
泊まりたいホテルがすぐみつかる

大阪府 

梅日周辺 �最大阪東急イン 

○ホテルサンルート梅田 

新阪急ホテルアネックス 

ラマダホテル大阪 

ハートンホテル北梅田 

ホテルビスタプレミオ堂島 

KKRホテル梅臼 

痘l大阪新阪急ホテル 

蔓lホテルモントレ大阪 

定ま■ハートンホテル西梅田 
一大阪第一ホテル 

ANAクラウンプラザホテル大阪 

ホテルグランヴィア大阪 

：インターコンチネンタルホテル大阪 

三ヒルトン大阪 

三ウェステインホテル大阪 

；ホテル阪急インターナショナル 

脚周辺 �痘‖ホテル阪神 

十三 �烏ホテルプラザオーサカ 

肥後橋 �●リーガ中之島イン 

南森町 �芝】トーコーシティホテル梅田 

中之島 �産…リーガロイヤルホテル 

adam上の地域名：心斎橋・難濃・天王寺・上本町 

心斎橋 �ミ■芝iチサンホテル心斎橋 

L宕アークホテル大阪心斎橋 

・ベストウェスタンホテルフィーノ大阪心斎橋 

ハートンホテル心斎橋 

ハートンホテル南船場 
■クロスホテル大阪 

難波 �ホテルイルフォーレなんば 

一ホテルモントレグラスミア大阪 

－なんばオリエンタルホテル 

：スイスホテル南海大阪 

日本橋 �為大阪富士屋ホテル 
大阪なんばワシントンホテルプラザ 

上本町 �・シェラトン都ホテル大阪 

天王寺 �頑天王寺都ホテル 

idam上由‾地域名：淀屋橋・本町 

図三井ガーデンホテル大阪淀屋橋 
仙町『田ホテルユニゾ大阪淀屋橋 

本町　卜到シティルートホテル 

dam上の地域名‾：天満・大阪城周辺 

天満橋 �到ホテル京阪天満橋 ●大阪キャッスルホテル 

桜ノ宮 �：帝国ホテル大阪 
‾橋 �ホテルモントレラ・スール大阪 
尻 �ホテル京阪京橋 

大阪城 周辺 �。KKRホテル大阪 

ホテルニューオータニ大阪 

adam上の地域名：新大阪・江坂 

新大阪卜封ニューオーサカホテル 

adam上の地域名：新大阪・江坂 

新大阪 �之 �【チサンホテル新大阪 ′霊 �l大阪ガーデンパレス 

痘 �レム新大阪 

江坂 �声 �【新大阪江坂東急イン 
；ヱ【 �1チサンイン江坂 

adam上の地域名：伊丹空港 

千里中央は ��1千里阪急ホテル 

万博公園Ⅰヨホテル阪急エキスポパーク 

adam上の地域名：USJ 

弁天町8ホテル大阪ベイタワー 

頗南郷Ilハイアットリージェンシー大阪 

adam上の地域名：その他大阪府 

住之江lヨベストウェスタン・ジョイテル大阪 

守口　ロホテル・アゴーラ大阪守口 

堺1日ホテル・アゴーラリージェンシー堺 
adam上の地域名：開酋空港 

関西空港 周辺 �● �きらら・りぞ－とホテルサンルート関空 ● �ベストウェスタンホテル関西エアポート 

関西エアポートワシントンホテル 

スターゲイトホテル関西エアポート 

京都府 

adam上の地域名：京都駅周辺 

京都駅 周辺 � �京都第2タワーホテル 

京都タワーホテルアネックス 

ホテルビスタ京都 

ダイワロイネットホテル京都八乗□ 

直 �＿京都タワーホテル 

轟 �ホテルセントノーム京都 

新・都ホテル（本館） 
ホテル京阪京都 

京都新阪急ホテル 

ホテル近鉄京都駅 

新・都ホテル（サウスウイング） 

京都センチュリーホテル 

リーガロイヤルホテル京都 

ホテルグランヴィア京都 

西本願寺 � �京都東急ホテル 

adam上の地域名：二条城・御所周辺 

二条城屈ANAクラウンプラザホテル京都 

adam上の地域名：河原田・鳥丸・由東大宮 

甜市役所 �之【 �ホテルアルファ京都 
京都ロイヤルホテル＆スパ 
ロイヤルパークホテルザ京都 

京都ホテルオークラ 

烏丸御地 � �ハートンホテル京都 
ホテルギンモンド京都 

く且 �三井ガーデンホテル京都三条 

ホテルモントレ京都 

河原町三条 � �ホテルユニゾ京都 

四条烏丸才 � �三井ガーデンホテル京都四条 
二笥r 昏 �からすま京都ホテル 

ホテルマイステイズ㊥京都四条 

ad ��m上の地域名；河原町†鳥九・四条大宮 

匹条大宮 �● �アークホテル京都 

河即J五条 �g �！京都リッチホテル 
ホテルサンルート京都 

