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0京都ブライトンホテル

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／匠匠⊆】）　　　　　　　　塑性円

入室人員 �プコ テ ＝r リ �博多駅発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／‘トー11 12／8～30 1／4－3／20 �3名1室 �52 �31，400 �38，200 �10，200 �17．000 

2名1重 ��34．800 �42，400 �13，600 �21，200 

12／1－7 3／21～28 �3名1室 ��35，400 �39，200 �14，200 �18．000 

2名1重 ��38，200 �44．600 �17．000 �23，400 

11／16～30 3／29～31 �3名1室 ��39，200 �41．800 �18，000 �20．600 

2名1妻 ��44，600 �47，200 �23，400 �26，000 

子とも（小学生）差綴 ��大人基本代金より10，600円引き ���同額 

エグゼクティブツイン（関）

チェックイン／14：00

チェックアウト／12：00

■朝食内容／和定食・
洋パイキンク

■アクセス／地下鉄
烏丸線今出川駅6番
出口より徒歩8分

お一人繍500円引き
★連泊割引★
1泊日よりお一人榛

500円引き
X割引の併用不可

扇面画面
1．鞘食券でブランチ対応
OKく11．30～14’00

洋食のみ）
2．新開サービス
3．お部屋にお辣菜をご用憲

に貞男で点てていただきます）

剰除外日12／31～1／3

※朝食なしの場合
2．000円引き

し軍勢）144213（凛主郎144313

◎ウェステイン都ホテル京都（本館）

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／匠囚ヨ）　　　　　　　　単位円

入室人員 �空 っ‾ ＝1 リ �博多駅発語 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／1－11、11／1 �3名1室 � �28，800 �33，400 �7，600 �12．200 

2割璽 ��30，200 �35．400 �9．000 �14，200 

10／12～31 11／2－3、1／3－4 �3名1宴 ��30，800 �36．200 �9，600 �15．000 

2名糧 ��32，400 �40，600 �11．200 �19．400 

11／9～16、12／7 �3名l室 �53 �35，200 �36．200 �14，000 �15．000 

2名1室 ��38，800 �40，600 �17．600 �19．400 

11／17～30 12／31～1／1 �3名1室 ��36．200 �40，200 �15，000 �19，000 

2名1茎 ��40，600 �43，800 �19，400 �22．600 

子ども（小学生）差額 ��大人基本代金より10．600円引き ���同額 

チェックイン／15：00

チェックアウト／11：00

■朝食内容／
和洋バイキング

■アクセス／
地下鉄索西緑蹴
上駅より徒歩2分
（」R東都駅より無料
シャトルバスあり）

訝しい糾ント
★30日前割引★
お－「人祷500円引き
★連泊割引★
1泊目よりお「人様
500円引き
※割引の併用不可

1▲フィットネスセンター

滞在中1回ご利隋無料
（通常1回500円）

2．朝刊サービス

だ朝食なしの頃合1700円引き
11／ト臥12／ト6、m3／21は

休前日掩い、10／5、1り22、
12／7、1／4、2／10、3／20は

平休日扱い

◎京都国際ホテル

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／旺匠El）　　　　　　　　　単位円

入室人昌 �2⊇ フ「 ＝J リ �博多駅発衝 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／8～30 1／3～3／14 �3割雲 �53 �27，400 �29．000 �6，200 �1800 
2名1室 ��28，200 �30．400 �7，000 �9．200 

1名1室 ��29，400 �31，200 �8．200 �10．000 

10／1～11／1 11／4～8 12／1～7 3／15～20 �3名1室 ��29，000 �30，600 �1800 �9，400 

2名唱 ��30，400 �32，600 �9，200 �11．400 

1名1茎 ��31，200 �33．400 �10，000 �12．200 

‖／2～3 日／9～30 3／21′－31 �3名憎 ��31，800 �33，600 �10．600 �12，400 

2名1室 ��34，600 �37，400 �13，400 �16，200 

1名1室 ��37，200 �39．200 �16，000 �18，000 

子とも（小学生）差取 ��大人基本代金より10，600円引き ���同額 

チェックイン／13：00

チェックアウト／11：00

■朝食内容／
和洋バイキング

●アクセス／
地下鉄乗西線
二条城前節2番

出口より徒歩3分

－益胡！牲拒－

′ヽ00⑳

〇〇・二・
（嘗出）（致歩≡分）紺J以≡割

田㌢すめポイント
1．朝食券でブランチ
対応OK

＼ヱ：除外白12／31～1／2

崇朝畠なしの場合
1，700円引き

（恕144212㊨144312

◎グランドプリンスホテル京都
スーペリアフロアツイン（河）

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

二二了■一千

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復佃匹l）　　　　単位。？◎0⑳

入室人員 �妻 フ■■ ＝ぎ リ �博多駅発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／8～30 1／3～3／20 �3名1蓋 � �28，600 �30，800 �7．400 �9，600 
2名1室 ��29，800 �31，800 �8，600 �10，600 

1名1室 ��35，000 �39，200 �13．800 �18．000 

10／1～11 10／14－31 �3名1茎 ��30．800 �33，800 �9，600 �12．600 
2名1婁 ��32．200 �35．800 �11，000 �14．600 

