
ご利用ホテル※特に記載のない限。肪ト．レ付き※基本グル＿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。

adam上の地域名周の川

rW”叫冊叫－、‾′Y‘‘〟　　●和室または和洋室

（1－5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00（通常15：00）／

0UTll：00（通常10：00）

★函館空港から車で約10分
★JR函館駅から車で約20分

回国由園田‾i・予∴こ∵∴∴ノ＝＿　長滝材

☆浴衣、バスタオルを2枚ご用意

addm上の地域名．潟の川

●W肌ODERNFL∞R（ワモタン刀ア）

和洋室（2～4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN13：00（通常14：00）／

OUT12：00

★函館空港から華で約10分
★JR函館駅から華で約15分

回国園田田
さ㌃【2連泊以上】ホテルオリジナル和菓子付

‡客室冷蔵庫内のビール、お茶、ミネラノ
ウオーター付き

adam上の地域名：旭川

田園囲

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN12：00（通常13：00）／

OUT12：00（通常日：00）

★旭川空港から車で約30分
★」R旭川駅から徒歩約13分

adam上の地域名：富良野

●洋室（2～4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★旭川空港から車で約90分
★」R富良野駅から車で約10分

外観（イメージ）

回国国または田園
軸2．100円（4歳～未就学児童）

adam上の地域名一その他道央

●洋室（1～2名1室）
※全室禁煙となります。
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTll：00

