
くJR発着地別迫抽代金表〉（大人お一人棲t：ヨ／こども半額）博多釈発書の基本代金に下紺七会を追加することで・最寄りの駅からのご無事が可能です

薪鳥掛久留米儀跳刃唱

■1泊2日基本代金大人おひとり様（往復JRt博多・小倉～名古屋】＋楕泊セットプラン）

回田チサンイン名 ■交通／JR名古屋駅太閤通口 ■チェックイン／15：00● ���筆墨貿′，。＝。。匝悪習評 

出発日 �入室人員 �フコ テ ゴ リ �博多駅発着 �小倉脈発着 �延泊代金 
全日 �全日 �全日 

2名1室 �52 �25．500円 �24．100円 �5．100円 
10／1～3／30 �1名1室 �41 �27．000円 �25．600円 �－　6．600円 

l　1　1110－謬　‾　　匠訂百百百扇面 �������男悶1．900円 匠冠ヨ名古屋マリオットノリンノホ丁ル馳「岩音芋謂 ：要監禁欝慧欝［諾空雪害諾卜′，2：。。　㊥ 
一画画蘭画＝ 

■彦a■砺畑1■ミネラルウオーターおひとり様1本サービスl ������� 

出発日 �入室人員 �カ 喜 リ �博多駅発着 ��小倉IR発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �体前日 �平休日 �体前日 

10／1－10 12／23・24 1／3・4 3／16－30 �3名1室 �73 �31．400円 �33．400円 �30，000円 �32，000円 �11，000円 �13，000円 

2名1室 �52 �35．900円 �36，900円 �34，500円 �35，500円 �15．500円 �16，500円 

2名1室（ダブル） �66 �34，400円 �35．400円 �33．000円 �34，000円 �14，000円 �15，000円 

1名1室 ��40，100円 �41．600円 �38．700円 �40．200円 �19，700円 �21．200円 

3名1室 �73 �29．600円 �33．400円 �28．200円 �32．000円 �9．200円 �13．000円 
12／ト20 12／25－28 �2名1室 �52 �33．900円 �36．900円 �32．500円 �35，500円 �13．500円 �16．500円 

2名1室（ダブル） �66 �32，400円 �35．400円 �31．000円 �34．000円 �1乙000円 �15．000円 

1名1室 ��39．100円 �41．600円 �37．700円 �40．200円 �18，700円 �21．200円 

12／29・30 1／2 �3名1室 �73 � �� �� 2名1室 �52 �37．600円 ��36．200円 ��17．200円 

2名1室（ダブル） �66 �35．900円 ��34，500円 ��15．500円 

1名1董 ��42．100円 ��40．700円 ��21．700円 

1／1、3／8 鴻■Wl■E≧■lち �3名1室 �73 �35，600円 ��34，200円 ��15，200円 

2名1葦 �52 �38，900円 ��37，500円 ��18，500円 

2名1室（ダブル） �66 会、12／2 �36，900円 ��35，500円 ��16，500円 

1名1室 ��44，400円 ��43，000円 ��24．000円 

基本代金から博多駅発着は10．200円引き、小倉駅発着は9．500円引き

■≡：■ ●交通／地下 �監監慧莞慧歩。分匠Ⅱ悪書阻函囲囲（梱ホテル内〉 
●チェックイン／15：00　■チェックアウト／11：00■逓棚板Ⅷ1■レイトチェックアウト／13＝001 

出発日 �入室人員 �力 ＝l リ �博多駅発着 ��小倉駅発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �．平体日　量　林前白 ��平体日　暮　体前日 

10／1－3／30 �2名1室 �52 �25．400円 �27．100円 �24．000円 �25．700円 �5．000円 �6．700円 
1名1壷 �41 �27，000円 �27．500円 �25，600円 �26，100円 �6．600円 �7．100円 

■巫■ヒルトヽ名古屋．＋蜃 ����商品No囲朝食m 
．還蒜蒜紛欝 ■チェックイン′14＝00■チェックアウト′12＝。。⑳ ����・，一・．一・．－．7両百両臥＿長旦！辿 S．」…　薗匡匝）薗（貸出）園（1分） 】F．1■罪打順糊1■フィットネスの利用無料l 

出発日 �入室人見 �力 喜 リ �博多駅発着 �小食駅発着 �延泊 �代金 
平休日　　　休前日 �平休日　　休前日 �平休日 �休前日 

12／ト20 12ノ25～28 1／5－3／7 3ノ9－20 �3名1室 �56 �27，500円　29．500円 �26．100円　28，100円 �7．100円 �9．100円 

2名1室 �56／66 �29．800円　31．300円 �28，400円　29．900円 �9．400円 �10，900円 

1名1垂 ��35，300円　38．000円 �33．900円　36，600円 �14．900円 �17．600円 

1川1－30 �3名1室 �56 � � �8，100円 �11，100円 
2名1室 � �30，800円　35，300円 �29，400円　33．900円 �10，400円 �14，900円 