鳥丸五条 �痘 �アランヴェールホテル京都 

adam上の地域名：東山・‾宝ヶ池 

宝ケ池田グランドプリンスホテル京都 

adam上の地域名：その他京抑 

伏見 �言 �lアーバンホテル京都 

兵庫県 

adam上の地域名：神戸 

三宮 �反 �ぎ神戸三宮ユニオンホテル 

ホテルサンルートソプラ神戸 

神戸東急イン 

ザ・ピー神戸 

痘 �ホテルモントレ神戸 

痘 �ホテルモントレアマリー 

ホテルピエナ神戸 

新神戸 � �ANAクラウンプラザホテル神戸 

迄 �t神戸プラザホテル 

元町 �● �ホテル乗急ビズフオート神戸元町 

ホテルオークラ神戸 

糾、アイランド � �ホテルバールシティ神戸 
神戸ポートピアホテル（本能） 

宛輪禍辺 � �神戸ルミナスホテル 

神円鴨辺 �さて‡ �チサンホテル神戸 
産 �ホテルクラウン／ルス神戸 

西神中央 � �神戸西神オリエンタルホテル 

ad畠m上の地域名：尼崎市内 

尼崎　区部ホテルニューアルカイック 

adam上の地域名：その他兵轟県 

三田 �■ �三日ホテル 

宝塚 � �宝塚ホテル 

甲子園 � �ノボテル甲子園 

姫路 �産t �姫路キャッスルグランヴィリオホテル 

奈長県 

adam上の地域名：奈良 

奈良 �み �奈良ワシントンホテルプラザ 
● �奈良ロイヤルホテル 

● �ホテルサンルート奈良 

着 �ホテルフジタ奈良 

橿原 � �橿原ロイヤルホテル 

滋賀県 

adam上の地域名：滋賀 

大津 �● �ホテルテトラ大津．京都 
大津プリンスホテル 

草津 �● �ホテルボストンプラザ草津 

和歌山県 
adam上の地域名：和歌山 

：二、， ；こ．㌢ �和歌山東急イン 

和歌山手 ！ �‡÷十 �ダイワロイネットホテル和歌山 

宣 �ホテルグランヴィア和歌山 

スルツとKANSAl　　（株）岩男芝慧志田臼

関西地区の指定の路線で電車＆バスが乗り放題＋色々な観光施設で
の割引がついて、観光するのにとても便利なパスです。
■設定期間：2013年10月1日～2014年3月31日

．〃、琢虜痘環 �料金（お一人ポ �謂 �識吏賄封 

熱雷三芳諾とです。疇 �（孟盟円 � �1日間 

豊話芸買忘良・和歌山・滋賀地区の頓 私鉄とバスに使えます。（一部除外あり） �大人3．800 小人（小学生 1．900円 �円 ） �連続した 2日間 

崇怒号認諾許の圏 �故買摺聖 2．500円 �円 ） �連続した 3日間 
利用可能区間については、お渡しする「スルツと粗NSAlのご案内」をご覧ください。
割引対象の観光施設については、現地にてお渡しする冊子をご覧ください。
※受け渡し場所は往路到着空港（関西地区の空港）となります。ただし、大阪周遊パス
は神戸空港でお受け取りいただけません。※伊丹空港の受取窓口は8：30～21：15、関

西空港の受取窓口は7：00～22：00までの営業となります。営業時間外の引き取りにつ
いては行程案内書にてご確認ください。※有効期限はご旅行滞在中となります。

・スルッとKANSA」の素材は、ご利用日にかかわらずお客様の出発日で

素材を∂damにてご予約ください。

関西ええとこどり州AP＆クーポン

天下の台所「大阪」を味わう厳選グルメや京都・神戸のスイーツ、（顎

観光に便利なフットワーク（移動手段）などに使えるおトクなクーポン。
■設定期間：2013年10月1日～2014年5月13日

※お一人様につき1冊のみご義人いただけます。

6枚付き

海遊館入館券
オリジナルグッズ付き

●現地販売価格：
大人2．300円

くメニューの一例〉

一‾‾奉‾が

＿こ＿二∴二‥、』ロ

合計大人：
約3．000円相当！

ゆどうふセット

●メニュー：ゆどうふセット

（ゆどうふ、天ぷら、田
楽、ごま豆腐、鯛の昆
布メ、御飯、香物）

●現地販売価格：3，150円

※メニューの内容やご予約方法など詳細は行程案内書にてご確認ください。※設定店舗および
クーポンメニューは季節により内容が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※各クーポンをご利用にならなかった場合でも払戻はできませんので、 あらかじめご了承ください。

