
ご利用ホテル※特に記載のない照りバス．ト．レ付き※軒グル＿プホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

淀屋橋周辺　　　　　∂由m上の地域名．淀屋培・本町

ニ漸｝　●洋室（1－2名1室）
※2名1室のお部屋には、バス

ルームが2カ所ございます。

●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常11：00）

★伊丹空港からホテルまで
車で約40分

★地下鉄淀屋橋駅から徒歩約3分

た1日1室限定、2名1室をスーペリアツイン
ルームへグレードアップ

‡r朝食をコンビニ利用券などに変更可能

辺　　　　adam上の地域名天瀞大酎摘辺

●洋室（1－3名1室）
※2名1室はツインまたは

ダブルルーム
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★伊丹空港からホテルまで
車で約40分

★」R大阪城公園駅から徒歩約3分

※宿泊除外臼：12／31－1／2

‡大阪水上バス割引券付き

町　　adam上の地域名心房橋・難波・天王寺・上本町

讐華甲　　固
．L　スーペリアルーム
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●洋室（1～2名1室）
※2名1室はダブルルームのご利用となります。
※1名1室はレディースルームもお選びいた

だけます。

大阪城周辺　　　adam上の地域名天卦大阪城周辺

●洋室（1～3名1室）

●1泊朝食付き
●lN15：00／0UTH：00

ニ＝≡ま★誓票莞晶諾駅前
芸≡≡芸書芸：★JR森ノ宮駅から徒歩

周辺　　　adam上の地域名天満・大阪城周辺　天満

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●tN13：00／OUTll：00

★伊丹空港から大阪駅前
までバスで約30分

★京阪・地下鉄天満橋駅か

邑臨適
圏田

感∃
感ら徒歩約1分

た女性のお客様はレディースセットご用意

固因
心斎橋周辺

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★伊丹空港からホテルまで
バスで約30分

★近鉄大阪上本町駅直結
約1分

※伊丹・関西空港からのリ
ムジンバスがホテル前に　も

●洋室（1～2名1室）

adam上の地域名心斎橋・難波・天王寺・上本町

叩「●洋室（1～2名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★伊丹空港からなんば駅
までパスで約30分

ウ、、こ★地下鉄心斎橋駅から徒歩
で宅　約6分

∂dam上の地域名心斎橋・難波・天王寺・上本町

●洋室（1～3名1室）
※2名1室はツインまたは

ダブルルーム
※レディースルームも

お選びいただけます。
●1泊朝食付き
●lN15：00／0UTH：00

★伊丹空港からバスで約30分

★地下鉄各線なんば駅から
徒歩約2分

汁笠琶荒琵琶宝訝海

㊨晶
2歳以上添い寝不可

周辺　ad8m上の地域名心膏掛れ波・天王寺・上本町

辺　　　adam上の地域各天浄大阪城周辺

●洋室（1～3名1室）
※禁煙ルームのみの設定となりま筑

●1泊朝食付き
●IN15：00／OUTll：00

★伊丹空港からホテルまで
車で約30分

★JR京橋駅から徒歩約5分
※スパ（大浴場）「トリ＝テJ

画画‾　欝漂禦濫（予定）ただし5／6は営業
L L　　　■　　■　　■　　　　　　－

※影蒜、甜町臼駅園田個

☆全部屋空気清浄機能付き加湿器完備

周辺　　adam上の地域名天満・大阪城周辺

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★関西空港からホテルまで
車で約55分

★」R桜ノ宮駅から徒歩約5分

※宿泊除外白：12／31、1／1

▲ご朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名淀屋橋・本町

インペリアルフロアデラックスツイン

●インペリアルフロア洋室（2名1室）

●洋室（1－2名1室）
●1泊朝食付き
●IN15：00／OUT12：00

★伊丹空港から幸で約30分

★梅臼（大阪）から車で
約10分

★地下鉄本町駅7番出口
直結約1分

※宿泊除外日：4／1～5／12

たセントレジスオリジナルレシピのブラツ
ディーマリー1杯付き

心斎橋周辺 ∂由m上の地域名心爵橘・敵皮・天王寺・上本町

●洋室（1－2名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00　も

★伊丹空港からなんば駅　　き
までバスで約30分

★地下鉄御堂筋線心斎橋駅
7番出口から徒歩約1分

※宿泊除外臼：
11／7～11／10

adam上の地域名心斎橋・粗濾・天王等・上本町

園田

●洋室（1～3名1室）
※2名1室はツインまたは

ダブルルーム
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★伊丹空港からなんば駅
までバスで約30分

★」R難波駅直結的1分

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝会付き
●lN14：00／OUT12：00

★伊丹空港からなんば駅
までパスで約30分

★地下鉄心斎橋駅から徒歩
約5分

adam上の地域名心掛橋・粗波・天王寺・上本町

●洋室（1－2名1室）

辺　adam上の地域名．心斎掛鮎安・天王寺・上本町

●洋室（1～2名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★伊丹空港からなんば駅
までバスで約30分

★地下鉄なんば駅から徒歩
約3分

★地下鉄心斎橋駅から徒歩
約5分

匿】

●洋室（2～3名1室）

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★伊丹空港からなんば駅
までバスで約30分

★地下鉄なんば駅から徒歩
約1分

※宿泊除外日：4／1－5／12

ルームグレードアナププラン　　闇

か◎スイスアバツテ鵬ジル馴ム

☆11Fのジム利用可能（プール、スバ隙く。不定休）
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ご利用ホテル※特に記載のない関りバス．ト．レ付き※基本グル＿プホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

天王寺周辺　adam上の地域名心斎橋・粗波・天王寺・上本釘

園田
‾　　　　　　　　　■　‾　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　■

しん刷∴

J■●洋室（1～3名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★伊丹空港からあべの橋
㌢」（天王寺）までリムジン