1部室 ��39，600 �46，800 �18．400 �25，600 

10／12～13 11／1～12／7 �3名1室 �52 �34，600 �41．400 �13．400 �20．200 

2名1室 ��36，800 �43．800 �15，600 �22．600 

1名1室 ��48，800 �6乙400 �27，600 �41，200 

12／31～1／1 �3名1室 ��38． �800 �17． �600 2名1富 ��44，200 ��23．000 

1名1室 ��64，600 ��43，400 

子とも（小学生）差現 ��大人基本代金より70．600円引き ���同額 

※朝食なしの場合1，500円引き

○○白
（編出）（漫到0分）m血S入刀

闊しいポイント

★30日前割引★
お一人傷500円引き
★連泊割引★2泊目より

お一人撫500円引き
※割引の供用不可

匿≡≡ポイント
1．茸＃駅ウェルカムカウンター

に14時迄に福糟を掛すると
畿閂でホテルへ乱副礼譲

2朝食券をケーキセットへ
変更OK（1■ポンドカフ
にて11：30－21：00）

デラックスフロア
ツインルー・ム

お1人焼き夕無加

（願1144314

○ウェステイン都ホテル京都　すごき

姦壷畠鼠崩摘義歯懐壬
、‾麺岳雪害

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／E正道】）

入室人員 �力 テ ＝プ リ �博多離党譜 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

3名1室 � �28．800 �33．400 �7，600 �12，200 

2名糧 ��30，200 �35．400 �9．000 �14，200 

10／12－31 �3名1室 ��30．800 �36，200 �9，600 �15，000 

2名1室 ��32，400 �40．600 �11．200 �19，400 

3割室 �13 �35，200 �36，200 �14．000 �15，000 

2名1室 ��38，800 �40．600 �17，600 �19．400 

11／17～30 12／31～1／1 �3名1呈 ��36．200 �40．200 �15，000 �19，000 

2名1室 ��40，600 �43，800 �19．400 �22，600 

子とも（小学生）差韻 ��大人基本代金より10，600円引き ���同鞄 

初空（パス・トイレ付）

チェックイン／15：00

チェックアウト／11・00

★30日前罰引★
あー人様500円弓は
★選果措Ij引★

1泊昌よりあー人様
500円引琶
※書愕1の併用不可

1．・フィットネスセンター・
滞在中1回ご利用無料
（通常1回500円）

2朝刊サービス

瀾食なしの場合1700円引き
′11／ト臥12／ト6、1／1、3／2椙

休前日扱い、10／5、11／22、
12／7、け4、2／10、3／20は

平休日扱い

◎ANAクラウンプラザホテル京都
（旧京都全日空ホテル）

大人お一人横1泊2日基本代金（JR往復／団）　　　　　　　　　望位円

入室人員 �力 テ ＝ぎ リ �博多駅発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／1～4 12／1～30 1／2～3／14 �3名1室 �53 �28．200 �30．400 �7．000 �9，200 

2名1室 ��29．800 �34，800 �8．600 �13．600 

1名1茎 ��32．800 �37．400 �11，600 �16，200 

10／5～11 3／15～31 �3名1睾 ��28．800 �31．400 �7．600 �10，200 

2名1室 ��30，600 �36．400 �9，400 �15，200 

1名1室 ��33，400 �38，800 �12，200 �17，600 

10／12～13 日／16－30 �3名1室 ��30，400 �33．200 �9，200 �12，000 
2名1室 ��34，800 �38．200 �13，600 �17，000 

1名1室 ��37，400 �40，800 �16，200 �19，600 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金より10，600円弓ほ ���同額 

チェックイン／13：00

チェックアウト／11：00

●朝食内容／
和洋バイキング

●アクセス／
地下鉄東西線
二条城前駅2番

出口より徒歩1分

■■■瑚l謁臆t■■

や⑳0⑳

¢◎あ
野蒜、箭ント
ジ★連泊割引★

2泊日よりお一人様
1，000円引き

転義i画面娘
1．朝刊サービス

〉′；除外日12／31～1／1

※朝食なしの場合
1，500円引き

嘉
納
蔭
日
日
鰍



－1‥‥・いき　ユトl一二一日1－－，こ、千一ゝ

えこく指1；抜ノミIl－1二田．一　　・‡ゾ）flJ ��便粧し洗練された施設を診るホテルです　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳・困117　⑳は42・17　⑳榊3■17闘 �������������� 

顧　大人お一人儲≡1泊2。基本代金（。R往復／壷志）　単位二円 �������������� 

羊定食・和洋 より徒歩1タヨ 澄∴ �‾．尊皇 ・静 バイキング ゝ（直結） ���澗 � � �娼娼 �空 フ‾ コ リ �博多駅発着 ��廷泊代金 �� � 

17 ������≡随1 十十 闇H幡罰艶搾馳欝好か ‾㍗－嘗 ∋ 娼r、～ �����平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／1～4、11／1、11／8 11／10～14、12／1～3 12／8～20、12／23～29 1／4～25、1／31～2／8 2／14～3／13 �3名唱 �52 �31月00 �35，800 �10，600 �14，600 

】 】 �■朝食内容／和定食・ラ ■アクセス／」R京都駅 霊l題巫匿嗣 チェツ妄イン／15‥00l．二 チェックアウト／12：00 ■¶軒 等挙 式 ��������2名唱 ��34，600 �39．400 �13，400 �18，200 �� 
障■・‾′p一・・毒・・喜・匪■壷．盃ノ二，蔭』 ���鳩糧 ��叫800 �53，800 �23，600 �32．600 �� 

