如裏唾鞭打i義盛
宿泊除外白＝12／31画
～1／3

★」R稚内駅から
徒歩約3分

一‥＿；＝‥・一一三

adam上の地域名稚内

★」R南稚内駅から
徒歩約3分

●洋室（1～3名1室）
和室（4名1室）

●lN14．00／

0UT12：00（通常10：00）

※宿泊除外日：12／29
～1／4

硝以上の客室をご用意（2～3名1妻のみ）ドリンク芳1校付き

★JR稚内駅から
徒歩約2分

●洋室（1～2名1室）
※全室禁煙ルーム
※バスなレシャワー

ブースのみ

●削15：00／0〕T71．00

琴率畢轡晩

★」R網走駅から
徒歩約15分

●洋室（1～2名1室）

和洋室（3名1室）
●lN14’00（通馴5．00）／

0UT12て00（通常日●00）

a由m上の地域名釧鴇

融蝮纏錘勘馴

★」R壷川路駅から
徒歩約9分

●洋室（1～2名1室）
※バスなしシャワー

ブースのみ

●lN14■00／0〕Tl用0

ドリップコーヒー日でック付き園田田園閻

：仰選冊★JR釧路駅から‥二；二一
i

巧▲　　や・盲

1－＿÷二二」
固

★」R根室駅から
徒歩約7分

●洋室（ト2名1室）
●lN12：00億常15．00）／

0〕T12：00（遠鄭0：00）

ANA便ご利用のお客様へ 

●牒フライトマイル函 �●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 

※マイル護算にはANAマイレージクラブ会員であることが条件となります。 �※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 

※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。 �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 

※AIRDO（HD便名）倭をご利用の場合、フライトマイルは貯まりません。 �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。 ※AIRDO（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 �●各空港店舗で10％割引　■E正E鷺巨逼王冠■臼 

お一人様20kgまで無料！ �各空港のANAFESTAで1，000円以上お買い上げいただくと、 ご購入金顔から10％割引になります 

※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h叫）：／／WW．ana．COJpをご覧ください。 �　　⊂】0 ツア－ご購入時にお渡しする「旅程表」をご提示ください。 ※－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。 ※－部、ANAFESl7Lのない空港がございます。詳しくはhttp：／／VW．anafesta．comをご覧ください。 
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シティプラン北海道く札幌〉1泊・2泊
※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。

※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は、追加代金が必要となります。

●往復新千歳空港利用

〈福岡莞／往復新千歳直行便利用〉

◆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　⑦国内線旅客施設使用料（羽田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。

■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。）

lヨ �月 �火 �水 �木 ��金 �土 �EI ��月 �火 ��水 ��木 ��金 �土 ��Ⅰヨ �月 �火 �水l木l虚 ���土 �lヨ �月 � � �水 �木 �金r土l日 ��月l火」ホ ���本山盆 ��土 �lヨ �月 

●　＝ ��� � �1 � � ��4 1⊂ 1 8 �5 � � �7 �● �� � �10 ⊂ 7 A ��11 � � �13 �1■ �15 1⊂ f2 A �18 �17 �1● � � � � � �23 �24 � �� ��� � �ユ○ ⊂ � � 

亡 �（＝ �（＝ ���D � � �亡 �く： B A �� ����F � � � �⊂ 11 A �� �亡 ��D 1古 ■ �C 1ブ �」⊆ � � �⊂ �⊂ �⊆⊥P �∈ �（＝　⊂ ��A �▲ �A 

1 1⊂ �ユ く＝ �3 1⊂ �■ 1⊂ �古 く＝ 左 �� �－ �� �● ⊂ ■ く： n 3 ⊂ � �� � � � �1す 1⊂ ��⊇　9 ��1■ 亡 1：5 1⊂ ‾lo �1「7 � � � � � �宣i H 20 l⊂ 17 �；24 l 21 1＝■ 18 亡 ��r「苧 1‾22 1⊂ 「吾， 19 �20 1 23 （＝ 20 �巧潤 �ii N 甜 1＝ 23 �⊂ �儒 三〇 く： 25 � � � � � � 

1 人∧ ������ ��7 1⊂ ■ 一々 ⊂ ����� �1d 琴「 7 �����L三 雲11 ��琵 �117 （＝ 1■‡ �18 D 1g �19 ‘＝ 勺も ����������ユ9 F ii �30 F ‾17 �31 F＿ 28 � 

1 ������ � � � �7 � �く＝ ��1b C � � � �14 � � �17 �1111 ���20 ��23 ⊂ �24 ⊂ 1● l 加 �25 ⊂ 29 K ‾ララ �id C 30 L �亡 �tt t＝ �29 D �30 ⊂ �31 ⊆＿ 