☆ミネラルウオーター500meお一人様
1本付き

adam上の地域名伊丹空港

∃●洋室（1～3名1室）
j●1泊朝会付き

●IN14：00／OUTll：00

★伊丹空港から万博記念
公園駅までモノレールで
約18分

誓こ㌻三【…1mm★万博記念公園駅から徒歩

：∫　約5分
姦義※大浴場はフィットネスクラブ

内となります。

adam上の地域名．関西空港

●洋室（1～4名1室）
※2名1室はツインまた
はダブルルーム

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★関西空港からバスで約
10分

堺　　　　　　　adam上の地域名その他大阪府　新大

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★関西空港から南海電鉄
堺駅まで電車で約35分

★南海電鉄堺駅西口直結
約1分

（千里中央）　∂由m上の地域名伊丹空清

★」R・南海りんくうタウン　碧，
駅直結約1分

了Arりんくうプレミアムアウトレット割引券付き

☆駐車場代10日間無料

辺　adam上の地域名二条城・御所周辺

剛「●洋室（2～3名1室）

※エグゼクティブツインのお

部屋をご用意いたします。
※禁煙ルームのみの設定となります。

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★伊丹空港からJR京都駅
までバスで約55分

団員　　烹穿認識慧悪慧吉

六g朝食を昼食に変更可能

9

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★伊丹空港から千里中央駅
までモノレールで約13分

★モノレール・北大阪急行千
里中央駅から徒歩約5分

辺　　　　adam上の地域急京都駅周辺

adam上の地域名：京都駅周辺　夙

●洋室（2～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★伊丹空港からJR京都
駅までバスで約55分

★」R京都駅八乗東口
から徒歩約3分

※宿泊除外日：12／31～1／2

☆ホテルオリジナル「あぶらとり紙」付き

●洋室（1～2名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★伊丹空港からJR京都
駅までバスで約55分

★JR京都駅から徒歩約1分

・江塘周辺　adam上の地域名新大阪・江坂　新大

■　　・

J　■

畏＿感
激－ミニ＝＝珊鮒が

園田
関西空清

●洋室（1～3名1室）
※2名1室はツインまたは
セミタブルルーム

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★伊丹空港からホテル
まで車で約15分

辺　　adam上の地域名：新大阪・江坂

●洋室（1－2名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★伊丹空港からJR新大阪駅
までバスで約25分

★」R新大阪駅直結約1分
※宿泊除外巳：1／5

adam上の地域名関西空港　閑

幣，幣、　　－●洋室（1－2名1室）
毒●1泊朝食付き

艶…窮藷接
約1分

※関西空港から送迎あり

辺　adam上の地域名二条城・御所周辺

溝　　　　　adam上の地域名瀾西空漕

●洋室（1～3名1室）
※2名1室はツインまたは

セミダブルルーム
●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常10：00）

★関西空港から車で
約10分

★JR・南海りんくうタウン
駅から徒歩約3分

※関西空港から送迎あり

●洋室（2～3名1室）
★ゆったりとした広さのお部屋と充実のアメ

ニティでくつろぎの時間をご提供します。

辺　　　　adam上の地域名凛都駅周辺

辺　　　adam上の地域名・京都駅周辺　京

●洋室（1～3名1圭）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★伊丹空港からJR京都
駅までバスで約55分

★」R京都駅から徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★伊丹空港から」R京都
駅までバスで約55分

