
■マークのご案内※2013年6月現在の情報となります。
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■旅行代金について

※1男女別、時間等により入替制の場合もございます。また、施設により有料の場合もございます。

※2出発前予約制となり、ルーム数に限りがあります。また、ルームタイプに指定がある場合がござ
います。ご予約時にお申し出ください。マークがなくても設定がある施設もございます。ご利用希

望の場合はリクエスト対応となりますので、お問い合わせください。
※3屋内プールは時期により営業していない場合もございます。また施設により有料の場合もござ

います。

※4部屋食（夕食）は個室宴会場となる場合がございます。（特に記載のない場合は、夕食はレス
トランまたは宴会場にてセットメニュー（バイキングに変更の場合あり）となります。）夕食場所・
メニューが〟または′で表示されている場合、指定はできません。

※5駐車場無料のホテルでも大型車は有料の場合がございます。

※5・※6について、台数に限りがある場合がございます。駐車場は隣接する契約駐車場となる場
合がございます。また立体駐車場の場合、一部ご利用いただけない車種もございます。

※7出発前にご予約が必要です。
※8出発前にご予約（有料）が必要です。

旅行代金とはr基本代金として表示した金額」とr追加代金として表示した金額」の合計を指します。

出発日・利用人数・日程により旅行代金が異なります。各コース該当カレンダー記載のアルファベットをご参照のうえ、代金をご確認ください。小人代金は、

旅行開始日当日を基準に、満3歳以上12歳未満のお子様に適用となります。18歳の高校生は大人代金適用、12歳の小学生は中人代金適用となりますので

ご注意ください。またご旅行中にお客様のご都合で使用されなかったクーポン券規の払戻はできません。

『お客様へのご案内

最少催行人員　特に記載のない限り2名様より催行となります。（ただし1名1室の設定がある宿泊施設のみを利用した場合は1名様より催行します。）

お申し込み　特に記載のない限り2名様以上でお申し込みください。（ただし、1名1室の設定がある宿泊施設のみを利用した場合は、1名となります。）また、

お申し込み時に必要部屋数をお申し出ください。

ご出発日の前日から起算して10E】前までご予約を承っております。（お申し込み内容の変更も10日前までとなります。）ただし、満席等の理由により受け付け

ができない場合がございます。

ご利用便　便名はご予約いただいた時点で決定いたしますが、ダイヤ変更に伴い便名・フライトスケジュールは変更となる場合がございます。その場合予定

の日程を変更することもございます。

券面に記載されている便以外はご利用いただけません。また、乗り遅れ（交通機関の渋滞等含む）による代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払戻は

できませんのでご注意ください。また、代替交通手段についてもお客様自身での手配となります。

※2歳のお子様がご参加で旅行中に3歳のお誕生日を迎えられる場合は、復路搭乗日に有効な商品または航空券をお買い求めください。

宿泊施設　特に記載のない限り、客室の指定はできません。ルームタイプが‘または”で表示されている場合、指定はできません。

パンフレットに記載されている客室写真は一例となり、実際と異なる場合がございます。

相部屋はお受けいたしておりません。特に記載のない限り、バス・トイレ付きとなります。

ぐ羊室〉宿泊施設により1室1名～4名標でこ利用いただけます。特に記載のない限り1名1室はシングルルーム、2名1室はツインノレームのご利用となります。（3名～4名1室で