★旭川空港から車で約40分
★JR旭川駅から車で約60分

画臨画圏攣＿託は園田
軸1，950円＿（0革？未就学児童）

椚

adam上の地域名潟の川

●和室（1～5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUTlO：00

★函館空港から車で約10分
★」R函館駅から車で約20分

国回国回田

☆海羊事の入浴券付き

●和室（1～5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00（通常15：00）／

OUTlO：00

★旭川空港から華で約90分

★JR上川駅から車で約25分

国回田回田
軸1．575円（3歳⊥未読学児童）

adam上の地域名．富良野

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／0UTll：00

★旭川空港から車で約50分
★JR富良野郡から車で約10分

因園田圏靴は園田回
adam上の地域名その他道央

‘‘■　　‾：●洋室（2～3名1室）

和室（2－5名1室）
●1泊朝夕会付き
●lN15：00／OUTlO：00

扇★旭川空港から車で約40分

当★JR旭川剛、ら華で約60分

回国田園国餌田園
駁讃瓶源闇11．050円‾（0歳～未就学児童）

adam上の地域名．君の川

●和室（街側）（2～4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTll：00

★函館空港から車で約10分
★JR函館駅から車で約20分

ご浴衣を2枚ご用意

闘11．050円（1歳～未就学児童）

ad∂m上の地域名旭jl】

●洋室（1～2名1室）
●1泊朝食付き
●IN12：00（通常14：00）／

OUT12：00（通常日：00）

★旭川空港から車で約35分
★」R旭川駅から徒歩約2分

Ar朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名：層雲賦

ゾ，黙●和室（2－5名1室）
∴∴震●1泊朝夕食付き

●lN15：00／OUTlO：00

∋i旭Jll空勤、ら車で約90分
★」R上川駅から車で約25分

固囲巨遍園田

三㌻浴衣を2枚ご用意

顧1′575円fi鹿γ未就学児童）

adam上の地域名■富良野

hl中1－－－二・

回田回

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●－N15：00／OUT12：00

★旭川空港から車で約60分

★JR富良野駅から幸で約7分
※宿泊除外目：10／20～

12／13、3／23以降

adam上の地域名その他道央

●洋室または和洋室（2～
3名1室）※バスなレ
シャワーブースのみ

●1泊朝夕食付き※夕食の時間を
事前にホテルへご予約ください。

蒜：監護還誓訟
園田　　烹芸濫質g譜許諾

☆夕食時ワンドリンク付き
（ビール、ワインまたはソフトドリンク）

園2加0円（3歳～未就学児童）

adam上の地域名：湯の川

妻雪寧要望二チ声1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／0UTll：00

★函館空港から車で約5分
★JR函館駅から車で約20分

ー　ヾ・・L三・y

㊥垣園園田

：r浴衣を2枚ご用意

adam上の地域名旭川

●洋室（1～3名1室）
和室（4～6名1室）

●1泊朝食付き
●削12：00（通常13：00）／

OUT12：00（通常日：00）

★旭川空港から車で約40分
★」R旭川駅から車で約5分

田圃園回
nr朝会を昼食に変更可能
六1止スパ入浴料割引券付き

（通常2．200円→500円）

ddam上の地域名：層雲峡

●和室または和洋室
（1－5名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／0UTlO：00

★旭川空港から車で約90分
★」R上川駅から事で約25分
※JR札幌駅から無料送迎有

（詳細は直接ホテルへ）

国毎ヨ図回田
園2′625円（3歳～未就学児童）

adam上の地域名’富良野

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT12：00

★旭川空港から幸で約65分
★」R富良野駅から華で約10分
※宿泊除外臼：11／13、

11／14

adam上の地域名白金温泉

●洋室（1－3名1室）
※全室禁煙となります。
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／

OUT11：00（通常10：00）

★旭川空港から章で約40分
★JR美瑛駅から車で約25分

回国団固園田
閲選，2，100円（3歳～未就学児童）



ご利用ホテル瀞特に記載の机、剛鳳卜．レ付き※基本飢－プホテル以外をご利用の場合は、追加代針必要とな。ます。

adam上の地域名■白金温泉

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き

で；主主菜‡主主
．．椚針葉欝　　★」R美瑛駅から車で約25分

回国田国因
adam上の地域名その他道央

国園田国

●洋室（2－4名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

OUT12：00（通常日：00）

★帯広空湾から串で約80分
★」R新得駅から華で約15分
※宿泊除外日：11／4～‖／30、

4／6～4／25

′r朝食を昼食に変更可能
良ごサホロイオンスパ「リブレ」を利用可能

adam上の地域名十勝川

adam上の地域名天人峡　トマム

函国囲園田

た夕食時ワンドリンク付き
貪モーニングコーヒー付き

●洋室または和室（2名1室）
和室（3－4名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★帯広空港から串で約40分
★」R帯広駅から車で約20分

薗包囲囲または田園
隣敵組1，0叩く1敵う′6兎円絹～未銑戦葡

adam上の地域名：然別湖

㌻州「；票謀議苧）
●lN14：00（通常15：00）／

OUTlO：00

★帯広空港から車で約80分

★」R新得駅から車で約50分
※JR新得駅から無料送迎有

僻欄は直接ホテルへ）

山⊥二二　⊆旧二三∃
鱒関空11朋0円紬歳の小学生～1滴）

adam上の地域名●阿寒湖

●和室または
和洋室（1～5名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★釧路空港から車で約60分
★女満別空港から車で約75分

回国団田園

たウェルカムスイーツ付き（18：00までに
チェックインの場合のみ）

町■⊂コ由あ　圏国
連さしlうてい　さ　てん；　ろ　つ　　とやくしっ

酬亭・露天舶付き客室（デラックス）

●lN12：00（通常15：00）／0UT12：00（通常11：00）

二∴一二・二二二⊥＿ここ，二＿二＿■主＿＿＿日＿＿＿＿＿■

☆12連泊以上l豚丼またはスイーツめくり券付き

adam上の地域名一釧諮

薮㌘享；；票詰宗吾1室）
●lN13：00／OUTll：00

★釧路空港から華で約40分
★JR釧路駅から華で約5分

adam上の地域名阿寒湖

園田画

●和室または和洋室（2～5名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★釧路空港から車で約60分
★女満別空港から車で約75分
※姉妹ホテル「あかん湖
鶴雅リゾートスバ鶴雅
ウイングス」の大浴場
がご利用になれます。

adam上の地域名：トマム　トマム　　　　　　　　adam上の地域名．トマム

園固囲

●洋室（2－3名1室）
スタンダードフォース洋室（4名1室）

※スタンダードフォース
は全室禁煙となります。

●1泊朝食付き
●lN15：00／0UTll：00

★新千歳空港から車で約85分

★」Rトマム駅から華で約5分　一■L※霜蓋謂欝有函画扇
※宿泊除外日：11／4～11／22

●洋室（2～4名1室）
※禁煙ルームのみの設定となります。

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★新千歳空沼から車で約85分

★JRトマム駅から車で約5分
※」Rトマム駅から無料送迎有

（詳細は直接ホテルへ）
※宿泊除外日：10／1－

12／19、4／1以降

血等・☆朝食を昼食に変更可能（1，050円分）

㌢朝食を昼食に変更可能（1．050円分）　　たキッズアメニティをご用意（未就学のお子様）
㌢キッズアメニティをご用意（未就学のお子様）

adam上の地域名：帯広 adam上の地域名：帯広

㌍警御膵⊇耶？聯構彗●ダブル洋室‖～2名1室）F W‾T㍗叩叩¶盲1●洋室（1～3名1室）

㍉耐■痛論岳痛言■－‾■－■’

・●．謹．誓詔だム0，
洋室（2名1室）
バスなレシャワーブースのみ

※全室禁煙となります。
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT‖：00

★帯広空港から幸で約35分

★」R帯広駅北口から
徒歩約5分

回国田圃田l璽頭
軸紬噴門（3～11歳）

adam上の地域名．十勝川

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★帯広空港から車で約40分
★JR帯広駅から章で約20分

回国国園田
関空12，100円（1歳～未就学児童）

adam上の地域名：訓拓

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★釧路空港から車で約35分
★JR釧路駅から徒歩約10分

★帯広空港からバスで
約35分

★JR帯広駅から串で約5分

囲由園固囲 K心でい箋

r朝食を昼食に変更可能（メニュー限定）

adam上の地域名然別湖

国田園

●和室（2－5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00（通常15：00）／

OUTlO：00

★帯広空港から幸で約90分
★」R新得駅から車で約50分
※宿泊除外日：10／8、10／9

紀は回田匝頭

ddam上の地域名阿寒湖

●洋室（1～2名1室）
和室（3～5名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★釧路空港から車で約60分
★女満別空港から車で約75分

回国田園園田

㌻夕食時ワンドリンク付き（お酒またはジュース）
rウエルカムドリンク＆スイーツ付き

…　園2′625円（1歳～未就学児童）

a由m上の地域名．阿寒湖　II

●鶴雅館または飛翔館
和室（2～4名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★釧路空港から車で約60分