★JR京都駅から徒歩
約1分

辺　　　　adam上の地域名．京都郡周辺

辺　　　　adam上の地域名：京爵駅周辺

●洋室（1－3名1室）
※2名1室はツインまた
はダブルルーム

※禁煙ルームのみの設
定となります。

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★伊丹空港からJR京都
駅までバスで約55分

★」R京都駅直結約1分
※宿泊除外白：1／5

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝会付き
●lN14：00／OUTll：00

★伊丹空港からJR京都
駅までバスで約55分

★」R京都郡から徒歩
約3分

☆朝食を昼食に変更可能

デラックスツイン

そ∴て
●洋室（2名1室）
※禁煙ルームのみの設定となります。



ご利用ホテル欄こ記載のない限り鳳卜．レ付き※新グル＿プホテル以列をご利用の場合は、釧憶が必要とな。ます。

adam上の地域名京都駅周辺

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●IN14：00／0UT12：00

★伊丹空港から」R京都
駅までバスで約55分

★JR京都駅から徒歩約2分

辺　　　　a由m上の地域名京都駅周辺

京都駅周辺　　　adam上の地域名京都駅周辺

●洋室（2～4名1室）
●1泊朝食付き
●－N14：00／OUTll：00

★伊丹空港からJR京都
駅までバスで約55分

★」R京都駅から徒歩的7分
※京都駅八乗ロから送迎

あり（7：30－21：00）

一二藁、、　　巨

ヤ朝食を昼食に変更可能

丁‡I

崇重義

●洋室（1－3名1室）
※2名1室はツインまた
はタブルルーム

●1泊朝食付き
●lN14：00／0UT12：00

★伊丹空港から」R京都
駅までバスで約55分

★」R京都駅から徒歩約2分

辺　　　　adam上の地域名京都駅周辺

●洋室（2～3名1室）
※禁煙ルームのみの設定

となります。
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12ニ00

★伊丹空港からJR京都
駅までバスで約55分

★JR京都駅から徒歩約2分

プレミアムフロア

●洋室（2名1室）
※全室禁煙ルームとなります

辺　　　　adam上の地域名・京都駅周辺

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●IN13：00／OUT‖：00

★伊丹空港から」R京都
駅までバスで約55分

★」R京都駅から車で約5分
※京都駅八乗口から送迎

あり（8：00～20：30）

㌢朝食を昼食に変更可能

辺　　　　adam上の地域名：京都駅周辺

l矧l～2名㈲Iダークブラウンを毒配した室内と和モダンなインテリアで

京雛鮎ていた翻る硝配す8ゲ訃サロン㈲随ご酎風紀だけ紺。

黍争恥御身砲嶺嶺厚砺捗
獅ラ頂和にてドリンク付き

●洋室（2－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT12：00

★伊丹空港から」R京都
駅までバスで約55分

★JR京都駅直結約1分

★京の町屋や日本の風情をモダンにアレンジ　　☆朝食を昼食に変更可能
したデザインです。

adam上の地域名河原町烏丸・四条大宮　凸

adam上の地路肩原町執・四条大宮　匹

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★伊丹空港から」R京都駅
までバスで約55分

★地下鉄烏丸御地駅から
徒歩約1分

て女性のお客様にホテルオリジナル
「あぶらとり紙」付き

丸御池　　∂由m上の地域名河原訂鳥丸・匹条大宮

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

●洋室（1～3名1室）
※禁煙ルームのみの設定

となります。
●1泊朝食付き
●tN14：00／0UTll：00

★伊丹空港から」R京都
駅までバスで約55分

★JR京都駅から車で約7分
★京阪清水五条駅から
徒歩約5分

※全室鴨川水系の地下
天然水を使用

※テンビュール社製の枕と

九・四条大富　∂由m上の喋宅洞瓢湖個歓相

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常11：00）

★伊丹空港からJR京都駅
までバスで約55分

★JR京都駅から車で約10分
★阪急大宮駅から徒歩約1分

ミ［し謹書：：盲．‾　コ

慮am上の杜拇名詞原町執匹条大富　四

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN12：00／OUTll：00

★伊丹空港からJR京都駅
までバスで約55分

★地下鉄四条駅から徒歩
約1分

12／31～1／2

丸御池　　∂ddm上の地域名河原町烏丸・四条大宮

★伊丹空港から」R京都駅　：▼′
までバスで約55分

★地下鉄烏丸御地駅から
徒歩約2分

☆朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名．河原町民九・四魚大宮

●洋室（1～3名1室）
※3名1室は禁煙ルーム
のみの設定

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT11：00

★伊丹空港から」R京都駅
までバスで約55分

★地下鉄四条駅、阪急烏丸酢
から徒歩約6分

丸御地　adam上の地域名河原町烏丸周桑大富

●洋室（1～3名1室）　　一歩館内に入れば街の喧騒も途絶えた市中

デラックスツイン

★こだわりの客室と専用ラウンジでワン
ランク上のサービスをお愉しみください。

青　adam上の鵬名河原掛取・四条頒

ロ田園

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★伊丹空港から」R京都駅
までバスで約55分

★地下鉄四条駅から徒歩
約6分

a由m上の地域名河原町執・四条大富

国因団隠

・・＝l・て・：一一、

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★地下鉄鳥丸御地駅6番
出口から徒歩約2分

★地下鉄四条駅、阪急鳥丸駅
から徒歩約5分

※大浴場休館日：10／7、
10／8、11／5、12／10、

1／7、2／4、3／4

●和室（2～4名1室）
※本館・新館の指定はで

きません。
●1泊朝夕食付き
※夕食開始時間／

18：00、19：00、19：30

●lN15：00／OUTlO：30

★」R京都駅から車で約15分
★地下鉄鳥丸御地駅から

徒歩約10分
※宿泊除外日：12／31～

1／3、5／1～5／5

軸2，100円（0～5歳L6歳熟、寝不可
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ご利用ホテル※特に記載のない隈。バス．ト仙付き絹本グループホテル以夕掩ご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

池　adam上の地域名河原釘・烏丸・四条大宮

別業文政元（1818挿。奉加奉株式の数寄屋造り、新舶番組凰＼＼こヽ

の客室でしっとりと落ちつける配す。「家に帰ったように男げるj　軋パ　血

おもてなしを身上とした、キメこまやかなサービスが自慢です。

●和室（2－5名1室）

●1泊朝夕食付き
※夕食は19：30までに開始

してください。
●暮N15：00／OUTH：00

★伊丹空港からJR京都駅
までバスで約55分

★JR京都新から車で約20分

★地下鉄鳥丸御地駅から

adam上の地域名．東山・宝ケ池

祇園祭で名高い、八坂神社の南門前にある料理旅館滴水
※相・新鶴の童掟はできません0　　寺、知思臥花見小治などが徒歩園内と京都の真ん中に

ありながら、館内では古静の風情を感じることができます。

●和室（2～4名1室）
：霊●1泊朝夕食付き

ぶ．真言三ごて呈≦≠芦型型※宿泊除外日：12／31～
一・庖日＠1／3、4′25～5／5

隠描陀11．575円（0～2軋3都は熟、軒可

adam上の地域名周原町・烏丸・四条大宮

●洋室（1～3名1室）
※1名1室は内部屋のため、

外の景色がご覧いただけ
ません。

●1泊朝食付き

から徒歩的1分

辺adam上の地域名河原町鳥丸・四条大宮

●IN14：00／0UTll：00

★伊丹空港からJR京都駅
までバスで約55分

★鱒下撃要撃申役所前駅　ぎ

辺　　　　a由m上の地域名東山宝ヶ池

昭和の名建築家村野藤吉氏の数寄屋風

別館。京都市文化財（名勝）に登録されて
いる庭園もお楽しみいただけます。

adam上の地域名東山・宝ヶ池

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は19：00までに

開始してください。
●lN15：00／0UTlO：00

★京阪清水五条駅から
徒歩約2分

※宿泊除外日：4／1－5／12

2名1室のみ11／9、
11／16～11／30、12／7、

12／31一一1／2、3／29

2．100円（3歳～未就学児童）

辺　adam上の地域名演山・宝ヶ池

●洋室（1－2名1室）
※2名1室はツインまたは

ダブルルーム
●1泊朝食付き
●IN14：00／OUT12：00

★伊丹空港からJR京都駅
までバスで約55分

★京阪七条駅から徒歩約5分
★」R京都駅から車で約5分
※宿泊除外日：12／31－1／2

☆ミネラルウオーター1本付き

椚

●洋室（1～3名1室）
※禁煙ルームのみの設定

となります。
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★伊丹空港からJR京都駅
までバスで約55分