伊丹欄西・神戸空港での引き換えとなり
ます。引き換え臼でご予約ください。
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シティプラン関西1泊・2泊　〈福岡発／往復基本フラ．卜利用〉

※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。

◆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　②規定の宿泊費・食事代
※規定以外の交通費、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。）

巨】豆

丁‾

『基本代金（お一人様）
出発8 1王制用人数 ���A �8 �⊂ �D �E �F　≡　G：H†l∴J ������K．　L　‥　仙 ����N 

1 泊 � �3　1 �18800 �18800 �18000 �●　　…　　l　＝　　l　H ���l　　　　i　　　　1 ����24200 �25300 � ��� 

重 き龍一ニラ； �2名1婁 �19，800 �19．800 �19，800 �21．500 �21．500 �21．500 �21，500 �23．900 ��…24，4∞ �25，200 �26．20：0 �28500 �28． 29 �000 000 �36，800 37800 

1名1圭 �20，800 �20．800l20．800F22，500 ���22，500 �22．500 �22，500】24．900 ���25，400 �26．300 �27．20。 �29．500 �30000 ��3880 

▲苛だ1琶萱‾】 翻〉コ矛 �3名1圭 �19．300 �19．300 �20．300 �21，000 �22，000 �22500　23000　244 ���0・○ �‡24．400 ！25．400 126，400 �26700 � ����403 

2名1圭 �20．300 �20．300 �21．300 �22．000 �23．000 �23500 �’24000】25400 ����亘．7岬00 28，800日0．700 �� ���41300 

1名1圭 �21．300 �21．800 �2え300 �面「繭 ��24，500 �25，000圭26，400 ������33．300 �折盲云元0 ��42300 

痘 汐他車労 �3、4名1主 �19，800 �20．300 �21．300 �21，500 �22，500 �23，000 �23500　25400　25400 ����27．200 28．200 �2980：○ �32，300 34，800 再5．由0 �32300 ��41300 2名1圭 1名1圭 �20．800 �21．300 】 �22．300 �22．500 �24，000 �【22彊二重垂 】25，000i25，500⊇27，900！27，900 ������32．200 ��軋＿些鱒 を35800 ��43．8叩 

尋二重 ，夢′、月経‘汐 �3・－4名1圭 �20．300 �21．300 �23，300 �23，300 �23．500 �24，500 �25，000 �27，4†）0㌢　27400 ���28700 �32300 �34800 �34800 ��4380 
2名1主 �21，300 �22，300 �24．300 �24，300 �25，000 �25．500 �26．500 �28．4け○ ��l 28．40・0 �30200 �34，200 35．200 �36，800 37，800 �36800 ��4580 

1名1重 �23．800 �23．800 �26．300 �26．300 �26．500 �26．500 �28．000 �30．41）0 ��30．400 �l 31．800 ���37．800 ��46． �80 

3・－4名1圭 2名1圭 �21300 �22300 �24300 �24300 �】 ������ ��37，800 39800 � ��48．80 40800 

22．800 �23．300 �25，300 �25，300 �．誰 ��…芸濃諾 ���2　30000 �33700 �37200 ��37．800 39800 
1名1童 �24，800 �25．800 �27．300 �27，300 ������32．500 �38，300 �39．200 �41，800 �41800 ��50800 

、1 U ダ妙＝汐 �3・－4名1圭 �21．800 �22，800 �25．800 �25．800 �26，000 �28．500 �30．500 �30，51 �〉0 ��34200 �37800 �40300 �40300 ��4930・ 

2名1圭 �23．300 �23．800 �27．800 �27．800 �28．000 �30点00 �り3．500 �33．51 �〉0 �33．500 36，500 �37200 �40200 �書42800 �42800 ��5180 

1名1量 �26．300 �27．800 �30．800 �30．800 �31．000 �32．500 �3も，500j　36，5 ��咄 ��40，300 �43，700 �46．300至46．300 ���55．300 

グ見プ �3名1主 �24，300 �25．300 �27．300 �27，300 �28．500 �31，000 �33，000 �33．0 �0 �33，000 �36，700 �39．300 4320・0 �・41800 �41800 ��50800 
2名1圭 �26．300 �27，300 �29．800 �29，800 �31．000 �34．000 �36．000 �36． 49 �些 IO �36．000 �39700 ��45800 �45800 ��54800 