1 D �2 D � � �藩 � ���� � � �� � �111 �� ��12 �1‾S D 13 �14 � � �l17 �I● �▲1「卓 � � ���　＿J． 13124 �ユ7 l 25 ���� � � � 

．5 　ゝ ���� ��7 �� ��9 ��11 �����15 �10 �����l2122 �������2■ �29 �30 �31 

■基本代金（お一人様）

出発日 1■利用人血 ���A ��8 ��C �D �≠　E ��F　トGJ　H　童l �����J ��K　上し ��ぎ　M ��室　N �0 

1 泊 �宣！ 夢掛‡ず �4－5名1主 �29．800 ��31．300 ��37，l00 �38．00 �0　39，抑 ��0　42，30 �・○‡46，300　弧300 ���52，30・0 �56．30：0 ��62．300 �64800 �73800 ��78800 �8530 

3名1婁 �29．80 ��0　31．300 ��38．∝氾 �38．000 �39，80 ��0　42．80 �0圭4帰軒面800 �� �52，800 �58．800 ��62，800 �65．800 日数約0 �74．800 ��乃帥0 �87300 

2名1圭 �30．30 ��0　31．500 ��38，000 �38，50 �0　40．300 ��43．80 �0ぎ47．800ぎ51．00 �� �53．800 �57，800 ��64．300 ��175800 ��80800 � 

1名1鼻 �31，30 ��0　32．500 ��38．000 �39．50 �0　41．30 ��0　44，30 �0‾‾■福．800董52，800 ���54．800 �58．800 ��65．300 �トヽハ巾 68．300 �l 77．300 ��l 12800 �8 �‾元 

4名1圭 �30300 ��31300 ��38300 �3880 �0　40300 ��4230 �0事46300】5080 �� �邑52800 �56300 ��63300壬 �� ��l ��些 

b �3名1王 �l 30．30 ��l 031，300 ��I 38800 �l 3880 �ll 0403叫4330 ���　】 047300妄51800 ���i 53800 �I 57 �800 �1 6310・0 �i65，300 68300 �74．300 75300 ��79．8008 808・ 

2名1主 �30．800 ��31，800 ��38．800 �39．800 �40， �800 �蓼 44，30 �lll 0‾‾－i8，3叫52．軒0一別，800 ����l 58． � �l 65．300 �67300 �76300 ��．0087．30 8180088300 

1名1妻 �32．30 ��0　33．800 ��40，300 �40，80 �0　42．300 ��i5．抑Oi50．卸0 ��麦54，800 ��56．800 �60倉300 ��66800 �69さ00 �78300 ��84抑0 �903d 

伝 銅睦ぜ �4－5名1皇 �30．800 ��32，300 ��38．800 �39．30 �0　40，800 ��43．88 �0　47300　51800i53800 ����58．800 ��l 63800 �66．抽○ ∈67300 �l 75300 ��I　　　　　　　　　　一 3名1玉 �30，800 ��32．300 ��39，300 �39．30 �0　40．800 ��43．800…47，800ぎ52，800 ����54，800 �59．800 ��l 64300 ��l 乃 �800 �l 8138・0 �紬，3・‾ 

2名1圭 �31，300 ��32，800 ��39．800 �40，30 �0　41，300 ��45．80 �0　49300　53800 ���55，800 �60．800 ��　…・ 砧．800t683血 ��l 77300 ��I 82800 

1名1室 �33．300 ��34．800 ��41．300 �41，80 �0　43．300i46，的0　51，300 ����＝汚．糾0【57．800 ���63．300 ��67800 �70800 �巨　79300 ��8580・OF91id‾■、‾ 

く互書 夢紗＝ゴぎ �4名1主 �30，800 ��32．300 ��38．800 �39．800 �40，800 ��43β00　47，800　52300　53800 �����60300 ��04300　66β00 ��76300 ��l 3名1主 �30，800 ��32．300 ��39．∞0 �39，800 �40．800 ��44，80 �OF　48300　52800　54800 ����l 6 ��l 64800 �67800 �芦　77300 ��81800 �■ 鱒・！ さ9800 

2名1主 �31．800 ��32．800 ��40．300 �40．… �41，800 ��45．80 �0　49．800　53．800≠56．300 ����60800 ��t始300 �68．800 71800 �l 78300 ��l 83300 

1名1王 �33．000 ��34．800 ��41，800 �41，800 �43．300 ��47．80 �　「　‾ 　0251，800 �指扇耐電．卸0 ���l 63．300 ��l 67．800 ��l t80300 ��l �l 

4－6名1皇 �32300 ��34300 ��41300 �42300 �42．800 ��4580 �0　49800　53800】568 ���� ��I ��暮 ��l �I 

e �3名1量 �l 32，300 ��34 �300 �l 41800 �l 42300 �42800 ��　　　　．90 46300503005430057300 �����引．300 61800 ��別i，80068．800 67300け0 ��79．300 ��83．的0 �8 �00 

グループ �2名1主 �32．800 ��l 34，800 ��I 42，300 �42，800 �43．300 ��i －7，30 �　　　　　l 051，30055，30057800 ����62800 ��朗1300 �．鱒0 71300 �80，300 81300 ��84，800 85800 �里，8 些鱒 

