
四吉祥寺棄亀イン　匠正室雫票l匿云亘亘固 �������四囲園（甥）田・m 

ックアウト／10：00　　：…＝■　日・月曜日は下記料金より已 ���� 

出発日 �入室人－ �書 �tt多駅 �粍t �小】■lR晃■ ��延泊代金 
平体日　　量　　体前日 ��平休日　；　体罰ヨ ��平休日　　事　　体書旬日 

10／1－3／30 （下記以外） �2名1室 �52 �30．900円 �32，700円 �30，100円 �31，900円 �7，900円 �9，700円 

1名1垂 �41 �34．200円 �35．400円 �33．400円 �34，600円 �11，200円 �1乙400円 

12／31、1〃 �2名1室 �52 �32．700円 ��31，900円 ��9．700円 

3日5－30 �1名1室 �41 �35，400円 ��34，600円 ��12．400円 

可ロパレスホテル立川既習匿五重固圏田囲（i出）囲（岬・夕）囲（扮） 
：芋警票讐翳㌘誓莞讐苧琵′12：。。　　　　　　＝王さま　月曜日は下肥料金よ6。0円引きF 

出発日 �入室人】■ �窒 �t■多駅粍t ��づヽ■欄興】■ ��延泊代姦 
平休日　I　体罰出 ��平休日　l　休前日 ��平体日　　暮　　体罰出 

10／1－3ノ30 （下記以外） �3名1室 �73 �31．000円 �32，300円 �30．200円 �31，500円 �8，000円 �9，300円 
2名1室 �52 �31，500円 �32，800円 �30，700円 �32，000円 �8．500円 �9，800円 

1名1重 �41 �33．500円 �34，800円 �32，700円 �34，000円 �10．500円 �11，800円 

12／31、1／1 2／24・25 �3名1室 �73 �33，8 �00円 �33，000円 ��10，800円 
2名1室 �52 �34，800円 ��34，000円 ��11．800円 

1名1重 �41 �36．500円 ��35，700円 ��13，500円 

くJR発着地別追加代金表〉（大人お一人様lヨ／こども半群）博多駅発着の婁本代金に下脚七会を追加することで、モ酌の駅からのご乗車が可能です

鑑詫・獅隠久留米・筑絨毛傾

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

書■浜地区のホテル宿三日で片i土を
★京・晶Jl卜I■細事り用の場合

新横浜邪・→東京・品川・舞浜訳

ぎ・・新横浜プリ、スホ‾ル　　　　　　匝亘亘］m 

．交削。新脚よ。伽2㌢可け　　　（03582）阻担！姐 ■チェックイン／14：00■チェックアウト／11：00　　　（貸出）（ホール内）′MS 

旺EEl日・月曜日は下巳料金より700円引き（10／13、11／3、12／22、1／12は除く）l 

出発日 �入室人員 �要 ぎ �1専多駅発■ ��小倉脈発雷 ��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 �3名1室 �53 �27．800円 �29．800円 �27．000円 �29．000円 �5．200円 �7．200円 
2引室（ダ7ル �66 �28．800円 �31，500円 �2臥000円 �30．700円 �6．200円 �8．900円 

2名1室 �52 �29．000円 ��28．200円 ��6．400円 
（下記以外 �1名1童 �41 �31．300円 �35．800円 �30．500円 �35．000円 �8．700円 �13，200円 

12／31 1／1 �3名1室 �53 �33．500円 ��32．700円 ��10．900円 2名憎（ダブル �66 �34．000円 ��33．200円 ��11．400円 

2名1室 �52 �34．300円 ��33．500円 ��11．700円 

1名1室 �41 �43．300円 ��42．500円 ��20．700円 

10，400円

基本代金から博多駅発着は11．300円引き、小舎駅発着は10，900円引き

ヨロホテルモントレ横浜平喜喜詔匿亘重囲㊥田園（貸出）囲（5分） 

出発日 �入 �蔓人■ �力 す �讐■多額発鶉 ��づヽ暮 �駅発蠣 �娃刃代量 平休日 �休前日 �平休日 �体前日 �平休日 �1不1打田 

10／1～‖／30 12ノ25－29 3／15－－30 �3 �名1室 � �29，000円 �33．800円 �28．200円 �33．000円 �6，400円 �11．200円 