★女満別空港から車で約75分

圏圏団国包
国国固田
園…Ⅰ潮臥碑歳～赫塊癒国轟濃等2禦～5歳）

回国団
田園

ddam上の地域名り‖湧

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食はセットメニュー
＋ハーフバイキング

●lN14：00（通常15：00）／

OUTlO：00

★女満別空港から車で約80分

★」R川湯温泉恥、らバスで約10分

※宿泊除外自：10／3、10／4、

11／9、1／11、1／18、4／11、4／12、

4／16、4／17、4／2ト4／24

園1．65（柄（2歳～未就学児童）
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ご利用ホテル欄こ記載のない限り肪ト．レ付き※基本グル＿プホテル以外をご利用の場合は、追力。代金が必要とな。ます。

adam上の地域名：川濡Jl

当●諾㌍琵箇一室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00（通常15：00）／

OUTll：00（通常10：00）

★女満別空港から幸で約50分

★」R川湯温泉駅から車で約8分

しこ⊥二二二應教室適遵頑相姦各醜′
☆夕食時ワンドリンク付き（日本酒または

ソフトドリンク）

園1′050円（2歳～未就学児童）

中繚津　　　　　adam上の地域名標津中標津

addm上の地域名：川湯

●和室（2～6名1室）
●1泊朝夕会付き
●lN15：00／OUTlO：00

★女満別空港から車で約50分
★」R川湯温泉駅から車で約8分

画幽囚園田

キウェルカムドリンク付き
怒夕食時ワンドリンク付き（お酒またはソ
フトドリンク）

adam上の地域名．その他道東

●洋室ダブル（1～2名1室）
※バスなレシャワーブースのみ

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★女満別空港から車で
約45分

★」R北見駅から
徒歩約3分

回回国固圏匝垂司
闘詔呈11．000円（3～11歳）

addm上の地域名裾室　警壱牛

●洋室（1～2名1室）　　を
和室（2－4名1室）

※和室のみバスなレ
トイレ付き

●1泊朝食付き
●tN13：00（通常14：00）／

OUT12：00（通常日：00）

★根室中標津空港から
車で約10分

★」R轟川路駅から車で
約120分

団国園匡ヨ唾
網走

国圏団
adam上の地域各網走　網走

、●和洋室（2～5名1軍1

臨●1泊朝夕食付き

●lN14：00（通常15：00）／

OUTll：00（通常10：30）

★女満別空港から車で約20分

★」R網走駅から車で約7分

欒塾魂
回国囲団園田

た夕食時ワンドリンク付き（グラス生ビー
ル、お酒またはジュース）

、－．・‥：：1一

知床（ウトロ） ∂由m上の地域名■河床

●和室（1－4名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTlO：00　を

★根室中標津空勤、ら　龍

iにご
幸で約120分

★」R根室駅から徒歩約7分
※宿泊除外日：10／23、

12／31

adam上の地域名．標津・中標津

●洋室（2名1室）
※バスなレトイレ付き
※全室禁煙となります。
●1泊朝夕食付き
●lN13：00（通常14：00）／

OUTll：00（通常10：00）

★根室中標津空港から

回回田団【革軍等
函扇壷㌻※雫管讐莞訂㌶8～

駁怒張た柑l川50円（3歳～未就学児童）

adam上の地域名：網走　知床（ウトロ）　　　　　adam上の地域名知床

打席；票話題欝）．■●　l

●lN14：00（通常15：00）／

OUTll■00（通常10：00）

★女満別空港から車で約25分
★」R網走駅から車で約6分

四国因
dJモーニングコーヒー付き

●洋室または和室（2名1室）、
和室（3～5名1室）
和室または和洋室
（6～8名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★女満別空港から車で
約120分

★」R知床斜里駅から幸で
約45分

園回国園田
駁殻閻凹2．625円（2歳～未就学児童）

紋別

13

ルームグレードアップ”ラン

嬬藩鶴

和室または和洋室（3～8名1室）

adam上の地域名その他道東　サロマ

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00（通常15：00）／

OUT12：00（通常日：00）

★オホーツク紋別空港か
らホテル玄関前バス停
までバスで約15分

★」R遠軽駅から車で約50分

●和室（1～4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14．00（通常15：00）／

OUTll：00（通常10：00）

★女満別空港から奉で約
140分

★JR知床斜里駅から車で
約50分

※宿泊除外B：12／28～1／4

臨画濫造1品
［＝山〟盲叩叩叩¶叩｛蕊

2．100円（4歳～未就学児童）

知床（ウトロ）

adam上の地域名．温碩湯

叫．、　●和室（2～5名1室）
・ニ書画；ぷ翳志筑。。）／

OUTll：00（通常10：00）

★女満別空港から車で約90分

★JR留辺薬（るべしべ）駅
から車で約15分

烹ウエルカム

1，050円（4歳～未就学児童）

走　　　　　　　　　adam上の地域名：網走

●和室（1～5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★女満別空港から車で約20分

★」R網走駅から辛で約15分
※」R網走駅から無料送
迎あり（詳細は直接ホ
テルへ）

㊥岡同国歯
1．050円（1歳）、2．625円（2～5歳）、

6歳添い寝不可

知床（ウトロ） adam上の地域名：知床

●和風洋室（1－2名1室）
和室（2－5名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★女満別空港から車で
約120分