1名1壷‾】 �35300 ��36800 ��43800 �4480 �45800 ��49300　53800　57800　60300 ����� �� �� ��l 

2 泊 要 �　出 離匝亭 �4－5名1圭 �31． �000 �33，的0 ��38．600【 �l 39，300 �， 40．30040，80 ���F　■ 042，800 �弓l 芝慧卜慧≡ ���65．800 59800 ��70，800【 68800 �74，300 72抑○ �84．3伽 79800 ��89，300i 舶800 �94． �8 

3名1圭 �31．800 ��33．800 ��38．600 �39．300 �40．300 ��41．80 �0　43，800 ����61800 ��引柑00 �73800 �l 01800 ��89800 �9扇 �由0 

2名1圭 �32，800 ��34．800 ��39．500 �40．30 �41，300 ��42．齢Oi叫8両48，3∞ ���57．800 ��l 63300 ��l　　　　　　　　　l ��旧300 ��91800 �100蒜 102，8 

1名1圭 �34．800 ��36．800 ��41．∞0 �41．500 �43，300 ��44，80・ �0　47，300 �j52，800 �60．800 ��（絡．800 ��72880 �‾一1▲一▲▲‾‾一一一’■‾‾■「．■】‾董 78800 �85800 ��93800 

4名1圭 �32300 ��34300 ��39300 �40300 �41300 ��4130 �0　43300 �46800 �53800 ��59 ��1 � � �� 

● �3名1量 �I 32．300 ��l 34300 ��39，800 41．300 �40．300 41．300 �41．300 42，300 ��42300 �44800 �47800j56800 ���．800 62800 ��68．800 70800 �74．3榊 758 �射．800 82．000 84300 ��89．800 　事 �96． 9年 100， 104． ー些 100， 102， 107 �800 800 嬰 3叩 嬰竺 

捌声帯● �2名1主 �33．800 ��35．300 ������43．3004…0。伯：… ���59300 ��64800 ��　．00 7280076800 ����90．800 92，800 

1名1阜 �37，300 ��39．300 ��44．30・0 �44，300 �45．800 ��47．300壬50，繭 ��二ト一二二一 　55．800 �l 63，800 ��69300 ��76300 �82加 �l 88300 ��98800 

喀 飢匪拶 �4－5名1妻 �33．300 ��35，300 ��40．800 �41．800 �4え800 ��42め0　45800 ��49．800 �烏7．800 ��64800 ��l 71，8叫旦些‡ 74800‾乃8叫 ��02．800 83800 ��92，800 3名1量 �33，800 ��35．300 ��40．800 �41，800 �42，800　42，800 ���ト46．800を50300 ��59．8001 62，300 ��67800 ������93800 

2名1呈 �34．300 ��36．300 ��41．800 �42，800 �44．M ��44．300 �48，鮒0 �51，800 ���68．800 ��l 76800 �7蒜石‡ 838叫 �l 85800 ��l 95300 ��8嬰 800 

1名1真 �38．800 ��41．300 ��45，800 �46．800 �48．300 ��48．300 �52，800 �58．300 � �67，800 �75800 ��02300 ��90300 ��99300 

ぷ 蓼馳＝ゴ夢’ �4名1皇 �33．800 34，300 ��35800 ��40800 �42300 �43300　43的0 ���■　45800 �49800 �58800 ��l 6680・○ ��I ��l ��l �l 100，さ 101．80 103．80 108800 3名1皐 ���l 36，800 ��I 40．800 �42．30 �43．300 44．800 ��l 43，800 45，300 48．800 �†　∴I 46．800バ0800 ��59800 ��l 67800 ��・已7号薫空0戸 748叫刀抑0 ��85．800 88800 ��93．300 94300 

2名1量 �35，300 ��37．800 ��41．800 �43．300 ����4乳300 �52，300 �l 62．800 68．300 ��l 引用00 ��l 77300 �78800 �l 87800 ��96300 

1名1羞 �38．800 ��41．800 ��46．800 �46．800 �48，的0 ���i53，300 �弧的0董 ���l 76，800 ��l 82．800・ �l 84800 �91800 ��99800 

4－6名1主 �38，800 ��39，800 ��45．800 �46．300 �47．800 ��47，800 � ��引，300 ��69800 ��76的0 �82300 �88800 ��98800 �1058 

3名1主 �36．800 ��39．800 ��45800 �46300 �48800 ��48800 �51800 �54800 �63800 ��l 71800 ��l 78800 �83300 �90 �� �◆ 

グループ �2名1主 �37，800 ��40．300 ��l 46．800 �l 47．800 �l 49．300 ��ll 49，800・52．300 ��‡ 55，80066．300 ���73300 ��80300ぎ83800 ��．800 91800 ��99，800 101300 �107．300 1093 

1名1圭 �42，800 ��45．300 ��50．800 �51．300 �53．800 ��54，300 �57．800‡63．300。7乙800 ����I 80．800 ��lI 86，800別）．800 ��l 97．800 ��108，800 �14，30 

3