10／5～11、10／14～25 10／27～31、11／2～7 11／9、1り15、11／24 12ノ仏～7 1／33／14～20 �3名唱 ��32，900 �37，600 �11，700 �16，400 �� 

l �����2名唱 鳩l室 ��35朋0 46，800 �41，800 58．600 �14，600 25．600 �20，600 37，400 

肇鏑鞠　鯛、i－リ ���������� 
∴七一㌔ド∴！ぎー！‾∵れ㍉甥 　　　　　j－」一二ふ ����� �3／23～28、3／30～31 �������� 

t力莞完三三。，ト彗欝）l、　　　　　　　　　　・外観 ������10／12～13、10／26 �3名1窒 ��36800 �38800 �15600 �17600 �� フー 1定員（名） l広さ（書） て二、‘頂 �l l ．心 服 �1、31 38l ノ■道中′′ニ 巨 ����11／16～23 11／25～30 12／21～22、12／30 1／2、3／21～22、3／29 �2名1室 1名1室 ��l 40400 �I 43600 �l 19200 �I 22400 �� 

l 55，400 �I 62，200 �l 34，200 �I 41，000 �� 

12／31～1／1 1／26～30 �3名1室 ��30，600 �40，200 �9，400 �19，000 

攣璧 十 重∴・＿＿d �葺 l ������2名唱 ��33，800 �44800 �12，600 �23，600 �� 
磁・●－’ ��2／9～13　鳩糧 ��43．80063，400 ���22，60042，200 ��� 

客室－ ���1．輯食券でブランチ対応OK※12／31～1／1除く （11：00～14：002Frル・タン」洋食セットのみ） ��子とも（小学生）差額 ��大人郎代金より10，600円引き ���同額 
2点日刊サービス � ��������� 

鼠は4319

◎ホテルビスタ京都
チェックイン／15：00

チェックアウト／10：00

■朝食内容／
和パイキンク

■アクセス／
」R京都駅ハ条口より

徒歩1分

大人お一人様1泊2E］基本代金（JR往復／EE⊆】）　　　　　　　　　単位円－6蕗劇！醍都ヨ■■■

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

12／15～27 1／5～2／28 �2名1室 �52 �26，400 �29，200 �5．200 �8，000 

1名1室 �41 �28，200 �30．200 �7，000 �9．000 

10／1・～10 3／1へ・9 �2名1室 �52 �28，400 �29．600 �7．200 �8，400 

l名1墓 �41 �29，200 �30，400 �8，000 �9．200 

10／11～11／8 12／8～14 12／28－・30 1／2～4 3／10～20 �2名1室 �52 �29，600 �33，200 �8，400 �12．000 

1名1室 �41 �30．400 �33，200 �9，200 �12，000 

11／9～12／7 12／31～・1／1 3／21～31 �2名1室 �52 �33．200 ��12，000 

1名1室 �41 �33．200 ��12，000 

子ども（小学生）差額 ��大人基本代金より10，600円弓ほ ���同取 

′ヽ00⑳
澤イ丁スイ万ノ日編出）

¢◎⑳
（編出）・闇き1知　Tm略用

退しいポイント

★30日前割引★
お一人様500円引き
★連泊割引★
1泊白よりお一人様
500円引≡
※割引の併用不可

粗朝食なしの場合
1000円引き

巨蚕麺桓≡変電義

◎新・都ホテル（本館）

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／園）　　　　　　　　単位

入室人員 �重 石 リ �博多駅発怒 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／8～27 �3名1案 � �27．200 �29，800 �6，000 �8，600 2名1案 ��28，600 �31，600 �7．400 �10，400 

1名1室 ��30．600 �33，600 �9．400 �12，400 

10／14～31 12／7 12／28～30 3／21～22 �3名1室 ��28，800 �32，600 �7，600 �11，400 

2名1室 ��29，800 �35，600 �8．600 �14，400 

1名1室 ��32，000 �37，800 �10．800 �16，600 

10パ2～13 日／1～9 1／2、3／15 3／23～31 �3名1室 �53 �30，800 �34．200 �9．600 �13，000 

2名憬 ��32，800 �36，800 �11，600 �15，600 

1名1茎 ��35．200 �38．800 �14，000 �17，600 

11／10～30 12／31～1／1 �3名1室 ��32，600 �34．200 �11，400 �13，000 
2名1室 ��35，600 �36，800 �14，400 �15．600 

1名1室 ��37，800 �38．800 �16，600 �17，600 

子とも（小学生）差額 ��大 �入墨本代会より10，600円引き ��同額 

チェックイン／14：00

チェックアウト／12：00

■朝食内容／
和定食・洋定食・
洋パイキンク

tアクセス／
JR京都駅ハ条口
より徒歩2分

′ヽ∈）0⑳

¢◎⑮
r】毒出）（館内）nJS入刀

訝しいポイント
★30日前割引★
お一人様500円引き
★連泊割引★
1泊日よりお一人様
500円引き
※害帽王の供用不可

亡．・こ‾・・l

l稲食券でブランチ糾応OK

かストラン泊ノトにて11討～14媚

；－；12／1～6、1／1、1／3、

3／16～21は休前日扱い

12／28、2／10、3／15は

平休日拍い
※朝食なしの場合
1500円引き

◎ホテル近鉄京都駅
チェックイン／15：00

チェックアウト／11：00

t朝食内容／
和洋バイキング

■アクセス／
」R京都駅新幹線
中央改札口より
徒歩1分

単位円－湖！粍桁1■■

入室人員 �壬J ＝J リ � ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／1～6 1／6～10、1／13～3／14 �3名1室 �73 �26，200 �29，600 �5，000 �8．400 
2名1室 �52 �27，200 �30，400 �6，000 �9．200 

1名1室 ��30．400 �33，600 �9．200 �12，400 

12／7、1／3～4 �3名ほ �73 �28，200 �30．800 �7．000 �9，600 2名1室 �52 �28．800 �31．400 �7，600 �10，200 

1名1室 ��32，000 �34．800 �10．800 �13．600 

1り1～30 12／21′〉22 �3名1喜 �73 �30，400 �30，800 �9．200 �9．600 

2名1室 �52 �30，800 �31，400 �9．600 �10．200 

1名1室 ��34，200 �34，800 �13．000 �13，600 

12／31～1／1 �3名1茎 �73 �31， �800 �10， �00 2名1室 �52 �32．800 ��11． �00 

1名1室 ��35．600 ��14．400 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金より10，600円引き ���同額 