★地下鉄京都市役所前駅
から徒歩約3分

●和室（2～3名1室）
●1泊朝夕食付き
葵夕食は和食または洋食懐石

となります。

※夕食開始時間：17：3仇は08、

18：30、19：08、19：30

※夕食鴨と観始時間臥調桁お

申し込み線こお申し出ください。

●lN15：00／OUTll：00

★地下鉄辣上郡から徒歩約2分
※宿泊繚外冒：12／31－1／2

也
adam行程案内書の「佳水園早仕舞割

に記入し、ホテルへFAX願います。

辺　adam上の地域名：栗山宝ケ池

辺adam上の地域名河原町眉丸・田条大宮

●洋室（1一一3名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00／OUTll：00

★伊丹空港からJR京都駅
までバスで約55分

★地下鉄京都市役所前駅
から徒歩約1分

※宿泊除外日：10／16、
10／22、12／31、1／1

辺　　　　adam上の地域名：東山・宝ヶ池

国亘忘7，、

※夕食は19：30までに
開始してください。

●lN14：00／OUTll：00

※客室係のサービスは
16：00からとなります。

★JR京都駅から幸で約15分
★京阪祇園匹集駅、阪急河

原町駅から徒歩約10分
※宿泊除外日：‖／22、

11／23、11／30、

12／28～1／4、4／5

駁預振晋即．1享0円（ト5歳）、6歳軌、寝不可

辺　　　　adam上の地域名．東山・宝ヶ池

●洋室（2～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★伊丹空港からホテル
まで車で約90分

★地下鉄国際会館駅
42出口から徒歩約3分

●洋室（1～3名1室）
※禁煙ルームのみの設定となります。

※3名1室のエキストラベッドは

ヘブンリーベッドではありません。

●1泊朝会付き
●lN15：00／OUTll：00

★開空勤、ら」頓調ほでノ鴇で約55分

★地下鉄艦上駅から徒歩約2分

血テラッ；スル＿．ム　諾

と適

一1加　　．・d

固園　　芸詔芸篇翳留′2芸室（；～3名1室漂癒ここムのみの謂
※3名1室のエキストラベッドはヘブンリーベッドではありません。

辺　adam上の地域名：東山宝ケ池

lrミネラルウオーター1室につき1本付き

（500m2）

‡ドリップ式コーヒーメーカーご利用可能

adam上の地域名その他京都府

●和室（2～4名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は20：00までに

開始してください。
●lN15：30／OUTlO：00

★伊丹空港から車で約60分
★」R嵯峨嵐山駅から車で

約5分
※宿泊除外臼：

12／31～1／2

園宙巨頭固＠
軸3．150剛3－5畝錦添い寝不可

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は19：30までに

開始してください。
●tN15：00／OUTlO：30

★」R京都駅から車で約8分

★京阪電鉄清水五条駅
から徒歩約2分

※宿泊除外巳：12／31～
1／3、5／3、5／4

外観

I

1．575円（3歳～未就学児童）

●和室（2～5名1室）

●和室（2名1室）
和洋室（3－5名1室）

●1泊朝夕食付き
※夕食は20：30までに

開始してください。
●tN15：00／OUTll：00

‾■★伊丹空港から」R京都駅

殊矧　までバスで約55分

国団　　羞諾還認禁

rあぶらとり紙付き

adam上の地域名．その他京都府

●和室（2～6名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は19：30までに

開始してください。
●lN15：00／0UTlO：00

★伊丹空港からホテル
まで車で約60分

※」R、トロッコ亀岡駅から

送迎あり（要事前連絡）

囲函園宙柵，
田2，100円は～5卦、6歳添い寝不可



ご利用ホテル※特に記載のない剛バス．卜仙付き※鉢グル＿プホテル以夕帽ご利用の場合は、追力帽が必要とな。ます。

叡山　　　　　adam上の地域各その他京都府

豊かな森に抱かれた、天空の京臥　　　「

京都市街から、わずか30分で雄大な自然プ
の中へ。フレンチスタイルのホテル。

、亨●洋室（2～3名1室）

●1泊朝夕食付き
※夕食開始時間：17：30、

18：00、18：30

●lN14：00／OUTll：00

★JR大津京駅から車で約20分

※JR京都駅・京阪三条駅から

艶鮎線番感※認諾汁；翳警）
母　　　1′9～3′6

ホテルからのおもてなし

で丁館内利用券付き
（ドリンクチケット滞在中1枚）

新神戸駅周辺　　　　　adam上の地域名神戸

神戸・三宮周辺　　　　adam上の地域名：神戸　神戸・三宮

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝会付き
●lN15：00／OUTll：00

★伊丹空港からJR三ノ宮
駅までバスで約40分

★神戸空港からホテル
まで車で約15分

★」R三ノ宮駅から徒歩
約2分

Ar朝食を昼食に変更可能

（時間・メニュー限定）

神戸・三宮周辺　　　　∂由m上の地域名：神戸

●洋室（1～4名1室）
※2名1室はツインまた
はタブルルーム

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT12：00

★伊丹空港から車で約30分

★神戸空港から三宮駅まで
ポートライナーで約18分