3／2卜28▲30 �1名1室 �56／66 �36，300円41，800円 �34．900円　40．400円 �15，900円 �21．400円 

11／8・10 1／2、3／29 �3名1室 �56 �29．500円 �28．100円 �9．100円 
2名1室 �56／66 �31．300円 �29．900円 �10．900円 

1名1室 ��38．000円 �36．600円 �17．600円 

12／29・30 1／1、3／8 �3名1重 �56 �31．500円 �30．100円 �11．100円 
2名1皇 �56／66 �35．300円 �33．900円 �14．900円 

1名1室 ��41．800円 �40．400円 �21．400円 

10／12・13 11／9、12／31 �3名1室 �56 �38．300円 �36．900円 �17．900円 
2名1垂 �56／66 �45．300円 �43．900円 �24．900円 

冥11／22、1／ �1名1室 4・18・25、2／10、3 �3′20 �　57，000円 0は平休日料金、1／12は休前 �　55．600円 臼料金となります。 �F　　　36．600円 



■東京・横浜　設定ホテル一覧

高輪東武ホテル
グランドプリンスホテル新高輪

グランドプリンスホテル高輪

ホテルクレイスリー田町

チサンホテル浜松町
アートホテルズ浜松町

ホテルサンルート新橋

新　崎　　聖テルユニソ新橋
第一ホテルアネックス

第－ホテル東京

銀座キャピタルホテル（本館）
ソラリア西鉄ホテル銀座

ホテルクレイスリー銀座

ホテルモントレ銀座（本館）

ホテルモントレラ・スールギンザ

ホテルコムズ銀座

帝国ホテル東京
パールホテル八重洲

ホテルメトロポリタン丸の内

丸ノ内ホテル

西鉄イン日本橋
秋葉原ワシントンホテル
レム秋葉原

東武ホテルレバント東京
ロッテシティホテル錦糸町

ホテル京阪浅草

浅草ビューホテル

ホテルグランドシティ

西鉄イン新宿

新宿ワシントンホテル（本館）

新宿プリンスホテル

京王プラザホテル

渋谷東急イン

東京ドームホテル

ホテルメトロポリタンエドモント（本絹イーストウィング）

赤坂エクセルホテル東急

西鉄イン蒲田
吉祥寺東急イン
パレスホテル立川

渋　　谷

垂‾面頚頭ii
飯田橋

i i義幸奉頭幸室
蒲　　田

ii繭Eii亭
立　　川

華章車重i頭孝幸ホテルスプリングス幕張
大　　吉 パレスホテル大富

新横浜プリンスホテル
コートホテル新横浜

ホテルプラム／コスモY．

ホテルキャメロットジャパン

横浜マンダリンホテル

横浜桜木町ワシントンホテル
ニューオータニイン横浜

ホテルニューグランド

ホテルモントレ横浜
ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル

横浜ロイヤルパークホテル

旅行条件のご案内
この旅行は、西㌫旅行様式空足（以下「当社」と云う）が企盃弄釆し冥待する企□旅行で、お富接は当社と草薙型企巧旅行崇！勺（以下「旅行宍軌と云う）を耕吉

する葦になります0当社はお言様が当社の定める旅行目指に綴って運送宿泊梢間その他の旅行サービスをヨける筍ができるほに芋配し、応接口辺をする宗
を引き更けます。

旅行宍裏つの内岩討手は、各コース竃にF月示している琵件の他＼下≡己詩体及び当社の肘亨だ約手つによります。当社罵行罠約rをこ希望の方は当社にこ㍍崇下

リ∴聖禦！．竺聖TI叩？聖一＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－」

慌琵琶諾監禁悪。目に当たる。前までにお支払い下言い。　　　　　「
（2）旅行代豊は、各コース与に≡減しています。ご出発日とご利用人毀（入三言件）でご蒋認下言い。
（3）コース執こ細こ′主折が机。合＼信桁出発日現在誇目釘以上は大人代壷＼諾6蔦以上（抗望慢利尻コースは3六号以ヒ）1封宗講の方は、ことも代金になり

ます。
（4）こ予約人g左に変更が生じた甥合は、係る入三人㌫発情の信行代金に変更させて乾きます。

（例大人4名でご予約の内＼大人1名の′員が生した照合は＼大人3名人芸箔の惰行代童運用になります。）

草欒頑≡∈三二二二二二二二二二＝二二二二・〕

浩当警荒冒、悪霊篭賃冨漂写慧崇†蒜、当初の那（柚。によらない運鮒【ビスの附の他の当忘扇
た帽合＼発的内岩を変更する租があります。またその変更に伴い旅行代蓋を変更する事があります。