★JR知床斜里駅から車で
約40分

軍［率雷翠晶

a由m上の地域名：知床　知床（羅臼）

妻●和室（2～4名1室）
●1泊朝夕色付き
●lN15：00／OUTlO：00

★女満別空港から華で
約120分

★」R知床斜里駅から車で
約50分

回国団団園田
囲2．100円（3歳～束就学児童）

adam上の地域各その他道粟　稚内

●洋室（2名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★女満別空港から車で
約60分

★」R網走駅から車で約
50分

※宿泊除外日12／3ト1／3　盲　　一警抜∴∴ご」

」二二二二濾胞

回国窃園田

包囲臨画
1．050円（1歳）、

2．625円（2歳～未就学児童）

1．575円（2－5歳）、

6歳添い寝不可

adam上の地域名：郊床

●和室（1～3名1室）、
和洋室（2～4名1室）

※全室岩盤浴付き
※一欝客室l紺娼し・シャワーブースのみ

※全室禁煙となります。
●1泊朝夕食付き
●lN14：30／OUT9：30

★根室中尉空勤1ら車で約60分

★女満別空清から車で約150分

臼の珍味土産付き（1部屋に1つ）

囲2，由5円（3歳⊥未就学児童）

adam上の地域名・稚内　稚内

r二「●洋室（1－3名1室）

く●1泊朝食付き

三、　●lN12：00（通常13：00）／
毒　0UT13：00（通常11：00）

≡無毒★稚内空勤、らバスで約35分

★」R稚内駅から徒歩約3分

㊨基牌
等沌階以上の客室をこ用意

（2～3名1室のみ）

addm上の地域名：稚内

「∵一つ当●話芸綜董プ室）
●1泊朝会付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常10：00）

★稚内空港から車で約20分
★JR南稚内駅から徒歩約3分
※宿泊除外日：12／29－1／4

3，150円（6歳の小学生～11



ロレンタカーチョイス3～6日間
〈福岡発／基本グループホテル・レンタカーSクラス・往復新千歳直行便利用〉
※福岡発着往復新千歳直行便利用以外はフライト追加代金が必要となります。

※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。

※6～8名1室の設定があるホテルをご利用の場合は、4～5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。

※ご宿泊ホテルにより、追加代金が必要となります。

※基本フライト以外をご利用の場合、追加代金が必要となります。

※レンタカークラスをグレードアップする場合は別途追加代金が必要となります。

◆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（羽田・中部国際空港乗り継ぎの場合）③規定の宿泊費、食事代　④レ
ンタカーSクラス代（∋おトクポイント代（P6）※④①をご利用にならなかった場合の払戻はございません。　※規定以外の交通費、食事代、入園料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（お一人様）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

忘議＼→竺竺 �A �8 �C �D �E �F �G 

4・－5名1圭 �37，800 �40．300 �41，300 �45，300 �47．300 �60．800 �76，300 

3名1皇 �38，800 �41，300 �42．300 �46，800 �48，300 �62，800 �77，800 

2名1皇 �40，800 �43，300 �44．300 �49．300 �51，300 �64，… �80．300 

1名1圭 �54．300 �56．800 �57．800 �59．300 �64．300 �79，800 �97．300 

小人 �37，300 �39．800 �40．800 �144，300 �46，800 �60．300 �75．300 

■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）

t基本代金（お一人様）　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

，忘議－→讐 �A �8 �⊂ �D �E �F �G 

4－5名1量 �43．800 �47．800 �50，800 �52，800 �54．800 �58．800 �67，800 

3名1圭 �45，300 �49．300 �52，300 �54，800 �57，800 �59．800 �70，300 

2名1圭 �47，800 �52，300 �55．800 �58．300 �62，300 �64．300け1．800 

1名1圭 �65．800 �70，800 �69．800 �72．800 �80．800 �82．300 �86，800 

小人 �42．800 �46．300 �49，800 �51，800 �54．300 �57，800 �66，800 

■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（お一人様）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

，忘議、讐 �A �8 �⊂ �D �E �FIG＿ 

4一一5名1圭 �48．800 �50．300 �55．800 �58，300 �61．300 �63，800 �；76，300 

3名1主 �50，800 �52．800 �57．800 �60，300 �64．m �66，300皇79．3・0 

2名1主 �54，800 �56，800 �62，800 �64，300 �72，300 �72．800 �83．300 

1名1王 �75，800 �78，800 �82，800 �87．800 �91，300 �91．300 �102，300 

小人 �47．800 �49．300 �54，800 �57．300 �59．300 �60，300 �71，300 

雷出発日カレンダー（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）

t基本代金（お一人様）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

，；忘元訂－＼讐ヲ �A �8 �C �D �E �F �G 

4－5名1圭 �54．800 �55．800 �59，800 �61．300 �64．800 �66．30：0 �78．800 

3名1圭 �58．800 �59．800 �64，300 �66．300 �69．300 �71．300 �82，80 

2名1塞 �66．300 �67．300 �70．900 �i72，800 �75，900 �77，800 �93，300 

1名1主 �85，800 �87．300 �89．800 �90，800 �94，800 �95，800 �110，3〇・〇 

小人 �53，800 �54．800 �58．300 �60，300 �63．300 �65．308 �75．8 
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［司・JRチョイス3～7日間
〈福岡発／基本グループホテル・道央周遊パスまたは道南周遊パス・往復新千歳直行便利用〉
※福岡発着往復新千歳直行便利用以外はフライト追加代金が必要となります。