二二二三二、三言竺手書、警三望

∵アロマライト貸し出し
（フロントにてお申し込み。数に限りがご
ざいますのでこ了承ください）

芦等覇㌢

田

※1名1室はセミタワール
ルームのシングル利用

※2名1室はツインまたは
セミダブルルーム

●1泊朝食付き
●－N15：00／OUT12：00

★伊丹空港からJR三ノ宮
駅までパスで約40分

★神戸空港から三宮駅まで
ポートライナーで約18分

★JR元町駅から徒歩約15分
※」R三ノ宮駅から送迎あり

●洋室（1～3名1室）
※1名1室はダブルルーム

のシングル利用
●1泊朝会付き
●lN15：00／0UT12：00

★伊丹空港から幸で約30分

★神戸空港から三宮駅
までポートライナーで
約18分

★」R・地下鉄新神戸駅から
徒歩約2分

辺　　　　adam上の地域名．神戸

神戸・元町駅周辺
■m　　　　　　　　　　　　－＿

●洋室（1－3名1室）
※3名1室はシャワールーム

のみとなり、バスタブは
ございません。

●1泊朝会付き
●lN15：00／OUTll：00

★伊丹空港からJR三ノ宮
駅までバスで約40分

★神戸空港から三宮駅
までポートライナーで
約18分

★JR・阪急三宮駅から徒歩
約3分

∂由m上の地域名その他京艶府　天橋立

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は19：00までに舶してください。

●tN15：00／OUTlO：00

★伊丹空港から車で約90分
★北近畿タンゴ鉄道天
橋立駅から徒歩約5分

※宿泊除外日：12／31～り3

潮頗梅海鼠

とこ雪u着時に名物「智悪の餅」とお抹茶付き

adam上の地域名その他京都府

●和室（2～4名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は19：00までに馳してくだ乱1。

●lN14：00／OUTll：00

★伊丹空港から車で約90分
★北近畿タンゴ鉄道天

橋立駅から徒歩約5分
※宿泊除外馴2／3ト1／3、5／1～5／5

回回田園番田㊧

adam上の地域名神戸　神戸・≡

団宙
神戸・三言周辺

●洋室（1～3名1室）
※2名1室はツインまた
はダブルルーム

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★伊丹空港から」R三ノ宮
駅までバスで約40分

★神戸空港から三宮駅まで
ポートライナーで約18分

★JR三ノ宮駅から徒歩
約10分

※ホテル玄関から」R三ノ宮

駅前まで、午前のみ送迎
あり（詳しくはホテルへ
お問い合わせください）

辺　　　　adam上の地域名：神戸

adam上の地域名：神戸　神戸・三宮周辺

園田
ad∂m上の地域各神戸　神戸・元町駅周辺

●洋室（1－2名1室）
※2名1室はツインとダブ
ルがあり、禁煙ルーム
のみの設定

※1名1室と2名1室（ダ
ブル）はシャワールー
ムのみとなり、バスタ
ブはございません。

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／

OUT12：00（通常11：00）

★伊丹空港からJR三ノ宮
駅までバスで約40分

★神戸空港から三宮駅
までポートライナーで
約18分

★JR三ノ宮駅から徒歩
約5分

adam上の地域名神戸

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

0UT12ニ00（通常11：00）

★伊丹空港から」R三ノ宮
駅までバスで約40分

★神戸空港からポートラ
イナー貿易センター
駅下車徒歩約2分

★」R三ノ宮駅から徒歩
約7分

adam上の地域名●神戸

●洋室（1－4名1室）
●1泊朝会付き
●IN15：00／

OUT12：00（通常11：00）

★伊丹空港から」R三ノ宮
駅までバスで約40分

★神戸空港から三宮駅
までポートライナーで
約18分

★JR三ノ宮駅から徒歩
約6分

※宿泊除外日：1／6

●州5：0。／。UTl。：。0　囲

中華彗≡≡‡
i二．．ヨ

●洋室（2～3名1室）

●洋室（1～3名1室）
※1名1室はダブルまたはツ

インルームのシングル利用
●1泊朝食付き
※1／1の和朝会は特別メニュー（差

額はお客様負担）となります。

●lN15：00／OUT12：00

★神戸空港から車で約20分
★」R・阪神元町罰から徒歩約10分

※JR三ノ宮駅から送迎あり　●洋室（2名1室）
※30～33階のお部屋となります

Ar朝会を昼食に変更可能（差額発生時は

お客様負担となります）

★ハーバーランド側の客室をご用恵

☆アーリーチェックイン14：00
☆レイトチェックアウト13：00

☆バス0－ブをご用意☆ロクシタンアメニティ
をご用意☆朝食をルームサービスに変更可能

神戸・ポートアイランド　adam上の地域名・神戸

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常11：00）

★伊丹空港から車で約35分
★神戸空港から車で約10分
★ポートライナー中ふ頭

駅から徒歩約2分
※」R三ノ宮駅、JR新神戸駅

から送迎あり

Ar女性のお客様にレディースセットご用

（バスジェル）
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ご利用ホテル※特に記載のない限りバス．卜．レ付き絹本グル＿プホテル以夕搾こ利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