2 �名1童 ��30．000円 �37．000円 �29．200円 �36，200円 �7，400円 �14．400円 

1 �名1室 ��36，000円 �47，500円 �35，200円 �46．700円 �13．400円 �24．900円 

1／4－3／14 �3 �名1室 ��28，500円 �31，800円 �27．700円 �31，000円 �5，900円 �9，200円 2 �名1重 ��29．500円 �33，800円 �28．700円 �33，000円 �6，900円 �11，200円 

1 �名1室 ��35．000円 �44．500円 �34，200円 �43，700円 �12．400円 �21．900円 

12／1～20 �3 �名1董 �53 �28．500円 �32．800円 �27．700円 �32．000円 �5．900円 �10．200円 2 �名1室 ��29．500円 �36．000円 �28，700円 �35．200円 �6．900円 �13．400円 

1 �名1室 ��35，000円 �46，500円 �34．200円 �45，700円 �12，400円 �23．900円 

1／1－3 �3 �名1重 ��35．500円 ��34．700円 ��12．900円 
2 �名1杢 ��38．500円 ��37．700円 ��15．900円 

1 �名1壷 ��48．300円 ��47，500円 ��25，700円 

針宿泊除列眉：12／31 ��� � � � � � 

ヨコハマ　‾、◆ィ、－コ、チ、　　‾　Ⅷ485170l＝ フン　ン　　ン　ン　lT　一・・・・・．一一両 ��������一　　　円 

：禁書繁男乏甥み菖妄慧翳3苧発雷　　　　　廟田 �������囲働）囲（馴）園（2分） 

出発日 �入室人1 �カ 妄 リ �t■多駅発■ ��小倉駅発鸞 ��延泊代金 
平休日 �沐前日 �平休日 �体前日 �平休日 ��体前日 

10／1～1／3 3／20～30 （下記以外） �3名1室 � �32．500円 �39．800円 �31．700円 �39．000円 �9．900円 ��17．200円 

2名1妻 ��34．500円 �41．800円 �33．700円 �41．000円 �11．900円 ��19．200円 

1名1軍 ��43．300円 �56．300円 �42．500円 �55．500円 �20．700円 ��33．700円 

1／4・5 1ノ11～3／19 �3名1重 ��30．000円 �37．800円 �29．200円 �37．000円 �7．400円 ��15．200円 
2名1室 ��32．300円 �40．000円 �31．500円 �39．200円 �9．700円 ��17．400円 

1名1董 ��42．300円 �54．300円 �41．500円 �53．500円 �19．700円 ��31．700円 

12／21・22 �3名1室 �52 �44．500円 ��43．700円 ��21． ��0円 2名1室 ��46．800円 ��46，000円 ��24， ��0円 

1名1室 ��61．000円 ��60．200円 ��38． ��0円 

12／31 �3名1董 ��47．300円 ��46．500円 ��24． ��0円 2名1宰 1名1室 ��55000円 �� ��32． 51． ��00円 00円 

・▲　‖／22、12ノ23‘24・30、 ��■■ �之は休前日料金となります ��宿泊除外日：1 �1／6～10 � �� 

延泊代金

21，400円

26，700円

⑳



くJR発着地別追加代金表〉（大人お一人梯l：玉ヨ／ことも半額）博多駅発着の基本代金に下肥代金を迫力阿ることで、愚酌の駅からのご乗車が可能です

東京ディズニーリゾー…フイ州ホテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　・一・・J 

駁覿瀕凰訓独■：l仙脱111】矧はほ以憶l桐簿】≡■出発日カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　■1泊2日革本代金（大人お一人様＝博多駅発着′のぞみ号利用′一泊朝食付）　　　単位・円 