′ヽ00⑳

¢◎巻
。う芦胃欝苧ントノ
★連泊割引★

憎目よりお一人樺　皇
500円引き

崇；1名1室はツインルームの

1名利用です
＼′陪夕日］1／5

11／10～12／6、12／29
～30、3／21は休前日扱い、

1／4、2／10、3／20は平休日乱1

崇朝食なしの場合900円引き

しこ三■1

深夜棚の為、専政2345～
500の問ホテル玄関前の近

鉄八乗□入口がこ利用いただ
けません。ご用の際は近鉄八
乗ロ1倍入ロのrホテル専用
インターホン」でホテルスタッ

フ家でこ逮隠ください。

⑳新・都ホテル（サウスウイ汐）

型一一・
大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／団遜】）　　　　　　　　　単億円

入室人員 �空 ア 二ゴ リ � ��延泊代金 
平休日 �体前日 �平休日 �休前日 

12／8～27 �3名1室 �57 �27，700 �30，300 �6，500 �9，100 

2部室 ��29．600 �32，600 �8．400 �11，400 

10／14～31 12／7 12／28～30 3／21～22 �3名1室 ��29，300 �33．100 �8，100 �11，900 

2名1室 ��30，800 �36，600 �9．600 �15，400 

10／12～13 11／1～9 1／2、3／15 3／23～31 �3名1重 ��31．300 �34．700 �10，100 �13，500 

2名ほ ��33．800 �37，800 �12．600 �16，600 

11／10～30 12／31～1／1 �3名1室 ��33，100 �34，700 �11，900 �13，500 

2名1室 ��36．600 �37，800 �15．400 �16，600 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金より10，600円引き ���同級 

チェックイン／14：00

チェックアウト／12：00

■朝食内容／
和定食・洋定食・
洋バイキング

■アクセス／
」R京都駅ハ衆口
より徒歩2分

廿■■B直音帽章新吉－

′ヽ00⑳

盲◎垣
魂遥遠由
★30日前割引★
お一人様500円引き
★連泊割引★
1泊日よりお一人様

500円引き
※割引の併用不可

1．綿食券でブランチ対応OK

；；て12／1～6、1／1、1／3、

3／16～21は休前日扱い

12／28、2／10、3／15は

平休日扱い
※朝食なしの場合

1．500円引き

貰
J
R
の
乗
車
日
泰
意
地
に
よ
り
追
加
代
金
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
必
ず
右
ペ

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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◎京都新阪急ホテル

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／圃）　　　　　　　　　単位円

入室人員 �2⊇ フ「 コ リ �博多駅発着 ��延泊代金 
平休日 �体前日 �平休日 �休前日 

12／15～30 1／2 1／5～31 �3名1室 �52 �27，200 �31，200 �6．000 �10，000 

2名1璽 ��28，400 �32，400 �7，200 �11，200 

鳩耀 �41 �30，600 �34，200 �9，400 �13，000 

10／1～4 10／6～11 12／8～13 1／3～4 2／1～3／14 3／16～20 �3部室 �52 �28，400 �31，200 �7，200 �10，000 