・ポートアイランド　adam上の地域名．神戸

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／

OUT13：00（通常12：00）

（※12／3日／1のみ　夢・
OUT12：00）

★伊丹空港から」R三ノ宮

ンチュリーフロア
rト∴叩h‾‾‾▼

駅までバスで約40分
★神戸空港からポートラ

イナーで約8分、市民　●洋室（1～3名1室）
綱世相脚■【　‾「　広場駅直結約1分　　　※20楷以上のお部屋をご用憲

烹声‥…‥註‡三豊等こ　ヶー手引長爾∵’一
団因　　※舶掛目供通）＝10′16．11′16

ddam上の地域名：神戸

●洋室（1－3名1室）

熟壷∃‡嘉翫苦：00

閻団因

約35分
★神戸空港から章で
約15分

★JR神戸駅から徒歩
約2分

∵スパ利用券付き（滞在中1回）

adam上の地域名神戸

●本館洋室（2～3名1室〉
※山並側

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★伊丹空港から車で
約60分

★神戸空港から車で
約50分

アイランド　　adam上の地域名神戸

賢富野撃郡烹芳望遠認諾たは
ダブルルーム

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT12：00

★伊丹空港から車で
約30分

★神戸空港から章で
約25分

★六甲アイランド線
アイランドセンター駅
から徒歩約3分

adam上の地域名有馬

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は19：30紺こ開始してくだ乱1。

●lN15：00／OUTlO：00

斡莞襲撃

※漂盃瓢阪急六甲駅画面

adam上の地域名有馬

覇王漂姦悪芸濃芸
70分（送迎あり。到着時要連結）

※宿泊除外目：10／1、10／2、

園田l塩11ヲら蒜等呈／4・
ナ∵十二∴十㍉こ‡菟∋鵡』』L

Arバーにてオリジナルカクテル1杯付き

枚付き

日本最古と言われる有馬の金泉。キメこまやかな

おもてなしと旬の味覚を贅沢にお愉しみください。

ご予約時に、代表者の方の漢字名をご確認

の上「記環にメモ」へ入力お願いします。

addm上の地域名その他兵庫県

問

13

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00／OUTll：00

★伊丹空港から車で約15分
★阪急宝塚南口駅から
徒歩約1分

●東館和室（2～4名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕鮎28：00までに開始してくだ乱も

ム※夕食の一品チョイスをせいろ
蒸レしゃぶしゃぶ儲板焼きか

らご予約時こお選びくだ乱1。

●】N13：00／OUT12：∞

★伊丹神戸監薯から章で約刃分
※当プランでは、小学生以下の

お子様（乳・幼児の添い寝含む）
はご宿泊ならびにご入軌いた

国毎緒醤慧語呂欝欝雪祭
寮母　1／3・4／1～5／12

宝塚　　　　　　　a由m上の地域名・その他兵庫県

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は20：00までに

開始してください。
●lN15：00／OUTlO：00

★伊丹空港から車で約30分
★」R偏急宝塚罰から徒歩約5分
※宿泊除外日：12／29－1／3

国国国国日
工．‾∴1亘二ざ∴l‾予豆圭∴二二二∴
・■一日切風呂50㌔割引（2．100円→1．050円）

正ヨ鶉0円（3～敵臓添い寝

オーパルクラブフロア

●洋室（2名1室）※禁煙ルームの設定はござ
いません。※宿泊除外臼：12／31～1／2

藤戸船魅纏
☆専用ラウンジにて飲食サービス付き

アイランド　　adam上の地域名神戸

●洋室（1～3名1室）
※1名1室はダブルルーム

2名1室はツインまたは
ダブルルーム

●1泊朝食付き
●lN14：00／0UT12：00

★伊丹空港から車で約30分
★神戸空港から車で約30分

★六甲ライナーアイランド
センター駅から徒歩約1分

㌣朝食を昼食に変更可能
‡館内利用券付き（レストラン・バー）
人言フィットネスジム50％割引券付き

adam上の地域名有馬

辺　　　　　　adam上の地域名稲戸

¢八郎　●洋室（1～2名1室）

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★伊丹空港から幸で
約35分

★神戸空港から三宮駅
までポートライナーで
約18分

★阪急・阪神高速神戸駅
東出口直結約1分

adam上の地域名神戸

●本館洋室（1－3名1室）
※1名1室はツインルー
ムのシングル利用

●1泊朝食付き
●lN13：00（通常15：00）／

OUT12：00（通常日：00）

★伊丹空港から車で
二二＝苛葦　約50分

★神戸空港から章で
約40分

★JR舞子駅から徒歩約7分
※JR舞子駅から送迎あり

圏固固

太閤秀吉が愛した潟の地に付む異空間。

壮大な景色がお部屋やロビーなど随所よ

り楽しめる痛です。

adam上の地域名有馬

●和室（2～4名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は17：30－19：00の

間に開始してください。
●lN15：00／OUTll：00

★伊丹・神戸空港から章で約40分

★神戸電鉄有馬温泉駅
から徒歩約3分

国包国母※漂警惣詔豊実
（垂垂）　　　　ご連招する場合がご乱1ます。

軸2．500白（1歳～未就学児童）
ご予約矧こ、代表者の方の漢字名をご確

認の上聞録にメモ」へ入力お願いします。

adam上の地域名尼崎市内

ァルブZ†ツワ●洋室（ト2名1室）
※2名1事はツインま※2名1室はツインまたは

セミダブルルーム
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★関西空港から阪神尼崎
駅までバスで約55分

★阪神尼崎駅から徒歩約6分

☆ミネラルウオーター1本付き

国屈旧耀；蒜㌫蒜還還㌍
鼻※繁男聖賢謀、鵠：拐某誌

ホテルからのおもてなし

てごバーにてオリジナルカクテル1杯付き
烹貸切風呂40分無料（1泊につき1匝け

6歳添い寝不可

●和室（2～6名1室）
●1泊朝夕食付き崇夕食は19：

30までに開始してください。

●lN15：00／OUT12：00

★伊丹・神戸空港から車で
約30分、神戸電鉄有馬温
泉駅から徒歩約10分（送

adam上の地域名．有馬

●洋室（2～4名1室）
※禁煙ルームのみの設定となります。

●1泊朝夕食付き
※夕創引9：00までに枇してくだ乱1。

●lN15：00／OUT12：00

★伊丹・神戸空港から華で約
30分、神戸電鉄有馬温泉駅

■」澱廓　から徒歩約10分（送迎あり）

塾堕園田※富野宝器三讐憲鎧
㊥　　　　　する場合がございます。

軸3，500円（1歳～未就学児童）
ご予約時に、代表者の方の漢字名をご確

認の上「記録にメモJへ入力お願いします。

adam上の地域名その他兵庫県

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★伊丹空港から幸で
約80分

★神戸空港から車で
約60分

★JR姫路駅から徒歩約7分



ご利用ホテル※特に記載のない隈。′でス．ト．レ付き※軒グル＿プホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