※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。

※6～8名1室の設定があるホテルをご利用の場合は、4～5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。

※ご宿泊ホテルにより、追加代金が必要となります。

※基本フライト以外をご利用の場合、追加代金が必要となります。

※JR周遊パスをグレードアップする場合は別途追加代金が必要となります。

◆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（羽田・中部国際空港乗り継ぎの場合）③規定の宿泊費、食事代　④道央周遊
パスまたは道南周遊バス代　⑤おトクポイント代（P6）※④⑨をご利用にならなかった場合の払戻はございません。※規定以外の交通費、食事代、入園料等はお客様負担となります。

t出発旧カレンダー（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（お一人様）

※沖縄発でお申し込みの場
合、商品コードの先頭を
「Y」にてご予約ください。

，忘遠、、竺ヨ �A �8 �C �D �E �F �G �H �l �J �K �L �M �N �0 

4－5名1主 �42．300 �44．800 �49．000 �50．300 �52，300 �55．300 �57．300 �64，300 �71．300 �75．800 �78．800 �88．300 �91．300 �99．800 �104．366 

3名1量 �43．300 �46．800 �50．800 �51，300 �54，300 �57．300 �59，300 �67．300 �73．300 �76．800 �79．800 �09．800 �93，300 �100．800 �105，800 

2名1量 �44．800 �48．300 �52．300 �52．800 �55，800 �58．800 �61，300 �69，300 �74，800 �77．800 �81．300 �91．300 �94．800 �101，800 �107．800 

1名1圭 �40．300 �50．800 �55．300 �55，800 �59，300 �62，800 �65．300i72，300 ��78．300 �81．800 �83．000 �94．800 �97．300 �105．000 �109．800 

小人 �41．800 �44．300 �49．300 �49，800 �51，800 �54．800 �58，800l63．800 ��70，300 �72，800 �77，800 �日払．300 �09．300 �97，800 �99，300 

1出発田カレンダー（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）

匹三】

1基本代金（お一人様）

15

※沖縄発でお申し込みの場
合、商品コードの先頭を
「Y」にてご予約ください。

■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）

●基本代金（お一人様）

※沖縄発でお申し込みの場
合、商品コードの先頭を
「Y」にてご予約ください。



■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）

※沖縄発でお申し込みの場

合、商品コードの先頭を
「Y」にてご予約ください。

■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）

※沖縄発でお申し込みの場
合、商品コードの先頭を
「Y」にてご予約ください。

レンタカーグレードアップ追加代金（，翫つ剖

出発日 �ふて �ESクラス �EA・EW・A・VVH クラス �EBクラス �B・mクラス �HCクラス �RV・WAクラス �WBクラス 

10／1－11／30 �3日間 �1．000 �3，000 �5，000 �8．000 �14，500 �16，000 �24．500 4日間 �1，000 �2，500 �6，000 �9，000 �16．500 �20，000 �30．500 

5・6日間 �500 �2，000 �7，500 �10．500 �21，000 �28．500 �41，000 

JR周遊パスグレードアップ追加代金（お＿人様／大人．小人同鋼）

道東周遊パス �北海道周遊バス 

2，500 �7，000 
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‖ホテル追加代金（お＿人様／1泊につ剖

※★は土曜日代金適用となります。

宿泊 ���宿泊日 �10／1、10／13 ��10／14～12／22 ��1／5－1／31、2／1ト4／25、 ��12／23、 12／27 �12／28 �12／30～ 1／2 �2／1～2／4 �2／5－ 2／11 �4／26～ 5／1 �5／2～5／5 

ホテル のレープ ���1室 利用人数 �（★10／13） ��（★11／3、12／22） ��5ノ6～5／川★1／12、3／21） ���12／29 1／3、1／4 

日一会 �土★ �日～金 �土★ �日～金 �土★ 

琵珍妙＝鶉好肪 ����追加代金なし0円 

為 幼隼薄 ���4名1室・小人 �追加なし �500 �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �500 �1．000 �追加なし �追加なし �1．000 �1．500 
3名1室 �追加なし �500 �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �500 �1．000 �追加なし �追加なし �1′000 �1，500 

2名1圭 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �1．000 �1，000 �1．000 �追加なし �1′000 �1．500 

1名1圭 �500 �500 �1，000 �1，000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1，500 �1．000 �1．000 �1．000 �3，000 

嶋以上1室・小人 �1．000 �1．000 �1，000 �1′000 �1．000 �1，000 �1，000 �2，000 �2．000 �500 �1．000 �2，500 �1，000 

0 勿脚 ���3名1室 �1．000 �1．500 �1．000 �1，000 �1．000 �1．000 �1，000 �2，000 �2．000 �2，000 �2．000 �2．500 �1．500 

2名1室 �1．000 �1′500 �1．000 �1′500 �1′000 �1．000 �1．000 �2′000 �2．000 �2′000 �2．500 �2，500 �1．500 

1名1圭 �1．500 �2′000 �1．500 �2．000 �2．000 �2′000 �1．500 �2．000 �2′500 �2．500 �4．000 �3′500 �2，500 

4名以上1室 �2．500 �3．500 �2′000 �3．000 �2，000 �2，000 �2，500 �3，000 �5．000 �2，500 �2．000 �2，500 �3′500 