2名1室 ��29，400 �32，400 �8．200 �11，200 

1名唱 �41 �31，800 �34，200 �10，600 �13，000 

10／12～1り15 12／1～7 3／15 �3名1室 �52 �30，800 �34，400 �9，600 �13，200 

2名1室 ��31，800 �37，200 �10，600 �16，000 

1名唱 �41 �34，200 �39，200 �13，000 �18，000 

10／5 11／16～30 12／14 12／31～1／1 3／21～31 �3名唱 �52 �32，800 �34，800 �11，600 �13．600 

2名1室 ��33，800 �38，200 �12，600 �17，000 

1名1室 �41 �36，200 �39，600 �15，000 �略400 

子ども（小学生）差額 ��大人茎本代会より10，600円引き ���同額 

チェックイン／14・00

チェックアウト／11・00

■朝食内容／和定食・
和洋バイキング

■アクセス／」R京都駅

烏丸中央口より
徒歩3分

1－弥IF†1－

′ヽ00⑳

苛〇二■－
（貸出）麓ヴ1分〉m◆USIJ

評い、ポイント
★連泊割引★
1泊目よりお一人椎

500円引き
（除外日1α12～13、
11／2～3、11パ6～12ノ7、

12／31～1／1、3／21～31）

亡・・．・．‾・・111

1蘭食券でブランチ対応OK喜

弾創0く00～什3α
和食‖’30～1400）

2聞け－ヒス（フロントにて）5

；三、12／31は休前日代会

にお一人楼700円の
追加となります
11／10－30、1／1～2、

3／16～21は休前日扱い、

10／5、12／14、1／4、2／10

は平休日担い
点朝食なしの場合

1．400円引き

（12／31～1／1は

朝食なしの設定は
ございません）

∴、・Jこ、‥tJ　三二二、ミ　・
杢川棚24／女子会144424⑯144324／女子会144624

⑳京都センチュリーホテル

■朝食内容／和定食・和洋バイキンク
■アクセス／」R京都駅烏丸中央口より徒歩2分

匪ヨサ◎¢⑳¢◎申
チェックイン／14：00

チェックアウト／12：00

．　一三…■荒　くミ苦言

■朝食内容／
和洋パイキンク

■アクセス／
」R寿都駅烏丸中央口

より徒歩3分

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往笹／園）　　　　　　　　　皇位円

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

10／1～4 12／23～30 1／3～3／7 �3名1室 �52 �26，600 �28，000 �5，400 �6．800 

2名1室 ��27，400 �29，200 �6，200 �8，000 

1名唱 �41 �28，200 �30，200 �1000 �9．000 

10／5～‖ 10／14～11／1 12／8～20 り2、3／8～20 �3名1室 �52 �28，000 �28．800 �6，800 �1600 

2名ほ ��29，200 �30，600 �8，000 �9，400 

1名1室 �41 �30，200 �31，400 �9，000 �10，200 

10／12～13 日／2～8 12／21～22 �3名1室 �52 �29，400 �30，400 �8，200 �9，200 

2名1室 ��30．600 �31，600 �9，400 �10，400 

1名1室 �41 �31，800 �32，600 �10，600 �11，400 

1り9～12／7 12／31～1／1 3／21～31 �3割室 �52 �30，200 �30，800 �9．000 �9，600 

2名1室 ��32，200 �33．200 �11．000 �12，000 

1名1室 �41 �33，200 �34．200 �12．000 �13，000 

子とも（小学生）羞罷 ��大人墨本代金より10．600円引き ���同視 

ホテル削森†∴十

′ヽ00⑳

¢◎あ
（貸出）「温歩2分）h即、力

（当∃7討

ぅしいポイント）
★連泊割引★　　！
1泊目よりお一人樽　等

500円引き　　　　室

讐崇プ崇鴇，）至

誓－＿二・一・Jj、
※朝食なしの場合

1．200円引き

嗣しいポイント
★連泊割引★1泊目よりお一人様500円引き

i謡蘇撃墜墾」」
館内レストラン10％割引芳村

ぷ】；・3・・、

誕生日、結婚記念日に宿泊の場合

お郡藍に塩害1号ティ叫セツ沌こ開憲（要事前予約）

奏頭書哀雷

圧∋畑肝重三m≡≡
二二二｝l二二二＿二二
●博多駅発着〈のぞみひかり利用〉の基本代金に下記の通力ロ代金で、最寄りの駅からのこ乗車が可能です。

大人お一人様1泊2日靂本代金（JR往復／駁lヨ帽l）

入室人員 �空 っ‾ コ リ �博多駅発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／1～4 12／8～30 1／3・）3／7 �3名1室 �52 �27β00 �30．800 �6，400 �9，600 

2名1室 ��29，200 �32，400 �8，000 �11，200 

10／5～11／9 12／1～6 3／9～20 �3名1室 ��30．800 �35，800 �9，600 �14，600 

2名1室 ��32，400 �37，400 �11．200 �16，200 

11／10～30 12／7、1／2 �3名唱 ��33，400 �35月00 �12，200 �14，600 

2名1室 ��35，200 �37，400 �14，000 �16．200 

12／31～1／1 �3名1室 ��36月00 ��15，600 

2名唱 ��38，600 ��17，400 

子とも（小学生）差額 ��大人塁本代会より10．600円引き ���同額 

※11／17～30は休前日扱い、12／7、3／8は平休日扱い

※朝食なしの場合、1，500円引き

翌零．揖二l『『覗
、イ・　　‾●　′

て‾㍉

京 都 �　＼ ��博多 �小倉 �行橋 �新飯塚 �佐賀 �新鳥栖 久留米 �筑後船小屋 �新大牟田 �熊本 �新八代 �新水俣 �佐世保 諌早 �長崎 �中津 �霜 �J∴ �川内 
の ぞ み ひ か り �下言己以外 �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弓には一切こ愛車いただけません。
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⑳リーガロイヤルホテル京都

jo5797妻

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／悶）　　　　　　　　単位円

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

10／1～‖ 10／14～31 12／8－30 1／3～3／20 �4名1室 �84 �27，600 �29，600 �6，400 �8，400 
3名1室 �52 �28．200 �30．200 �7．000 �9．000 

2名1室 ��29．800 �31，800 �8，600 �10，600 

1名1室 ��36，600 �39．800 �15，400 �18，600 

11／1～15 12／1～7 3／21～31 �4名1室 �84 �31，600 �33，800 �10，400 �12．600 
3名唱 �52 �32，800 �35．200 �11，600 �14，000 

2名1室 ��33，800 �36，200 �12．600 �15，000 

鳩糧 ��42，800 �46，400 �21．600 �25，200 

10／12－13 日／16～30 �4名唱 �84 �33，800 �34，200 �12，600 �13．000 3名1室 �52 �35，200 �35，600 �14．000 �14．400 

2部室 ��36，200 �37，200 �15．000 �16，000 

1名1室 ��46，400 �47，600 �25．200 �26，400 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金より10，600円引き ���同額 

チェックイン／14：00

チェックアウト／11：00

■朝会内容／
和定食1
和洋バイキング

■アクセス／
JR東都駅ハ条口

より無料シャトル
バスにて約5分

（1時間4便
7　30～2100）

（除外白川／16－30）∃
※割引の併用不可　　∃
朋．，．、鵬…．｝＿一．：．．、．．．．．．．　　　＿血血▲、血＞ノ

1．耕土券でブランチ対応OK

㌫除外日12／31～1／2

盗朝食なしの場合
1500円引き

144127　垣）144227⑯144327

◎ホテルモントレ京都
那■タイプ �シンクル 41 �ツ 52 �イン 173 

定1（名） �1～2 �2 �3 

広さ（ポ） �20 �22 �26 

大人お「人様1泊2日基本代金（JR往復／隠田刃）　　　　　　　　単位円

入室人員 �を フ‾ コ リ �博多郡発着 ��延泊代金 
平休日 �体前日 �平休日 �休前日 

12／8～30 1／2～3／20 �　3名唱 2名ほ（セミダブル） �73 41 �27，800 �31．000 �6．600 �9，800 
2部室 �52 �28，800 �32，800 �7．600 �11月00 