こ利用の場合はツイン＋エキストラベッドまたはソファーベッド等となります。）

〈和室〉宿泊施設により1室2名～5名様でご利用いただけます。（1室の広さ（義教）は利用人数により変わります。）

パンフレット内の「ホテルからのおもてなし」は記載のない限り、滞在中1匡】のご利用となります。各宿泊施設チェックイン時にお申し出のうえご利用ください。

また、記載のおもてなしの内容は一部となる場合がございます。

禁煙ルームの設定があるルームタイプは施設により異なります。早めのチェックイン、遅めのチェックアウトができる施設は時刻を赤文字で表示しています。

施設使用料について　0～2歳の幼児の方で食事や寝具を必要とされない場合でも施設使用料が必要な場合がございます。（現地払い）

各施設に記載されている金額は1泊あたりの金額となります。

施設使用料に含まれているものは各宿泊施設により異なりますので各宿泊施設にご確認ください。※添い寝の可否については各宿泊施設にご確認ください。

食事　食事条件は特に記載のない限り朝食付きとなります。パンフレットに記載されている料理写真と器は一例です。時期により変更となる場合がございます。食

事内容は大人4人と小人では異なる場合がございます。

夕食付きの施設にお申し込みの方は特に記載のない限り18：00までに宿泊施設へチェックインしてください。それ以後となる場合は必ず宿泊施設へご連絡のうえ、

夕食対応時間をご確認ください。宿泊施設によっては夕食の対応ができない場合がございます。その場合、お客様の夕食放棄となりますのでご注意ください。

夕食場所について特に記載のない場合は、レストランまたは宴会場にてセットメニュー（バイキングに変更の場合あり）となります。夕食場所・メニューが“または”で表

示されている場合、指定はできません。

オプショナルプラン　プランにより小人の対象年齢が異なります。3歳未満のお子様のご利用については、お問い合わせください。また、プランによって現地

ではお申し込みいただけない場合もございます。

添乗員　特に記載のない限り添乗員は同行いたしませんので、ご旅行中の諸手続きはお客様ご自身で行っていただきます。

その他　ツアー中、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日（これを当社では「無手配日」といいます）については、当該臼にお客様が被っ

た損害について補償金は支払われません。

臼は情報ブック（A2lnfoに掲載）に詳しい記載がございます。立はadamより行程案内書が印刷できます。ロのあるプランはスカイホリデークーポンが発券されます。

●オプショナルプラン・各種素材をご予約の際は、特に記載のない限りご利用日にてご予約ください。
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東京スカイツリー㊥へ行こう！1・2泊
〈基本グループホテル・往復基本フライト利用・
東京スカイツリー㊥天望デッキ（350m）日付指定入場券引換券付き〉

※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。
※ただし、5名1室の設定があるホテルをご利用の場合は、4名1室の基本代金を基準とし、

ご利用ホテルグループごとに追加代金が必要となります。また、宿泊ホテルにより、追加代金が必要となります。
※基本グループホテル・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。

中人・小人差額

■差額代金（お一人様）

◆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　㊤国内線旅客施設使用料　③規定の宿泊費、食事代　④東京スカイツリー㊤天望デッキ（350m）日付指定入場券料金〈小人（3歳）を除く〉

①60歳以上のうれしいポイント代（対象者のみ）⑥ANAバス代（対象者のみ）※④～⑥をご利用にならなかった場合の払戻はございません。※規定以外の食事代、入園料、交通費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。）

■基本代金（札幌・函虎発／大人お一人様） 顆基0′旦匝奥義頭建出違建直琶≪鑑壷帆

－＝＝三　一・　　t・・・＝ ��Å �8　∃　⊂ ��D �亡　き　F ��ー　G �H 

4名1圭 ��39．300 �40．300 �45．300 �47．800 �50．800膏8．800 ��63．800 �69，300 

1 �1　3名1圭 �39，800 �40．800 �45．800 �48．300 �151．300 �159．300 �84．300 �69，800 

泊 �「「這i毒「 �40．800 �41．000 �48，800 �49．300 �52，30・○ �60．300 �65，300i72．800 

1名1皇 �46．300 �47．80・0 �51，800 �54，800 �59，800 �67．800 �71，800 �82．800 

2 泊 �4名1主 �46．300 �47．300 �48，000 �52，300 �55，800 �67．300 �69，300 �77．300 3名1圭 �48，800 �47，800 �48，500 �52．800 �56300 �67．800 �69．800 �77．帥0 

2名1圭 �48．800 �49，800 �50．m �54．800 �58．300 �6乳800 �72，800 �79．帥0 

1名1圭 �57，800 �57，800 �59，500 �63．800 �63，300 �76，000 �82，800 �89．800 

■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。）

｛基本代金（小松・富山・能登発／大人お一人様）
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QO621A（8） QO622A（B）