3名1童 �2．500 �3．500 �2．000 �3，000 �2，000 �2．000 �2′500 �3．000 �5．000 �2，500 �2．000 �2′500 �4．500 

2名1室 �2．500 �3′500 �2．000 �3．000 �2，000 �2．000 �2．500 �3．000 �5．000 �2．500 �2．000 �2．500 �4．500 

1名1室 �2′500 �3．500 �2′000 �3．000 �2．000 �2，000 �2．500 �3．500 �5，000 �2．500 �4．000 �3．500 �4．500 

感 動匝拶 ���4名1室 �4．000 �5．500 �2．000 �2．500 �3．500 �4．000 �2，500 �3．000 �5．000 �4′500 �5．500 �3，000 �3．500 
3名1圭 �4，000 �5′500 �2′000 �2，500 �3．500 �4．000 �2．500 �3．000 �5．000 �4．500 �5．500 �3．000 �3．500 

2名1室 �4′000 �5．500 �2′000 �2．500 �4．000 �4，000 �2，500 �3，000 �5′000 �4．500 �5′500 �3，000 �3．500 

1名1室 �4．000 �5，500 �3．500 �4．000 �5，000 �5．000 �3．500 �4′000 �5．000 �6′000 �7．500 �3．500 �4．500 

4名以上1圭 �4．000 �5．500 �3．500 �4．000 �4，000 �4．000 �3．500 �5′000 �9．000 �2．500 �1．000 �7′000 �5．000 

3名1室 �4．000 �5．000 �3，500 �4．000 �4．000 �4．000 �3′500 �5．000 �9′000 �2．500 �1′000 �7．000 �5′000 

2名1圭 �4．500 �5．500 �4．000 �4．500 �4．500 �4．500 �4．000 �5．000 �9，000 �2．500 �1．000 �7．000 �5．500 

1名1室 �6′000 �6．000 �6′000 �6．000 �5．500 �5′500 �5．500 �5．500 �9．000 �4′000 �1，000 �7，500 �6，500 

菅 勿抄＝矛 ���4名以上1圭 �5．500 �6．000 �4．000 �4．000 �4．000 �4．000 �3′500 �7′000 �10．500 �2．500 �1．000 �8′500 �7．000 
3名1墓 �5．500 �6．000 �4，500 �4．500 �4．000 �4，500 �4．500 �7．000 �10．500 �3．000 �1．000 �8．500 �7．000 

2名1董 �7．000 �7．500 �5．000 �5．500 �5，00b �5．500 �5，000 �8．000 �11．000 �4，000 �1．500 �9，000 �8．500 

1名1圭 �10′000 �10．500 �8．500 �9′000 �8．500 �9，000 �8．500 �9．000 �12．500 �7．000 �4′500 �13．000 �11，000 

4名以上1室 �10．000 �11．000 �8′000 �8．500 �7．000 �8．000 �7．000 �8．000 �11．000 �6．000 �3′000 �9．500 �9′500 

グ � � �3名1重 �10，000 �11．000 �8．000 �8′500 �7．500 �8．500 �7．000 �8．000 �12．000 �6．000 �3．000 �9．500 �10．000 2名1室 �11．000 �11．500 �9．000 �9，500 �9，000 �9，500 �8．500 �9′500 �15，000 �7．500 �4．500 �11′500 �13．000 

1名1圭 �12，000 �12．000 �11．500 �11．500 �12．000 �12′000 �12′000 �12，000 �24．500 �10，000 �7，000 �13．500 �22′500 

竜、へ ���4名以上1室 �10，000 �11．000 �8．000 �8′500 �7，000 �8．000 �7′000 �8′000 �12．500 �6．000 �3，000 �9，500 �9．500 3名1圭 �10，000 �12，000 �8．000 �8．500 �7．500 �8．500 �7．000 �8，000 �13．500 �6．000 �3，000 �10．000 �10．000 

2名1室 �11．500 �13．500 �9′000 �9，500 �9．000 �9．500 �8．500 �9′500 �15．500 �7．500 �4，500 �11′500 �13，000 

1名1室 �18．000 �21．500 �11．500 �11．500 �12′000 �12．000 �12．000 �12．000 �24，500 �10．000 �7．000 �21．500 �22．500 

4名1室 �6，000 �7．500 �6．000 �8．500 �7．500 �10．500 �12．000 �13，500 �15′500 �8，000 �4．000 �11．000 �9′500 

グ � �－プ �3名1室 �6，000 �7′500 �6′000 �8，500 �8．000 �10．500 �12′000 �14．500 �18．500 �8′000 �4．000 �11，000 �10，000 2名1圭 �7．000 �8，500 �7．000 �9．000 �9．000 �12，000 �13．000 �16．000 �21．000 �9．500 �5．500 �11．500 �13．000 

1名1室 �10′000 �10．000 �18′000 �18．000 �14．000 �18．000 �18′000 �24，500 �34．500 �15′500 �10．000 �19．500 �17，500 

』 妙夢 ���4名以上1室 �10000 �11，500 �9．500 �10′500 �9′000 �10，500 �12，000 �13．500 �18，500 �9．000 �4′500 �11′000 �11，500 
3名1圭 �／ 11．000 �13，000 �10．500 �11．500 �10．500 �11′500 �12．000 �14．500 �20′000 �10．000 �5′500 �12．000 �13．000 