1名1室 �41 �31，600 �34，800 �10．400 �13．600 

10／1～11 10／14・、′18 10／20～25 10／27～31 �3名1冨 �73 41 �29．800 �31，600 �8，600 �10朋0 

2名1室 �52 �31．000 �33，400 �9．800 �12，200 

1名1室 �41 �33，800 �35．400 �12．餌0 �14．200 

10／19 10／26 11／1～13 3／23～28 3／30～31 �3名1室 �73 41 �31，000 �36，200 �9，800 �15．000 

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

1名1室 �41 �35，000 �39，800 �13．800 �18，600 

10／12～13 11／14～12／7 12／31～1／1 3／21～22、3／29 �3名1室 �73 41 �40， �00 �19，4∞ 

2部室 �52 �41， �00 �20．600 

1名1室 �4† �叫400 ��23，200 

子とも（小学生 �惹観 �大人塁本代金より10．600円引き ���同額 

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／

地下鉄烏丸御池駅
6番出口より徒歩2分

－蕗ヨ】！拉Ii子－■■

〈00⑳
（パン十Ⅵドイナス佃ノ）（嘗出）

¢◎⑳
（琵歩1分）n励

声　い、糾ント
★30目前割引★
お一人糟500円引き

★蕪泊割引★
1泊呂よりあー人様
500円引き

※割引の供用不可

※朝食なしの喝合
し500円引き

◎京都東急ホテル

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

10／1～15 12／8～30 1／3～3／19 �3名1室 �53 �27．800 �■30，800 �6，600 �9，600 

2名唱 ��28．800 �32，000 �1600 �10．800 

1名1室 �41 �32，600 �35，800 �11，400 �14．600 

10／16～11／＝ 12／1～7 り2 3／20～31 �3名1室 �53 �29．800 �35，200 �8，600 �14，000 

2名1室 ��30．800 �37，400 �9，600 �16．200 

1名1室 �41 �34．800 �40，800 �13．600 �19，600 

＝／12～30 1／1 �3名1室 �53 �35．200 �36，200 �14，000 �15，000 
2名1室 ��37，400 �39，200 �16，200 �18．000 

1名1宴 �41 �40，800 �43，200 �19，600 �22．000 

12／31 �3名1室 �53 �38．800 ��17．600 2名唱 ��42．200 ��21，000 

1名1室 �41 �45，8 �00 �24，600 

子とも（小学生 �差額 �大人基本代金より10，600円引き ���同額 

訝しいホイント
★30日前割引★
お一人榛580円引き

★漕油剤引★
1泊目よりお「人様

500円引き

試割引の併用不可

去‾＝・“‾・・、一

1．朝食券でブランチ

対応OK榊．卸～14刃）

11／22、1／1、3／21

は休前日扱い、3／20
は平休日扱い
朝食なしの場合
2．000円引き

（12／31～1／1は

3．000円引き）

直垂高石音義葡－44228／女子芸
にっ　こう

144528蘭H44328／女子会

◎ホテル日航プリンセス京都
妄＝丁■ト⊥

ト

チェックイン／13：00

チェックアウト／1200

■朝食内容／和定食
洋パイキンク

■アクセス／地下鉄
烏丸線四条駅5番
出口より徒歩3分

大人お一人横 1泊2日基本代金（JR往復／駈EE】）

娼人員 �を フ‾ コ リ �博多駅発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

11／10～14、12／1～6 12／14～20、1／5～10 1／12～17、2／1～6 2／15～20、3／1～6 �3名唱 �57 �29．800 �35，200 �8．600 �14，000 

2名唱 �52 �32，200 �38．600 �11．000 �17，400 

ほほ ��39，600 �45，800 �18，400 �24．600 

12／28～30 り19～31 2／7～14 2／21～28 �3名1茎 �57 �30月00 �35，200 �9，600 �14，000 

2名唱 �52 �33，200 �38月00 �12．000 �17．400 

相接 ��40，600 �45．800 �19，400 �24，600 

10／ト11、10／14～19 12／21～27 1／11、1／18 3／7～14、3／23～27 �3名唱 �57 �30，800 �36．800 �9．600 �15．600 

2名1重 �52 �33．200 �40．200 �12，000 �19．000 

鳩糧 ��40．600 �47，400 �19．400 �26，200 

10／12～13、10／20～‖／9 1り15～30、12／7～13 1／3～4 3／15～22、3／28～31 �3名唱 �57 �33，200 �37，800 �12．000 �16，600 

2名耀 �52 �35．800 �41，600 �14，600 �20，400 

l名愕 ��43，800 �48，即0 �22，6∞ �27．400 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金より10，600円引き ���同額 

片道モー巨二一1こ変更寧能！！

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

ウ⑬0⑳（苛J◎㊨

庖蒜適中
★30日前割引★
お一人糟500円引漂

★連泊割引★
1泊目よりお一人様
500円引き

こ；－…′
1．鞘食禅でブランチ対応OK‡

（1130′－14　30）

2新聞サ岬ビス
桝岨コンンエルジユデスクにて）≡

・盲ⅢこTJ■

竹炭浣績石■を1滞在に付
お一人≠1つプレゼント

を：i除外日12／31～1／2

※1名1室はツインルー
ムの1名利用です

※11／10～12／6、12／29～

30、3／21～31は休前別巧

い、1／4、2／10、3／20は平

休日摸し1
※朝食なしの場合
1800円引き

京 都 �　＼ ��博多 �水食 �行橋 �新飯塚 �佐賀 �新鳥栖 久留米 �筑後船小屋 �新大牟田 �熊本 �新八代 �新水俣 �佐世保′ 諌早 �長崎 �中津 �大分 別府 �鹿児責 中央 �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 �乙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一みずほ号には一切ご乗車いただけません。



喪塾‾軍焉
≠F曇華空三三≡
◎大津プリンスホテル

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／園）

入室人員 �空 っ「 コ リ �博多駅発着 ��廷泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／8～30 1／3～3／21 �4名僅 �54 �27．600 �28，800 �6，400 �1600 3名1室 ��28．600 �29，800 �7，400 �8，600 