1名1圭 �34800 �38300 �40300 �40300 �4100・0 �45000 �49500 ���49500 �日払300 i28．800 �5720 � � �� 

2 泊 �（ヱj ま／夏か二号′ �3名1圭 �23，000 �23．000 �23．500 �24．50馴24，500 ��25，000璽27．000 ��27．0 �〉0婁28．800 ���．0 32．500 �59，800 日犯．500 �59，800 37800 ��68．80・ 4180 

2名1圭 �25．000 �25．000 �25，m �26．0000　26．0・00 ��26，300 �28，000 �音28，0 �0≡29，900 時と32．000 ��一一一芸芸は �3す，000t 36，500t �34000l39800 ���4380 

1名1圭 �28，000【28．000 ��28．500 �29．000l29．000 ��1 29．300 �30，000 �30．0l �����36．500…40，800 ���458 

払 淋＋チ �3名1圭 �24，000 �24000 �24500 �26500 �27000 �2800：○ �30000 �310 �0 �32800 �35800 �35800 �36500 � ��l 2名1圭 �26，000 �26．000 �26．500 �28，000 �28．500 �29．300 �31，000 �32．0 �0 �33，900 �369〇・〇 �；；；謡 �30000 �46800 ��＿些嬰 5080 

1名1主 �29．000 �30．000 �30．000 �31．000 �32．000 �32，300宣 �33．000 �34，0 �0再6．000 ��39．000 ��40，500 �47．800 ��52暮80・ 

宅 診形幸・矛 �3・－4名1圭 �25，000 �26．00・○ �26．000 �27．500128，500 ��300002 �320・00　325 ��0‡34．300 ��37．800 �37，800 �38．000 �46．800 ��5080 2名1圭 �27．000 �28．000 �28．000 �29．500 �30，000 �31，300 �33．000， �萱　33．5 �0㌢ �35，400 �41．900241，900 ��41．900 �51，800 ��55．型 57，800 

1名1壬 �31，000 �31．000 �31，500 �33，000 �33，000【35，300 ��36，000 �36．別旧138．000 ���44，000【44．000 ��44，000巨52，800 

l宣1 動払ニ■蓼■ �3－4名1主 �28．000 �28，000 �28．000 �29，000 �31．000 �34，000 �36．000 �36．0・l �10 �37．800 �42，800 �42，80・0 �42，800 �51．800 ��55，800 
2名1圭 �28，000 �30．000 �30．000 �31，000 �32．500 �35，300 �37．000 �37．5 �10 �39，400 �45，900 �4590：○ �45900 �55800 ��59800 

1名1圭 �34．000 �34．000 �34．500 �36．000 �36．000 �40．300 �41，000 �41，0 �0 �43．000 �48．000 �48．00。 �l 48．000 �56．800 ��61．80 

e �3－4名1塞 �20000 �30000 �30000 �32000 �34000 �i � � ���43500 �43500 �46500 �57 �� 
2名1主 1名1主 �31000 �32000 �32000 �350・00り5500 ��　皇 37300 �39000 �420 �の　43900 ��46300 �46300 �48000 �．800 61800 ��61．800 65 

川　　ノ ��36．000 �38．000 �38，080 �40，000 �40，000i42．300 ��43．000j46．5 ��●　　一　二　　●　● ��49．500 �49，500 �53．000 �64，800 ��．800 69．800 

3－4名1主 �29．000 �31，000 �32，000 �33，000 �36，500 �39，000 �41，000 �44．0 �0　45，800 ��46，500 �46，500 �4さ，寧Of 54000】 �62800 ��66800 

2名1圭 �32．00・○ �33．000 �34，000 �36．000 �39000 �4畢些虹些些嬰 49300邑50000・ ��‘丁重車型墾亘叫 540（・の56000】 ���50．000 �50．000 ��l 67800 ��71800 

1名1圭 �39000 �42000 �42500 �43000 �46080 ������56500 �56500⇒ �6 � �� 

3名1王 �34000 �36000 �36000 �　　　　　　　　∃　　　　∃ 38000【415叫42000【440005480小0∃49800 �������498叫49800 ��0．50073．800 53500‡65 ���78．80 69．800 

2名1圭 �38000 �40000 �I 40000 �l 42000 �46000 �46300 � �� ��54400 �－一票架慧 ��．800 

1名1量 �56000 �59000 �59000 �61500 �670〇・〇 �68300 �69000　765（ ��・のけ8500 ��70500 ���73，800 100800 ��77，000 10580 

1 ���������������� �� 
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