※末尾（B）は東京ディズニーリゾート◎・

パークチケットオプショナルプラン付き

専用コースの商品コードとなります。

※北海道内各地（旭川・帯広・釧路・女
満別・根室中標津・オホーツク紋別・
稚内）発をご利用の場合は、発地追加
代金（下記参照）が必要となります。

Q4621A（B） Q4622A（B）

Q7621A（B） Q7622A（B）

※末尾（B）は東京ディズニーリゾート⑳・
パークチケットオプショナルプラン付き

専用コースの商品コードとなります。

※東北（秋田・大館能代・庄内）発をご

利用の場合は、発地追加代金（下記
参照）が必要となります。

，忘蒜＼」讐 ��A �8 �C �D �E　t　F ��G†H　∴l∴J ����K �L　・　M 

一　芸；… ��28，800 �29．300 �29．800 �31，300 �32，300巨33．300 ��35，800 �37．30・0壬39．300 ��42．300 �45．300 �メ冬型旦J �－52，300 29．300 �29，800 �30，300 �31，800 �32，800毒33．800 ��36．300 �；；霊悪霊 ��42，800 �45．80：○ �49．800 �52．800 

泊 �】　2名1圭 �30，300 �31，300 �32．300 �32，800 �33，800け4，800 ��36，800・ ���43．800 �47．30・○ �50．800 �53．800 

1名1圭 �33，800 �34，300 �34．800 �37．300 �38．300j39，300 ��40，800i43，300 ��44．800 �48．300 �51．3〇・〇 �54．800 �57．800 

2 泊 �4名1圭 �36，300 �38．300 �38，800 �40，300 �42．300 �43．300 �44．800…45．800喜48．300 ���50．800 �53，3〇・〇 �55，800 �61．300 3名1圭 �36，800 �38．800 �39．300 �40．800 �42．800 �43．800 �45，300 �46．300 �148．800 �51．300 �53．800 �58，300 �61．800 

2名1圭 �38．800 �40．300 �41．300 �43．300 �44．300 �45．300 �47．800‡48．800 ��51．300 �52．800 �56．300 �57，300 �64，300 

1名1王 �45．300 �46．800 �47．300 �49．800 �51．300 �52．m �ー盲4．300圭55．300 ��58，300 �59，800 �63，300 �164，300 �70，800 

北海道（旭川・帯広・柑・女湘帽圭中尉・オホーツク紋別・稚内）発・東北（秋田・大錮儲代・庄内偶発地追加代金（お一人様／机中人・小人隙

北海道（旭川・帯広・釧路・女満別・椙室中標津・オホーツク紋別・稚内）発・東北（秋田・大館能代・庄内）発は、下記の追加代金が必要となります。単位：円

追加 代金 �孟「竺竺 �10／1－5／6 旭川・帯広・釧路発 �4，000 

女満別発 �9，000 

根室中標津発 �11，000 

オホーツク紋別発 �13，000 

稚内発 �19，000 

追加 代金 �課 �10／1～11／10 ��11／11～11／24 ��11／25一一12／24 ��12／25 、1／5 �1／6～2／28 ��3／ト3／12、4／ト4／25 ��3／13－ 3／31 �4／26－ 5／6 

日一木 �金・土 �田一木 �金・土 �田一木 �金・土 ��日～木 �金・土 �日～木 �金・土 

秋田発 �7，000 �8，000 �3，000 �3．000 �3，000 �3．000 �5，000 �3．000 �3．000 �3．000 �3．000 �追加なし �6，000 

大館能代発 �7，000 �8，000 �3，000 �3，000 �3，000 �3．000 �5，000 �3，000 �3，000 �3．000 �3．000 �2．000 �6．000 

庄内発 �13．000 �15．000 �13．000 �15．000 �8，000 �9，000 �6，000 �8，000 �9，000 �13，000 �15，000 �13，000 �8，000 



東京スカイツリー＠へ行こう！1・2泊
〈基本グループホテル・往復基本フライト利用・
東京スカイツリー㊥天望デッキ（350m）日付指定入場券引換券付き〉

※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。
※ただし、5名1室の設定があるホテルをご利用の場合は、3～4名1室の基本代金を基準とし、

ご利用ホテルグループごとに追加代金が必要となります。また、宿泊ホテルにより、追加代金が必要となります。
※基本グループホテル・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。

中人・小人差額

『差額代金（お一人様）

◆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国内線旅客施設使用料　③規定の宿泊費、食事代　④東京スカイツリー一秒天望デノキ（350m）日 
付指定入場券料金〈小人（3歳）を除く〉　①60歳以上のうれしいポイント（対象者のみ）⑥ANAバス代（対象者のみ）⑦東京スカイツリp周辺・浅草MAP＆ク¶ボン代（広島・岡 