2名1室 ��30，800 �31．800 �9，600 �10，600 

1名1室 ��37，400 �38，400 �16．200 �17，200 

10／1～＝／15 3／22～31 �4名1室 ��29，800 �34，200 �8，600 �13，000 3名檀 ��30，800 �35，200 �9．600 �14，000 

2名1室 ��32，900 �37，400 �11，700 �16，200 

1名1室 ��39，200 �43月00 �18．000 �22．600 

11／16～12／7 �4名1室 ��32，400 �34，200 �11．200 �13．000 
3名1室 ��33，400 �35，200 �12，200 �14．000 

2名唱 ��35，600 �37，400 �14．400 �16．200 

1名1室 ��42，200 �43，800 �21．000 �22，600 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金より10，600円弓ほ ���同額 

チェックイン／14：00

チェックアウト／11：00

■朝食内容／
和洋パイキンク

■アクセス／
」R大津駅より
車で10分

墨ホテル紹偏

や⑳0⑳
・■ニ■

¢◎
（嫡出）（往歩5分）

転㌢すめポイント，
1京都斬ウェルカム
カウンターに1哨迄に∃
荷物を凱すると糟料で　喜
ホテルへお届けします　を

※陳列眉12／31－1／2
※朝会なしの場合

1，500円引き

◎長浜ロイヤルホテル

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／6匹遜I）　　　　　　　　　鼻億円

入室人員 �空 っ■ コ リ �博多駅発着 ��廷泊代金 
平休日 �体前日 �平休日 �休前日 

10／1～11／8 12／1～30 1／3～3／14 �4名1室 �54 �26．800 �27，800 �5，600 �6．600 3名糧 ��27，600 �28．600 �6．400 �1400 

2名1室★ ��29，600 �30，800 �8，400 �9，600 

1名1室 �41 �27．600 �28，800 �6，400 �7，600 

11／9～30 3／15－31 �4名1室 �54 �27．800 �29，400 �6，600 �8．200 

3名1室 ��28．600 �30，200 �7，400 �9，000 

三塁糧I ��30，800 �32，200 �9，600 �11，000 

鳩1室 �郎 �28，800 �29，600 �7．600 �8．400 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金より10，600円引き ���同額 

チェックイン／15：00

チェックアウト／11：00

■朝食内容／
和洋中バイキング

■アクセス／
」R長浜駅西口より
徒歩10分

－諒劇梨l〔書－■■

′ヽ00⑳
・tJ／

¢◎◎㊥
（劃）彊職り〉鮎翰）m舶入刀

転けめ酎ントト
17－リ¶チェックイン14．00≦

；蓑除外日12／31～1／2

※2名1室★はデラックス

ツインとなります。
※スタンダードツイン

（カテコリ　52）は3名1室

と同額となります。

く木ノ本駅出発プラン＞ 【宿場町と観音の里コース】くマルス番号：26795〉※除外日：12／24～1／7 木ノ本駅（東口）→己高閣・世代闇→石道寺→ �′が・ � �く貴生川駅出発プラン＞　　　　　欄 諾謡蒜蒜㌫諾諾品蒜撃惑壷重責 � 

タイコウ醤油→木之本地蔵院・北国街道散策→木ノ本駅 【十一面観音の里コース】〈マルス番号：26796〉※除外日：12／24～り7 木ノ本駅（東口）→己高閣・世代間→石道寺→ 西野薬師堂→唐喜山赤後寺→木ノ本駅 ��� 

戦国浪濃の宝庫
秀吉の城下町・長浜散策コース
●期間一平成25年10・11日、

平成26年3月21日～30日の毎日

●九台時間：10．40
●集合場所りR長浜駅改札前
●所要時間．約1時間45分
●お闘い合せ：湖北観光情報センター四房吉
0749－65－0370（9：30－18．00）

l千一i、．たこ・●・】l二二一子、ぷ－、Tr

彦根城・夢京橋コース

●期間：平成25年10月～平成26年3月の土曜日（12／28、1／4隙く）
●集合時間▲10▲00
●■合場所’牽恨観光協会前※彦根駅から彦根城方面へ

徒歩約7分
●所要時間：約2時間
●お問い合せ　公益社団法人彦根観光協会

0749－23－0001（8．30－17．15）

大津まちあるき散歩コース　馳

●期間●平成25年10月～平成26年3月の第1土膚臼
●土合時間10．00

●集合喝所’大津駅北口改札前
●印璽時間．約2時間
●お問い合せ　びわ湖大津志賀婿光振興協懐会　　　　声

077－528－2772（8・40－17・25）※土・日・祝休み∴

※
J
R
の
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地
に
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代
金
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い
。



鋏　　　【駅【単

票　美術竿ヰ
駅　　　粕白黒　0　　吉
1　　　　　1　　1

⑭榊131／女子会144431㊥144231／女子会144531⑭l舶331／女子会

○ホテル日航奈良

144631∃05154

石屋タイプ 館剖（コザ） �シングル 41 �ツイン 52 �ダブル 66 

定i（名） �1 �2・3 �2 

広さ（d） �16 �23・26 �23 

大人お「人様1泊2日等本代金（JR往復／団這巫】）　　　　　　　　蛍位円

入室人員 �プつ テ 二プ リ �博多駅発石 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／1～18 12／8～30 1／3～2／28 3／16～20 �3名1室 �52 �28，800 �29，200 �7，600 �8．000 