2名1室 �12．000 �14′500 �11．500 �12．500 �11．500 �12′500 �13．000 �16．000 �21′500 �11．000 �6．500 �13．500 �14．500 

1名1塞 �19．500 �22．000 �19，000 �20．500 �19，000 �20′500 �19，000 �28，500 �36．000 �18．000 �15．000 �21′000 �24，000 

扱 ���4名以上1室 �4000 �4′000 �6．500 �13．000 �8．000 �10．000 �13，500 �21．000 �22．000 �9．000 �4，500 �7′000 �4．500 3名1室 �J 5′000 �5′000 �7′500 �15．500 �9′000 �12′000 �16．000 �23．000 �25，000 �10．500 �5，500 �8．000 �6．000 
列匪珍 ���2名1宝 �6．000 �6．000 �9，500 �18．000 �11．000 �14．500 �18，500 �27．000 �28．000 �13．000 �7．000 �9．000 �7．000 

＿』・＿ 書棚芦・矛 ���4名以上1室 �15500 �16．000 �14．500 �14．500 �14′000 �14．000 �14′500 �15．000 �18，000 �12．500 �8，000 �13．500 �14．000 

3名1圭 �J 17，500 �19′500 �17．000 �17．000 �15．500 �．16．000 �17．000 �17．500 �18．000 �14．500 �11．000 �16．500 �16．500 

2名1圭 �20．500 �22．500 �20′000 �20．000 �17．500 �18，000 �20．000 �19，000 �18．000 �16．500 �13．500 �19．000 �19．000 

1名1董 �20，500 �22．500 �20．000 �20′000 �18，000 �18．000 �20′000 �19′000 �19．000 �16．500 �13，500 �19，000 �19．000 

4名1董 �17000 �20．000 �17．000 �20′000 �16，000 �19′500 �17．000 �21．000 �20．000 �17．000 �12′000 �20，000 �16．000 

拍 動匝疹 ���3名1圭 �J 21．000 �24．000 �21，000 �24．000 �19．500 �23′000 �20．500 �24．500 �23．500 �20′500 �15．000 �23，500 �20′000 

2名1室 �26．500 �29．000 �26．500 �29′000 �24，500 �27．500 �25．000 �29′000 �28．500 �25．000 �19．000 �29，000 �26．000 

4名1室 �36000 �39，000 �36．000 �37′000 �34，000 �37．000 �33．500 �39．000 �48．500 �35．000 �30．000 �37．000 �34．500 

3名1室 �J 38．000 �41．000 �38′000 �39．000 �36．000 �39．000 �36．000 �40．000 �50．500 �37，000 �32．500 �39．000 �37′000 

2名1圭 �38．000141．000 ��38，000 �39．000 �38．500 �39′000 �36．000 �40．000 �50．500 �37，000 �32．500 �39．000 �37′000 

（～nグループ小人 ����各グループの4名以上1室追加代金よりお一人様1泊につき一律500円 ���������引きとなります。 
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●出発空港：福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島・那覇・宮古・石垣空港
●設定期間：2013年10月1日～2014年5月6日の毎日出発
●食事条件：朝食付き（ただし、ご利用ホテルによっては朝・夕食付き

※詳しくは、各ご利用ホテルのご案内をご覧ください。）

●最少催行人員：2名（ただし、1名1室の設定があるホテルのみを利用する場合は1名機となります。）

このコ削式では熟唱プラン日義以上6竃以下の未就学児賀対豊津こ刹弘1ただけます。（P．4参照）

さらに11歳以下のお子様がご利用いただける施設には匝頭が表示

されています。詳しくは各施設の情報をご確認ください。

長短 �循　環 �妾宅 

1 �直垂卦ト囲＝〈各自負担〉＝ホテル � 
◆到逼後フリータイム 

中 日 �◆終日フリータイム �画 

最 �◆出発までフリータイム �回 
終 日 �ホテル＝〈霞自負掛＝圏十直垂画 

隆二去ii一一一一一肌山　　　　　　　　　　川用空港●路線‘便についてはフライト惜酢‾ジをご覧くだ恥 

㌧ �l崇規＝　′♂　d　＿∴云三∴ミ‘三三願Rh �いポイント付き卜璽民需房 

※ ※ �0月31巳までのご予約なら、 ①新帝歳空港駅＝札幌駅回札幌＆道南は・ R片道乗車券付き（旅行代金に含まれております0） 快速・普通列車の自由席利用とな。ます。※新千歳空港⇒札幌または札幌⇒新千歳空港 いずれか片道のご利用とな。ます。※新千歳空港駅からご利用の場合は、新千歳空港到着 ピー内ANAスカイホリデーカウンターにて、札幌駅からご利用の場合は、札幌駅西口みどり 窓口2・3番にてANAスカイホリデークーポンをご提出のうえ乗車券とお引き換えください。 �④ANAFESTAで使える、 お買い物券1，000円分付き深豊熟 ※官製品・新聞・雑誌・書籍・酒類・六花亭商品・たばこなど、ご利用いただけない 商品がございますので、あらかじめご了承ください。詳しくは売店係員にお問い合 わせください。※その他割引サービスの併用はできません。 � 
ま誤禁票笥琵諾蒜謹賀謡の変更●参加者の追加は対象外となります0　　防潮笥隠Ⅶ専用の商品コードにてご予約くだ乱、0 