山発往路⑳フライト利用時のみ）※④～⑦をご利用にならなかった場合の払戻はござし、ません。※規定以外の食事代、入園料、交通賃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。）

■基本代金（大人お一人様）中英0快感軌進講海星一詠溌溶銑　　　　　　　単位：円

忘這＼＼讐 ��A �8 �⊂ �D �E　≧：F ��G　t　H 

1 泊 �3－4名1圭 �24．300 �24．800 �27．800 �30，300 �30．800　33．800 ��3も．300け3，，00 
2名1王 �25．300 �25．000 �28．800 �31，300 �31，800わ4，800 ��ぎ37，300ト38，800 

1名1圭 �27．800 �28．300 �31．30■0 �33．800 �34，300138．800 ��41，300 �42，800 

2 泊 �3～4名1圭 �32．800 �33．800 �36．500 �38，300 �39．300 �42．300 �44，300 �45．300 
2名1王 �34，800 �．35．800 �38．500 �39．300 �40．300 �44．300 �46．300 �47．300 

1名1圭 �39．300 �40．300 �43．50■○ �44，300 �45，300 �48．300 �51，300 �52，800 

■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。）

■基本代金（岡山発／大人お一人様）鳴娠強火羞嘉払丑誼密診箆　憩恥

※末尾（B）は東京ディズニーリゾート。・
パークチケットオプショナルプラン付き

専用コースの商品コードとなります。

商品コード �1泊 �2泊 

下記以外 �R1221A（8） �R1222A（8） 

広島・岡山発往路 ⑳フライト利用 �R1221⊂（D） �R1222⊂（D） 

※末尾（B／D）は東京ディズニーリゾート◎・

パークチケットオプショナルプラン付き

専用コースの商品コードとなります。

，こ忘完＼＼、、、讐8 ���A �8 �C �D �E �F �G　婁　H ��l‡J≦ ��K �L �M　L　N ��さ　0 

L　3－4名1圭 ���30．300 �32，800 �32．800 �33．800 �35，800 �39．80・0 �40．300141，800】42，800 ���45．800 �46，800 �49．300 �53．300 �56，300 �61，80・0 

【　2名1皇 ���31．300 �33．800 �33．800 �34．800 �37．300 �40．800 �41．300 �42，800i43，800 ��48．800 �≧47．800 �5・0，亨00 �53，800 �58．300 �6え800 
■　1名1圭 ��33．000 �36．300 �38．300 �37，300 �39，800 �43．300 �43，800 �45．300146．300 ��48．800 �49．800 �52．800 �56．300 �59，800 �64，800 

広志・蓉毘発追加代金 ���3，00・0 �2．500 �7．000 �7．000 �4，000 �1．000 �1，500r　500 ��追加なし �追班なし �追加】なし �2，000 �500 �500 �追加なし 

山口宇部発追加代金 ���4．000 �2，500 �10．000 �9．500 �6．200 �3．200l2，700 ��8．000 �1，700 �2，000 �10．50・0 �8，000 �4，000 �5．000 �500 

2P‾嶋1真 泊「」崇ト ���37，800 �39，800 �39．800 �41．300 �43．800 �．43．800 �46，800！48．800 ��52．800 �55，800 �57．300 �57．800 �座1，300　64．800 ��72，800 
39，800 �41．800 �41，800 �43，300 �弓45．000 �45．800 �圭48，800i50，800 ≡53，800∃55，800 ��53．800 �57．800 �59．300 �i59，800 �62，800言68．800 ��74．800 

44．800 �46．800 �46，800 �48．300 �50，800 �50．800 ���58，800 �62，800 �64，300 �64，800 �67．300け1，刃・0 ��79，800 

4，000 �3，000 �8，000 �7，500 �5．000 �追班なし �1．500 �500 �追加なしl追加なし ��500 �1．500 �動ロなし　退助なし ��追加幹し 

3．500 �2．500 �8，500 �7，000 �9，000 �6，00013．000l8．700 ���10．500 �1，700 �2，500 �6．500 �追払なしl追加なし ��追加なし 
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東京スカイツリー㊥へ行こう！1・2泊
く基本グループホテル・往復基本フライト利用・
東京スカイツリー㊥天望デッキ（350m）日付指定入場券引換券付き〉