統構 �66 �29．200 �29，800 �8，000 �臥600 

2名1茎 �52 �29，800 �30，400 �8，600 �9，200 

1名1室 �41 �30．800 �31．400 �9，600 �10．200 

3／1～15 3／21－31 �3名1室 �52 �30，200 �31，600 �9．000 �10，400 
隣局 �66 �30．800 �32，200 �9．600 �11，000 

2名1室 �52 �31．200 �32，800 �10，000 �11，600 

1名1室 �41 �32，200 �33，800 �11，000 �12，600 

‖／16～12／7 12／31～1／2 �3名1室 �52 �31．600 �32．600 �10，400 �11，400 携積 �66 �32，200 �33，000 �11，000 �11，800 

2名1室 �52 �32．800 �33，800 �11，600 �12．600 

1名1室 �41 �33，800 �34，600 �12，600 �13．400 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金より10，600円引き ���同額 

チェックイン／13．00

チェックアウト／11．00

■朝食内容／
和洋パイキンク

■アクセス／
」R奈良駅西口直結

ホ‾ル設備

や⑳0⑳
けイトウェア〉　　　　衝出）

¢⑳◎⑳
（切出）　　　（弓㍊竜釧1且†1．臥乃

訝しいポイントシ
★30自前割引★
お一人穫500円引き】

★連泊割引★
2油日よりお一人様…
500円引き
篭割引の併用不可　1

二・＿■て′二・＿‾盲描ご雛

大人2名以上の女性グループは

ミキモトアメニティ何
日滞在に付お一人様1つ）

；乙1／1～2・■ま休前日扱い

※朝食なしの場合
1．500円引き

㊨144333

○奈良ホテル（新館）

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／園）　　　　　　　　　単位円

入室人員 �去】 二I リ �博多節発着 ��廷泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／1－23 12／1～29 1／5～24 1／26－2／28 3／15～20 �3名1室 �53 �34，400 �34，800 �13．200 �13，600 

2名1室 ��37，600 �38，800 �16，400 �17．600 

3／1－10 3／14 3／21へ■31 �3名1室 ��35，200 �36，200 �14，000 �15，000 

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

3名1童 ��36．200 �36，400 �15，000 �15，200 

2名1室 ��40，400 �40，800 �19，200 �19．600 

子とも（小学生）差額 ��大 �入室本代金より10．600円引き ��同額 

チェックイン／15・00

チェックアウト／11：00

■朝食内容／
和定食・洋定食

■アクセス／
」R奈良駅より
幸で10分

検夕旧10／24～25、
12／30～1／4、

1／25、3／11～13

○ホテル日航奈良　◎ホテルフジタ奈良　○奈良ホテル　○古都の宿ぢさし野

144132　⑪144332

○ホテルフジタ奈良
掴タイプ �シングル �ツイン 

カチコリ（コ一円 �41 �53 

定員（名） �1 �2－3 

広さ（ポ） �15．5 �22．5 

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／EE巫】）　　　　　　　　塾億円

入室人員 �壬】 芸 リ �博多駅発斎 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12ノ1～30 り3～2／28 �3名1童 �53 �27，800 �28，400 �6．600 �7，200 
2名1墓 ��28，800 �29，400 �7．600 �8．200 

1名1蓋 �41 �29，800 �30，600 �8，600 �9．400 

10／1～11 10／14～25 り2 3／1～11 3ノ13～20 3／23～28 �3名1室 �53 �29，400 �30．600 �8，200 �9，400 

2名1室 ��30．600 �31，800 �9．400 �10．600 

†名1夏 �41 �31，800 �32，800 �10，600 �11，600 

10／12～13 3／12 3／21～22 3／29～31 �3名1室 �53 �31．200 �32，200 �10．000 �11．000 

2名1室 ��32，800 �33，800 �11，600 �12．600 

1名1室 �41 �33，800 �34，800 �12，600 �13．600 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金より10．600円引き ���同額 

チェックイン／13：00

チェックアウト／11：00

■朝食内容／
和洋バイキング

■アクセス／
」R又は近鉄奈良駅
より徒歩5分

ホテル偏∴鴛

や◎0⑳
¢◎参
聞出）碇歩5分）m，砿u

訝しいイント
★連泊割引★
2泊日よりお一人様
500円引き

．’陳列日12／31～1／1

搭3／21は休前日扱い
掛朝食なしの場合

1．200円引き

⑭144は4

○古都の宿むさし野

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／Ri‡ヨ三間白”）　　　　　　　　約位円

入室人員 �Zヨ 三 Lj �博多駅発雷 ��廷泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／8～27 1／4・～24 り26～2／28 �小5名唱 � �37，800 �38，800 �16，600 �17．600 

3名1室 ��38．800 �40，200 �17，600 �19，000 

2名1室 ��40，200 �41，200 �19．000 �20，000 

10／1－25 3／1～11 3／13～31 �4～5名糧 ��38．800 �40，200 �17，600 �19，000 

3名1室 ��40．200 �41，200 �19．000 �20，000 

2名1室 ��41，200 �42，400 �20．000 �21，200 

10／26～12／7 �4～5名糧 �ほ �40．200 �．41，200 �19，000 �20，000 3名1室 ��41，200 �42．400 �20，000 �21．200 

2名1窒 ��42．400 �44，800 �21．200 �23，600 

1／3 り25 3／12 �4～5名ほ ��42，400 ��21，200 

3名1室 ��44．680 ��23，400 

2名1室 ��46，880 ��25，600 

こともA（小学生）差額 �3～5名1室 �大人基本代金より15，600円引き ���5，000円引き 
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

●夕食内容／会席
（部屋食又は別個重）

■朝食内容／和定食
（部屋食又は別個室）

■アクセス／
」R奈良駅より

車で10分

trすめポイント′
1ウエルカムドリンク】

2潮風即0分削パ
（■予約）

！除外日12／28～1／2

※こどもA夕食
大人に準じた料理
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