（2）竃しい托詩情聖の変動により郡予想される浮腰を大仙こ諾えて利用する運送相関の運賃料金の改定があった昭合は、旅行代会を変更する軍がありま
す81コ詔の照合は旅行和辻日の抗日から起算してさかのぼって15日日に当たる日より紬こ迅細します。

（3日お宗ほの交哲）お宅伐は当社の香道を得て所定の手㌫料をお支払戦く肇により、交琶する巧ができます。

∵・．‾雨　‥一日　－　　　　　．　　＿　　　　　　　　　　－

お受けします。

（2）当寺上の＝任とならないローンの手招き上の狙副こよる覇′胃しの場合も下こ己取′計料を監きます。

（3）下：己の照合は、取消糾壬乾きません。
や当言上に出て旅行契約内岩に以下に信」示する玉空な変更が行われた軋（aH封等耶台E又は投了日の望諷（b）猥光弘払拭15mその他の日的地
の変乱（C）運送梢闇の昭文lま逆送会ヰ上の空私（d）運送一茂黒の「岩受用及び等軌のより低いものへの歪更。（e宿泊は投の蛋更。（宿泊ほほの
芸三の相和詔闇貝紺の空巴。
・カ上E己4－（2）の子房に望つ琶損行代巷が粟闇ほれた甥合8　③当社が覆定日柁宗を表記の日までに交付しない唱言合・⑤当社の責に用すべき事由によ

り当初の施行日程通りの芙ほが不可f」≧となったE寺。

●博多駅ご利用の場合
博多訳屋上駐車場が1，000円（1日あたり）にて利用できます。
（割引券受取場所新手手持博多駅中央射し内精算所及び新幹線博多駅4F駐車場事務所）

●小舎駅ご利用の場合
スミックス浅野駐車場が3日間無料（72時間）、4日間（72時間）以降は、別途料金がかかります。
（割引券受取場所：新幹線小倉駅精算所）

「∴∴：∴∵∵‥’・．’．●．「

※下記のこ蔦内は、卿
l′二二だ竺亨．⊥†一【＿．．＿＿．‾∵‾∴一＿…＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

（2）現佗′純良力伯行しない区間及び現地係員が蓑琵琶行わない区口において、≡天に等によってサービス内岩の芸更を必票とする芯由が生した照合にお
ける代臼サービスの手記及び必票な手続きは、お吉校こ自責で行っていただきます。

：′タ∴1賢だ！竺禦空！聖竺モ竺＿▲…．＿．＿．＿＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

（2）当社はお等桟の設壬又は迅美、ノ三舎若しくは公序良侶に反する行貴により当社が罠ごを撲った澗合はお等柏から泊二の㌻三勺絹し到ナます。

蓋だ巴鷺†′＿「仙山＿∧≠．＿＿．．」．．⊥＿＿．．．．＿．．＿一　　＿＿　　　　　　　　　　　　　　　」

けちれるほお鋸めします。　★★当社にて取i軋＼刀、できます。詳矧こついては仔員にお口ねくだ引立★★

％に相当する詔の変更謂侶三を支払いますe但し1搭行男紬こついて支払われる≡口端爪立の訊封琵行代立の159ほほだとしますっ又1旅行契約【こついての

吏空言r相全の記が千円売預の組合【ま＼≡空箱慣蓋は支払いません0要望宕3億宝のロ三塁だとなる信行代会とは、漬柚全を含めた代会胃です。

＿Jl．その巾

（2）天災地変＼気先菜件（台だ′方肥大両など）事鋲などの捏誓で運送増訂の退廷不通【こより生じる代臼運送支ヨ訳のここ上玉′狛白賃食事代などの橘行
代金に含まれない謂班用はお宅ほの員遁となります。

（3）当社はいかなる洞合でも、信行の再三罠はヨしません。
（4）本旅行菜件は、平成25年8月1日現在を巧準日としております。

辛苦誓誓誓誓竺㌣＿．∴Trr二1▼＝二二・二二二二▼二二‾二二二二コ
（‖旅行代蓋が所定揖旧までに支払われない用合0当社は当註即日の＝謂に於し、てお富ほが旅行契約を描きされたものとし、上記当設計某日の職消科を違真つ

料としてむきます。

（2）警加古が怒少運行人口（パンフレソト詑巌の人員）に詔たない帽合。この埼合は、旅行m鳥目の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前に

通知します。

（3）申込み茅件の不遇合及び病気、団焦行動への支持その他の誓由によ廿に行の円ノな宍ほが不可fな関わ

賢鴛◎西鉄旅行魔芸才諾芸晋昌・⑤瓜憫正会員
（観光庁長官登録旅行業第579号）福岡市中央区乗院3丁目16－26一般社団法人日本旅行業協会正会且

●お申込み・お問い合わせは

受託販売