※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。
※ただし、5名1室の設定があるホテルをご利用の場合は、3～4名1室の基本代金を基準とし、

ご利用ホテルグループごとに追加代金が必要となります。また、宿泊ホテルにより、追加代金が必要となります。
※基本グループホテル・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。

中人・小人差額
』差額代金（お一人様）

◆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国内線旅客施設使用料　④規定の宿泊費、食事代　④東京スカイツリー◎天望デッキ（350m）日 
付指定入場券料金〈小人（3歳）を除く〉　⑤60歳以上のうれしいポイント代（対象者のみ）⑥ANAバス代（対象者のみ）※④～⑥をご利用にならなかった場合の払戻はございま 
せん。※規定以外の食事代、入園料、交通費等はお客様負担となります。 

｝出発眉カレンダー（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。）

蔓

●基本代金（大人お一人様）軌炬恥机送配遮諺誕憤凝結帆

※末尾（B）は東京ディズニーリゾート㊦・

パークチケットオプショナルプラン付き

専用コースの商品コードとなります。

出発日 1霊利用人中 ��A �8 �C �D �E　董　F ��G　） �蔓　H　tl喜J ���K �L �州 

1 泊 �3－4名1重 �38，800 �43，800 �45．800 �47，300 �48．300 �50．300‡50．80：0 ��54．380i56．800けさ．300 ���81．800 �69，800 �81，800 
2名1主 �41，800と44．800 ��46．300 �47，800 �49，300 �51．300 �52，800 �54，800j57．800 ��∃59．300 �62．800 �70．300 �82．800 

1名1量 �44，800 �47，800 �49．300 �50．300 �52．300 �54．300 �54，800 �57，800 �60．800 �61，800 �65，800 �72．800 �84．800 

2 泊 �3■－4名1主 �46，800弓51．300 ��52．300 �53．300 �55．m �57．300 �58．300 �引）．800 �61．300 �62．300 �66．8∞ �73．300 �92．800 
2名1圭 �49．800 �52，800】53，800 ��54．800 �57．800 �58．800 �59．300 �61．000 �62，800 �64．800 �68．300 �74，800 �わ4．800 

1名1主 �55．800 �59．300座0，300 ��60．800 �63．800 �85．300 �65．800 �68．300169，800 ��70．800 �≧74，300 �座0，叩0 �ぎ98．800 

t出発巳カレンダー（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。）

4月

※末尾（B）は東京ディズニー」ノゾート⑳・
パークチケットオプショナルプラン付き

専用コースの商品コードとなります。

l≡l �月 �火 �水 �＊ �金 �土lB ����月 �火 ��水l木 ���盆 � � ���水 �吾 8 14 8 ��会 うi t＝ ��土 7卓‾ 1＝ 「1● （＝ ��【ヨ �月　火 ���水 �禾 �金 �土 �tヨ � ���裁 �土 �l≡l �月 

●1三二 �� � �1 ■■ �2 ｛＝ �ュ － �‡■ t �三三 ��� �7 ■ こ � � � � � �11 ■ ■＋ C �岬L＿ 9＿ � � �捜薫 AA �16 ＿⊂ 13 ⊂ �������20 ■ ‾1テ ■l �2122 JP＿＿｝寧＿ ���23 一＝ �芸当晋 ��28 1＝ �i首 �掌王寧 翼と芸 ��ユ72■ （＝　■l � � � � 

23 l＝ �24 寧 ����9 亡： 

1月 ��1 ⊥ �■ �こ �■ 1 l �事 ▲ ユ K � �■ J 【1 ；1 � � � �嬉 � � � � � � �14 （＝ � � ��1 t＝ 12 1＝ 12 一F＿ ▼■ � � � � � � �十王ユ ㌧▲ �23 ▲ 知 ▲ 1一ナ 8 1 � � � �20 K �！晋 24 l⊂ �一志 1⊂ �竺空 知 A 「由 8 �30 ＿－ 27 A 惜 �Ill l 21I A i恵 ■ �r � � � � 
lO ラ 1＝ ア C � ���乳▼芸 10萱11 是撞 1■lll �� ����� �f香 絹 堪 �����Tli A 甜 ll ������墓儲 �」11 C 21， 一＝ 18 H � � � 