adam上の地域名．その他兵凛県

●洋室（1～3名1室）
※1名1室はツインルーム

のシングル利用
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★伊丹空港から車で約140分

★神戸空港から車で約80分
★」R三ノ宮駅からパスで約85分一て㌣1※宿泊除外目：12／28～

1／4、1／29、4／1、
⊥　4／2、5／3－5／5

蓮細幽感
回国園田

adam上の地域名．城崎・漏村

●和室または和洋室（2－3名
1室）、和室（4～5名1室）

※2－3名1室利用の場合、

お部屋の指定はできません。
●1泊朝夕会付き
※夕食は18：30までに

開始してください。
●lN15：00／0UTlO：00

国毎白覇王張詰諾認諾謂
」二二二盛夏塑造葱鹿追蓬宅萎生」血血」

☆外湯入浴券付き（外湯スタンプ帳付き）
でJ女性のお客様に色浴衣貸し出し

（滞在中1匝け

ddam上の地域名：奈良

●洋室（1～2名1室）
●1泊朝会付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常10：00）

★伊丹空港からJR奈良
駅までバスで約60分

★JR奈良駅から徒歩約4分

adam上の地域名．その他兵庫県

●洋室（1～3名1室〉

●1泊朝食付き
●lN15：00／0UT11：00

★伊丹空港から車で約80分

★神戸空港から三宮駅まで
ポートライナーで約18分

★三宮駅から高速バスで
約45分

※宿泊除外日：12／30～
1／3、5／3～5／5

adam上の地域名：城崎・湯村

●和室（2～6名1室）
●1泊朝夕会付き
※夕食は19：00までに

開始してください。

済！鎧箪芸品g裟
回国田園．‰㌫馴ら章で約5分
■「；■　　〔　　　　　※宿泊除外日：12／18、
円・ニl・＿　　一指出賃

ir朝食を部屋食に変更可

～1／4

ad∂m上の地域名：奈良

㊨基
adam上の地域名：奈良　奈良

●洋室（2～3名1室）
●1泊朝食付き
※朝食は和定食、洋定食、
茶粥定食よりお選びく
ださい。

●lN15：00／OUTll：00

★伊丹空港から近鉄奈良
駅までバスで約60分

★近鉄奈良駅から車で
約5分

※関西空港から奈良ホテル

前までリムジンバスが運
行しております。（約80分）

※宿泊除外日：1／31

adam上の地域名：奈良

●和室（2～4名1室）

」●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★伊丹空港から近鉄奈良
駅までバスで約60分

★近鉄奈良駅から徒歩
約2分

※宿泊除外日：12／28～

1／3、5／3～5／5

姉酎

蜃臣国∈当園（平気予打

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常11：00）

★伊丹空港から近鉄奈良
駅までバスで約60分

★近鉄奈良駅から
徒歩約8分

adam上の地域名：奈良

∂dam上の地域名．城崎・湧村

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は19：00までに

開始してください。
●LN14：00／OUTlO：00

★伊丹・神戸空港から車で

函画面．鵠温泉駅から華で
随㊧　※謡法外日＝，2′31

☆夕食時ワンドリンク付き
（グラスワイン1泊につき1杯）

で、女性のお客様に色浴衣貸し′出し（10／1～‖／6、4／1～5／13）

adam上の地域名城崎・濁村

●和室（2－4名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は19：00までに

開始してください。
●lN14■00（通常15：00）／

OUTll：00

★伊丹・神戸空港から車で

★」R域頒温泉駅から章で約3分
※宿泊除外日：12／18、12／31－1／3

回国図四【蒜滝蒜

☆記念日などでご利用のお客様には料
をお祝い風にアレンジして提供

良　　　　　　　　　adam上の地域名：奈良

“叫は詰謡書1室）

表！‡墨墨㌶装追詰

固留固薗

前までパスで約60分
★近鉄新大宮駅から
徒歩約10分

※」R・近鉄奈良駅から
送迎あり

㌍温泉大浴場利用券付き
丘でミネラルウオーター付き

創業当初の華やぎを今もなお受け継ぎ、

訪れる人々に優雅なひとときを。100余年

の歴史と伝統を誇るホテルです。

adam上の地域名：奈良

●洋室（1～3名1室）
※1名1室はツインルーム
のシングル利用

●1泊朝食付き
。ゝ三：1●lN15：00／OUTll：00

≠　★関西空港からホテル

「帯★嘉読需筑駅東
溺　※墓誌諾慧笥誓′3

☆「飛鳥三園パスポート」付き

●洋室（2～3名1室）
※禁煙ルームのみの設定

となります。

●1泊朝食付き
※朝食は和定食、洋定食、茶粥

定食よりお選びください。

●‡N15：00／0UTll：00

★伊丹空港から近鉄奈良
駅までバスで約60分

★近鉄奈良駅から車で約5分
※関西空港から奈良ホテル

客室の一例　配蓋売品諾
※宿泊除外E：1／31

かにづくしプラン
設定期間：2013年11月7日～
2014年3月31日（設定除外日：12／31）

adam上の地域名：奈良

●洋室（1～3名1室）

●1泊朝食付き
●tN13：00／

0UT13：00（通常日：00）

★伊丹空港から」R奈良駅
までバスで約60分

★」R奈良駅から徒歩約5分
★近鉄奈良駅から徒歩
約5分

adam上の地域名：奈良

●和室（2～4名1室）

巧蕊整毘こ
●lN15：00／OUTlO：00

★伊丹空港から近鉄奈良
駅までバスで約60分

★近鉄奈良駅から章で
約10分

※宿泊除外日：12／28～
1／3、5／3・～5／5

回国！ヨ
厩弧跳嗅′160疎5歳～菜種学児童）

辺　　　adam上の地域名：和歌山

●洋室（1－2名1室）

甘
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ご利用ホテル※特に記載のない剛パス．卜．レ付き※基本グル＿プ桁ル以夕搾ご利脚場合は、追加代金が必要とな。ます。