胱l揖】：m：払粗目以l；l剛腕11岨日はI：は満帆瀾■　●当月火水休会　　副月火水木値　　≡胃火水l木金 �掴・ ���カテ到 �A �白 �C �D �∈ �F �0 �H 

肥閲・恍；他日邪・t岨11111】・日はIT以惜朋甜■　‾　123■4■5　‾　　　　　訂郡‾良品昌昌昌昌昌 �スタ �ンダード �4名1室 �84 �36，000 �36，500 �37，000 �38．000 �40，000 �42，800 �49，0的 �51，300 

6　7　897017日2ヨ　3　4　56　7　89　　8■⊆日日0日121314j 

霧琵琶即。，脚芦妻1011裏書群星 ���3名1室 �53 �38，300 �38，800 �39，300 �叫300 �42．300 �45，300 �53，500 �55，300 

2名1室 ��叫300 �43，500 �叫000 �45800 �49，500 �52，500 �58．抑0 �59．800 

4名1室 �84 �13，000 �13，500 �14．000 �15，000 �17，000 �19，800 �26，000 �28，300 

農蒜宗男琵琶葦瑚軋＝11那火1水木■孟1∃ 　　5167891011 　　　　9101191011 　　【毒嘲貨貨筈筈l貨r誓 ���3名1室 �53 �15，300 �15，800 �16，300 �17，300 �19．300 �22，300 �30，500 �32，300 
2名1室 ��17，300 �20，500 �21，000 �22，800 �26，500 �29，500 �35．000 �36，800 

オーシャン オ �ドリームルームのご利用 オーシャンドリームノ ��は上記 �基本代金より1泊につき1，080円追肌等滴；鯛桝日：10／ト14、12／31、1／1 －既謂賢禁漂讐血。で利胴〉】 

．E＝E日日【HG � � �� �滞在中お1人様1．000円分となり、1，000円以内のご利用でも差辞の返金はござしぼせん。 

東京ディズニーリソー…フイシ仙ホテル＝＝一　　五・・　　　　　　　　　　・一・ 

l◇連泊那l／1泊につき1．500円引き　　　　　・■！＝ 
隙Il】：髄：花組日以下・l剛腕‖】日日随■恩；樹矧瀾■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■1泊2日基本代金（大人お一人様：博多駅発着／のぞみ号利用／1泊朝食付）単位：円 

＋棄‡芦三二三＋三三三二喜‡十‡芦書出順享≡ �遠㌻－、一撃竺 ����好劫 �A �B �C �D �E �F �6 �H �暮 �J 

スーペリア ルーム �4名1室 ��84 �32仰 �32，3M �34即0 �35仰 �35脚 �37，000 �38，M �38，500 �40，800 �47，500 

スタン ダード ルーム �3名1室 ��53 �3i，300 �32，800 �35，000 �35，580 �36朋 �37朋0 �38，500 �叫300 �43．000 �50，300 

2名1室 ���35仰 �35月00 �37脚 �38，800 �40朋0 �41，800 �叫州 �4叩00 �50，300 �56，500 

思諾譜男惣慧課慧ミ＝1．芸．弼平河評．珊木金円∃ 　　　　　l 　　l票首重富指昔㈲劉【5 
延 �スーペリア ルーム �4名1室 ��84 �9，000 �9，300 �11，500 �12，000 �12朋0 �14，m0 �15，000 �15，∽0 �1用00 �24，500 

スタン ダード ルーム �3名1室 ��53 �9，300 �9rM �12，000 �12，500 �13，鮒0 �14，500 �15，500 �17，300 �2叩80 �27，300 

2名1室 ���12、000 �12，500 �14，800 �15，800 �17，300 �18，800 �21，000 �24，008 �27，300 �33，500 