】 � � � ������ ���T▼ ���ささ 1‾苫 �����L ����� ��������22 く＝ ������ � � 

m � ��� ����� ������� � ��� � ��ユO H �� � �■d �t－ ���■29 ■ �� 

1 ← �2 iF �3 D �「i‾‾「‾ E≡ 三1 �� � � �－ � � � � � �筈声 �� � � �� � � � � �� � � � � � �芸渾 ��27 J 25 �博 �刀■ 27 �l � � � � 

1 ■i ������5 ← � ��� �������14 �����17 ����� �21 �������28l29 �30 �31 

■基本代金（松山発／大人お一人様）・・赦瑚炎羞癌駄蟻酸檻昏鰯渚帆．
肋8 11刊用人モ �������Å �8 �C �D �E �F　仁G■　H ���l �J �K �L �州 

3、4名1圭 �������33．800 �34，300 �34．300 �35．800 �35，800 �37，800 �37．800 �46，80。 �47．300 �47．800 �49，300 �57，800 �64．300 

1 泊 ��2名 ��量 ���34．800 �35．300 �35．300 �36，叩0 �38，800 �38，300わき．脚0 ��48．300 �48．300 �48．300 �50，300 �58．880 �65．300 

1名 ��皇 ���37．300 �37．800 �37．000 �39．300 �39．300 �40，約0圭41joo ��50，8〇・〇座0，800 ��．50，800 �52．800 �61．30：0 �67．800 

三二 �� � ���1，000 �500 �500 �tl．000 �500 �500 �2，000 �・5，000 �・5．000 �・500 �3．500 �差鋼なし �・1，500 

山左 �� �十十十十 ���－2，000 �・2．500 �・2．500 �・4，000 �－3．500 �t4．500 �・5．000 �・2，500 �・2，500 �・2．500 �・4．000 �・4，∞0 �・4，500 

・難航追試識‾竃三三 ������1，500 �1．000 �1．000 �・500 �1，M �1，000 �1，000 �・4，300 �－4．380 �1．000 �1．500 �・3．000 �・2．500 

3－4名1主 �����40．800 �41，300 �42，300 �42，800 �43．800 �48，300 �53．300重54，300 ��59．300 �61．500 �62．800 �66，500 �i83，800 

2名1圭 ������42，000 �43，300 �44，300 �44，800 �45，800 �50．300 �55．300座6．300 ��60．300 �63，300 �64，300 �67，800 �85，300 

ぎ　1名1垂 �������47．800 �48．300 �49，300 �49．800 �⊇50．800 �55．300 �80．300沌1．300 ��65．300 �68，300 �，69，300 �72，500 �89．800 

500 �靂繍なし �500 �‾　2．000 �2．000 �・2．500 �・3，500ト3，500l・2．500 ���・1，000 �・2，800 �・2．700 �1．200 
一一■了ご■1 �� � �・1，500 �・2．000 �・2．500 �－3，500 �・4，000 �－2，500 �・2，500r・5．000l1800 ���・2．000 �1－5，000 �・3．700 �・6．000 

2，000 �1．500 �1．500 �2．000 �2．000 �－1．000 �・3．000 �・3，000 �・2．800 �・1．800 �ト2，500 �・2．700 �・14．000 
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東京スカイツリー㊥へ行こう！1・2泊
く基本グループホテル・往復基本フライト利用・
東京スカイツリー㊥天望デッキ（350m）日付指定入場券引換券付き〉

※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。
※ただし、5名1室の設定があるホテルをご利用の場合は、3～4名1室の基本代金を基準とし、

ご利用ホテルグループごとに追加代金が必要となります。また、宿泊ホテルにより、追加代金が必要となります。
※基本グループホテル・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。

中人・小人差額

■差額代金（お一人様）

◆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国内線旅客施設使用料④規定の宿泊費、食事代④東京スカイツリー①天望デッキ（350m）日付指定入場券料金〈小人（3歳）を除く〉