dddm上の地域名和歌山　和

’‾γ‾1●洋室（1－3名1室）

●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

OUTll：00

★関西空港からリムジン
バスで約40分

★JR和歌山駅から徒歩
約1分

a由m上の地域名潮歌山　和

●洋室（2～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT12：00

★関西空港から車で約
50分

★」R和歌山駅から車で
約30分

攣
」仙∴⊥査ま感受更意患盛運■し　　　肌

☆滞在中何度でも使える紀州黒潮温泉の
入浴券付き（ホテルより徒歩約3分）

adam上の地域名：和歌山　白浜温泉　　　　　　adam上の地域名．和歌山

寧琴賢展

●和室（1－4名1室）
※バス・トイレなし（共同）
※お部屋の外から経はかけ

られません（内達のみ）
●1泊朝夕食付き
※夕食は19：00までに開始

してください。また、21：00

で終了となります。
●lN15：00／OUT9：00

★関西空港から華で約90分

二‾∵∵

●洋室（2－4名1室）
※3名1室以上でご利用
の場合はツイン＋ソ
ファーベッドとなります

●1泊朝夕念付き
※夕食は19：30までに開始

してください。

●lN15：00／OUTlO：00

★関西空港から」R白浜
駅まで電車で約120分

★」R白浜駅から幸で約10分

］　Mノヽ▲Xフくr■t≡ヨl J lこ

画面裏禦～3歳）・4歳元軋、国国園田駁冠取諒闇13．150円（2歳～未就学児童）

白浜温泉 adam上の地域名和歌山

●洋室（2－3名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は20：00までに

開始してください。
※夕食は和食・洋食よりご予

約時にお選びください。
●lN14：00（通常15：00）／

OUT12：00（通常10：30）

（※12／31～1／3のみ

OUTlO：30）

★関西空湾からJR白浜駅
まで電車で約120分

★」R白浜駅から車で
約12分

●和室（2－5名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は20：00までに

開始してください。
●lN14：00／OUT11：00

★伊丹空港から車で約70分

画回頭苗※諾意莞雷撃諾
（垂垂）

Ar女性のお客様に色浴衣貸し出し

15

国毎田園

adam上の地域名和歌山

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は19：30までに

開始してください。
●】N15：00／OUTlO：00

★関西空港から」R紀伊
勝浦駅まで電車で約
200分

★JR紀伊勝浦駅から徒歩
約10分

山　　　　　　　adam上の地域名欄歌山

●洋室（1～3名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00／0UTll：00

★関西空港からバスで
約40分

★」R和歌山駅からバスで
約10分

※宿泊除外白：10／24

adam上の地域名：和歌山

日毎田園

●洋室（1～3名1室）
※1名1室はツインルーム
のシングル利用

●1泊朝夕食付き
※夕食は和食・フレンチ
会席よりご予約時に
お選びください。

●lN14：00／OUTll：00

★関西空港から」R白浜駅
まで電車で約90分

★JR白浜駅から幸で約10分
※宿泊除外日：12／31～1／3

階既吉相13，150円（3歳～未就学児童）

adam上の地域名．和歌山

固回国団（写撒言‾
顧2．100円（3歳～未就学児童）

adam上の地域名和歌山　南

●和室（2－6名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は19：30までに開始

してください。
●仙14．00（通常15：00）／
OUTlO：00

★関西空湾から」R紀伊勝
浦駅まで電車で約200分

★」R紀伊勝浦駅から観
光桟橋まで徒歩約7分

※宿泊除外目：
12／17～12／19

匠ヨ寵0円（3～胤6鰍寝回国田配剤）臓儒耀13，150円（3歳～未就学児童）

∂dam上の地域名滋賀　大津（

∃●洋室（1～2名1室）
…●1泊朝食付き、●lN15：00／OUT12：00

★伊丹空港から車で約60分
★JR大津駅南口直結
約1分

；ミネラルウオーター付き
（お一人様1本）

）　　　　adam上の地域名：滋賀

adam上の地域名滋賀　長浜

●洋室（1～3名1室）
※1名1室はツインルーム
のシングル利用

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★伊丹空港から京都駅

辱表課う競言表芸讐
石山駅まで約13分

※JR石山駅北口から

送迎ありノ※宿泊除外日：

甑感　4′26～5／5

田

●洋室（1～4名1室）
※1名1室はツインルーム

のシングル利用
●1泊朝食付き
●lN14：00／0UTll：00

★伊丹空港から華で約80分
★JR大津駅から車で約10分
※」R大津駅から送迎あり

●和洋室（2－4名1室）
※2名1室は「波の抄」、

3名1室は「波の抄」また
は「暁の抄」、4名1室は
「暁の抄」となります。

※客室の題天風呂は沸
かし湯となります。

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／0UTll：00

★関西空港から」R白浜駅
まで電車で約120分

★」R白浜駅から車で約15分

adam上の地域名和歌山

回回畠田

●洋室（1－3名1室）
※1名1室はツインルーム

のシングル利用
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★関西空港からJR南部
駅まで電車で約90分

★JR南部駅から車で約10分
※宿泊除外日：

12／30－1／3、4／1、

4／2、5／3～5／5

）　　　　adam上の地域名・滋賀

●洋室（2－3名1室）
●1泊朝会付き
●tN14：00／OUTll：00

★伊丹空港からホテルまで
車で約60分

★」R大津駅から徒歩約10分
※宿泊除外日：12／31－

禰割　1／3、5／1～5／5

回回国因
▲「朝食を昼食に変更可能
入r女性のお客様にレディースセットご用意

∂由m上の地域各滋架　草津

●洋室（1－3名1室）
※1名1室はツインルーム

のシングル利用
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★関西空港から」R長浜駅
まで電車で約180分

★」R長浜駅から徒歩約
10分

たショップにてソフトドリンク引換券付き

（一部除外品あり）

adam上の地域名．滋賀

●洋室（1～3名1室）
※2名1室はツインまたは

ダブルルーム
●1泊朝食付き
●lN15：00／

OUT12．00（通常日：00）

★伊丹空港から車で約75分
★」R草津駅から徒歩約1分
※全室LAN回線完備（無料）