※宿泊除外日 ��� 

東京ディズニーリゾーb・パートナーホテル　・　　こ　　′　　　　′′ ♂一声些遵瘍曙巧絹節軒謬膏等福間 �����駆寄ワ艶（。4299′0。588） 
lI】＝‾≡‾ ll泊につ （E・F期 ・【複数部屋利用 1グループで2 1‡となり同士又l Lます。 �前申込割引／ つき1，000円 帽は除く） 特典 特典】盗要MS入力 室以上ご利用さ ま向かい同士の �■El れるお お部屋 � � �∨■出発日カレンダー　　　　　　　　　　　　　　■1泊2日基本代金（大人お一人様＝博多駅発着′のぞみ号利用′1泊朝倉なし）単位・円 

ll　岩月l火l水休l金… 1 囁2728．29．3。3，　萎朋朋朋葦 �遠大富＼襲撃 ���‾ご」 �A �B �C �D �∈ �F 

、客様 を 限り 9 頑 ��� �スタンダード �4名1室 �84 ／ �27，500 �28，000 �28，500 �29，000 �30，800 �32，800 

3名1室 ��28，500 �29，500 �30，000 �30，800 �33，000 �35，500 

、CIcFclC胤l弓　等88引盲目引竃¶円‖齢Fl引．11日 ����2名1室 ��30，500 �32，500 �33，300 �34，300 �37，500 �41，300 

に、 確約∴『月F火聞苦皇室＝判火関金良書；芸．月】火開謂書 
ルーム �4名1室 �88 l �4，500 �5，000 �5，500 �6，000 �7，800 �9，800 

■※同一ホテル・同一部屋タイプのお申し込みに 1泊2日商品Noソ＝・ 30日前1泊商品Noリ；． ����ます。1 　　　91101日 　　　　毒屯営習舛F割箸惜l削ぎ ����3名1室 ��5，500 �6，500 �7，000 �7，800 �10，000 �12，500 

2名1室 ��7，500 �9，500 �10，300 �11，300 �14，500 �18，300 

※宿泊除外日：12／31、1／1、（パームテラス）1／27、（プアウンテンテラス）1／14 

東京ディズニーリゾーb・パートナーホ列 ���1 �訝雛些纏醜態豪頗 �����������������重義純郵2594， 
1附巨頭；別口以■引H醐＝】空目民－■出発日カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　■1泊2日蔓本代金（大人お一人様：博多駅発着／のぞみ研順／1泊朝食付） ������������������������������朝食なし・…‖ 

l◇30日前申込割引／1泊につき1．000円引きl l◇45日前申込割引／1泊につき1，500円引きl � �l＝ �月 �火水 112 ��木 3 �金 4 �5 �Ⅷ四月l火水休l金田 ���� �月 ��火 �水木 ��金 � �弓 �遠㌻一一⊥攣 ���カ手動 �A �B �C �D �E �F �G 

l（10′12 � � � � � � � � �沌「「nT1m ����j � �Z C �3 ⊂ �4 C �5 亡 �6 D �7 F �∃ ∃ � � �61 �OF �32000 �32800 �33800 �35000 �37300 �39000 �43如0 
2．3、川2・3・ほ′21・22・3－、1川描く）l � �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �∃　名主ささ昌昌昌 ����� �9 ⊂ 16 �10 C 17 �‖ ⊂ 柑 �12 C I9 �13 D 20 �14 F 21 ���ランテ6 �5名1室 ��32，500 �33，300 �34，300 �35，500 �37，800 �39．500 �44．500 

13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 

特典 滴食券を昼食又はお夜食への振り替えOK。■j � � � �C �C �C �D �F �ClClClC �C �D �F � � �C 23 �C 24 �C 25 �C Z6 �D 27 �6 28 �j 望 屋 � �スーペリア �4名1室 �84 �31，500 �32，300 � �35．000 � �39．000 �44，000 20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �＝厭射7柑1920212223 き蓋をききをき書き喜 �������������������3，300 ��37，300 
CIC ・盲「音 ��C 29 C �C 3D C �ClD 引 ��F ������9 F �E 30 F �E 31 �E �E �E �F ���スタンダード �3名1室 �53 �32，000 �33，300 �34，300 �36，000 �39，000 �41，300 �45，000 