⑤60歳以上のうれしいポイント代（対象者のみ）⑥ANAバス代（対象者のみ）※④～⑥をご利用にならなかった場合の払戻はございません。※規定以外の食事代、入園料、交通貿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。）

l H t■l■1111】l l l l l l l L l l l　】l l l　11

■基本代金（福岡・佐賀発／大人お一人様）浪炬′旦陳嘉男組韮逮重電凱据軌も9　　　　　単位：円

，孟こir→、」讐 ��A �8 �C �D �E �F �G �H �】‡J 

1 泊 �3－4名1呈 �34．800 �35．300 �38．300 �41．500 �44．500 �47．300 �53，50。 �59．30：○ �60，300 �け3，800 
2宰嘩 �34．800 �35．300 �39．300 �42，500 �j45，500 �48．000 �54，500 �≦60，300 �61．300 �74，500 

1名1圭 �37．300 �37．300 �41，300 �45，的0 �48．000 �ぎ50，900 �57，000 �62．800 �け4．300 �77．800 

3－4名1圭 ��40，200 �41．200 �46．300 �47，300 �50．300 �60，000 �66．500 �67，500 �71，500 �82．500 

2 泊 �2名1量 �41，200 �42．200 �47．m �48，300 �51，300 �61，000 �67．500 �68，500 �72，300 �83，300 

1名1主 �45．200 �45．800 �49．800 �50，800 �56．300 �63．500 �70．000 �72．800 �77．800 �i87，300 

『基本代金（鹿児島発／大人お一人様）
※鹿児島発着以外の ��岳麿もきざし1由こブライト情報ページをこ確認くだ乱1。l甲裁04眺窟新二戯雷遥≪泥軌や主J廃位：円 

，忘蒜＼」讐 ��A �8　－　C】D　L　EiF　f　G ������日　量　l ��J 

1 泊 �3－4名1主 �38，800 �38，800 �41．00 �44．500 �46．000 �47．800 �50，900 �56．000 �57，000 �68－200 
2名1主 �38．800 �38，800 �42．800 �45，500 �47．000 �48．500 �51．500 �57．000 �58．0加車的．000 

1名1嘉 �41．000 �41．800 �44．800 �48．0・00 �49．500 �51．500 �54．500墓59．500 ��61．000け2－000 

2 泊 �3～4名1圭 �44．300 �45．800 �47．的○ �50．000】52，000 ��59，500座0500宣65引）0！66800 ����7え800 
2名1皇 �45．300 �46．000 �48，800 �51．000 �53．000 �∃60，500沌1．500 ��66．600「 �沌8．100 �74．200 

1名1圭 �47．800 �49．300 �51，300 �53．500 �55．500座3，0000叫．0扇 ���69，1叩け4．000 ��80，400 

■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。）

■基本代金（那覇発／大人お一人様）中如旦魅惑雛造語琶蜜一這≪庶蕃帆．　　　　　　単位：円

，忘完「＼→－＼讐≡ ��A �8 �⊂ �D �E �F �G �H　盲l ��J 

1 泊 �3～4名1塞 �38．800 �39．800 �43．000 �43．900 �」は．000 �49，200 �50．400 �53．200 �56，600 �61．900 
2名1圭 �38，800 �39，800 �44．000 �44．700 �49，000 �50，000 �51．100 �53．900 �57．30・○ �62．600 

1名1主 �40．000 �41．800 �47．300 �47，800 �52，000 �53，100 �i54，100 �56．800 �60，400 �65，700 

2 泊 �3－4名1塞 �47．000 �48．300 �50．400 �52．300 �53．500 �54．800 �58．800 �61，200 �63．800 �Hは．600 
2名1圭 �47．800 �40．300 �51，800 �53．800 �54．900 �56．300 �60．100 �62，600 �65．200 �69．900 

1名1皇 �51．800 �52．300 �58．100 �60．000 �60，900 �62，400 �66，000 �68，600 �71．200 �75．900 

※末尾（B）は東京ディズニーリゾート⑳・

パークチケットオプショナルプラン付き

専用コースの商品コードとなります。

※末尾（B）は東京ディズニーリゾート⑩・

パークチケットオプショナルプラン付き

専用コースの商品コードとなります。

宮古・石垣発の場合は
下記の追加代金が必要となりますム
t発地追加代金

（お一人様／大人・中人・小人同額）単位：円

追 加 代 金 �課 �10／1－12／27 1／6－5／6 �12／28－1／5 

宮古発 �12．000 �18．000 

石垣発 �14，000 �24，000 
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