＿未就学児の添い寝のお子様は朝食無料、 ほは付フランでハイキング利用に関る。）（掛目：12／31、日） 旺匝匝田垂画圧団垂垂頭て 固垂画旺匠琵田垂画 田垂頭重匹辺垂萱頭 � � ������� ����� �������� �ツイン �2名1室 � �34，300 �35，300 �37，000 �40，000 �42，800 �45，000 �49，300 
月 �火 �水 �木l孟 ���∃　封円状l水木孟　∃ �����冨月火l水木l金田 �������� �グランデ6 �6名1室 �OF �9．000 �9，800 �10．800 �12，000 �14，300 �16，000 �20．800 

1 �2 F �3 E �4 E �ll �■『 ��ふj　＝ ��】】1 ����������5名1室 ��9，500 �10，300 �11．300 �12，500 �14，800 �16，500 �21500 

5 A �6 A �7 A �8 A �9 A �10 8 �11 E � �����������������������l 2　3　－115 8181818 �6 8 �7 8 �8 � ����������スーペリア �4名1皇 �84 �8，500 �9，300 �10，300 �12，000 �14，300 �16，000 �21，000 

12 E �13 A �14 A �15 A �16 A �17 A �18 D �　　　　　　E 9110F‖12 

8日狛【＝8 �13 8 �14 8 �15 E �j ����������スタンダード ツイン �3名1室 2名1室 �53 �9，000 �10，300 �11，300 �13，000 �16，000 �18，300 �22，000 
19 A 26 A �20 A 27 A �2122232425 AIAIAIAID 282913031 AAAA �����∃ 羞彗善書著書書き誓∃ 

11，300 �12．300 �14，000 �17，000 �19，800 �22．000 �26．300 
．FIFIFIFIG ��������※宿泊隙列日：10／1～14、12／31、1／1 

玉虫由血加療由虫麺書換蓼顔転覿′膨巷談嚢 ���������義如賭榊， 
駄 �◇連泊割引／1 �附制組●1岨旧悶－●出発日カレンダー　　　　　　　　　　　　　　tl泊2日基本代金（如お一人様＝博多駅発着′のぞみ号利用′1泊朝食付）『脛閉脚．600円引きl蟄阻欄 

跳 駄 �◇30日前申込割 045日前申込割 ∠ゝ �淵以附桐馳蛇洞∧鮮日宇苧李字≡書三那l火i水l木l雫…那r火■水棚田箋 淵融附睡捌洞虻■妄舶芸■岩岩室1。11島島岩箆，92。2． ＝瀾』■『■「紆語謂郡刊　．．．j ��娼畑　　　出那 ���紆封 �A �8 �C �D �E �F �6 �H 

・禍禁ゴ �4名1室 �84 �31，000 �31，500 �32，500 �34，500 �35．000 �39，500 �41，500 �叫300 

スタンダード ツイン �3名1室 �53 �31，餌0 �32，500 �33．500 �35，000 �37，800 �40，000 �42，500 �45，300 

2名1皇 ��33，500 �34，500 �36，300 �37，500 �41，500 �43，800 �47，500 �51．800 瀾食付の場口、 

未就学児の添 田‾ ��、い寝のお子様は朝食無一 重垂由由義 �芸＝…≡…誓書講書＝ヨ…】；】…F；■矧郡諾i…桔∋ ��子罷誓 �4名1室 �84 �凱000 �8，500 �9，500 �11，500 �12．000 �16，500 �18，500 �21，300 

スタンダード ・ツイン �3名1室 �53l �8，500 �9，500 �10．580 �12，000 �14，800 �1叩00 �19，500 �22，300 

固唾重囲垂頭L毒妄萎萎萎萎萎墓室邑旨嵩苫苫旨皆言gどとどど岩音書 証固唾司団垂頭．一芸芳富芳賀芸＿呈出喜ききききききE義勝草朋奉書j 
2名1室 ��10，500 �11，500 �13．300 �14，500 �18．500 �20，800 �24．500 �28，800 

※宿泊除外日：10／1～14、12／31、1／1 