ご利用ホテル ※特に記載のない限りバス・トイレ付き　※基本グループホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要となります0

団居回

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00／

OUT12：00（通常11：00）

★新千歳空港から電車
で約36分

★JR札幌駅から徒歩
約7分

☆朝食を昼食に変更可能

a由m上の地域名：札幌

／′‾叫へ′、

巌
■　　■

外観

晶

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／0UTll：00

★新千歳空港から車で
約60分

★地下鉄大通駅から徒歩
約3分

adam上の地域名：札幌　札幌（

園田画

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

0UT12：00（通常11：00）

★新千歳空港から電車
で約36分

★JR札幌駅から徒歩
約1分

adam上の地域名：札幌

●洋室（1～3名1室）
洋室または和室（4名1室）

●1泊朝食付き
●lN13：00／

OUT12：00（通常11：00）

皇ニ≒：芋ニ

Ftl

とr朝食を昼食に変更可能

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／

0UT12：00（通常1℃00）

★新千歳空港から電車
で約36分

★」R札幌駅から徒歩約
4分

画園田匝頭
Ar添い寝のお子様に専用のハブラシ・

ボディスポンジ付き

adam上の地域名一札梶

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常11：00）

★新千歳空港から車で
約60分

★地下鉄大通駅から徒歩
約1分

因団園
て裔l‾∵∴－i．十い∴王十十二両軸≡
☆大浴場を利用可能

adam上の地域名：札幌

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／

；ミ　OUT12：00（通常日：00）

誓★新千歳空港から電車で

☆朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名．札幌

●洋室（1－3名1室）
洋室メゾネットルーム（4～5名1劃

●1泊朝食付き
●lN13：00（通常15：00）／

OUT12：00（通常11：00）

★新千歳空港から幸で
約60分

★地下鉄大通駅から徒歩約8分

国固戯画
．‾、‾1‾‾■■‾‥、ふ．．‾、■占、∵■＿．．－．＿‾∴・r　二‾二‾：‾■‾’〉　‾　　r

L．．．11｛i＿∴■‾‾テl′‾■■∴∴∴．’．．＿‥　ご
ぎ

・てF㌻VOD（ビデオ・オン・デマンド）利用可能

・怒CS放送無料視聴

囲l2′100円し6歳の小学生～1鳩）
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adam上の地域名札幌　事

国包凶

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常日：00）

★新千歳空港から華で
約60分

★地下鉄すすきの駅から
徒歩約1分

ad∂m上の地域名’札幌

「　「　；票詰諾1室）
●lN14：00／

OUT12：00（通常日：00）

★新千歳空港から李で
約60分

★地下鉄中島公園駅から
徒歩約3分

adam上の地域名▲札幌

固園田

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★新千歳空港から電車で
約36分

★JR札幌駅から徒歩
約7分

☆朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名：札幌

団園田

●洋室（1－4名1室）
※禁煙ルームのみの設

定となります。
●1泊朝食付き
●lN13：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で
約60分

★JR札幌駅から車で
約5分

adam上の地域名：千歳

i≧顔
㊨晶閻

19

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝会付き
●lN13：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で
約30分

★JR苫小牧駅から徒歩
約4分

）　adam上の地域名札幌

●洋室（1－4名1室）
洋室コネクティング
ルーム（4～5名1室）

●1泊朝会付き
●lN13：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で
約60分

★地下鉄すすきの駅から
徒歩約5分

Arウェルカムドリンク付き
ここ朝食を昼食に変更可能

辺）　ad∂m上の地域名札幌　札

adam上の地域名小樽　小

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

OUT13：00（通常11：00）

●洋室（1～3名1室）
和室（4～5名1室）

●1泊朝食付き
●tN15：00／OUTll：00

★新千歳空港から幸で
約60分

★地下鉄すすきの駅
から徒歩約5分

「〝議紘〝yう；諾諾芦1室’
ミ

㊧臨脾

OUT12：00（通常11：00）

★新千歳空港から車で
約60分

★地下鉄幌平橋駅から
徒歩約3分

I主‾∴■‾1・ご‥‾、　‾

はレストラン10％割引券付き
；（貸切時利用不可）

；て‘㌻駐車場無料（全高156cm以上要予約）

表芸表還剋麹盛辿

adam上の地域名．小梅　札

★新千歳空新、ら車で約80分　誹妻真澄▼■郡ll　収エ／1ヨ／ノ二J半し咋リUUノ」

★」R小樽駅から徒歩約5分；……鵜農：二三；

因固因匝垂司

は儲胞を昼食に変更可能墓で㌻ミストサウナ付き浴場入浴券付き

沈思車場無料

軸1，050円（3～11歳）

adam上の地域名●札幌

回国囲

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／

OUT12：00（通常11：00）

★新千歳空港から電車
で約36分

★」R札幌駅から徒歩
約4分

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT‖：00

★新千歳空港から車で
約80分

★」R小樽駅から徒歩
約7分

㍍隕良を昼食（ランチバイキング）に変更可青

adam上の地域名：札幌

団田匝≡】
adam上の地域名・札幌　札

田園回

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★新千歳空港から章で
約60分

★地下鉄中島公園駅から
徒歩約2分

●洋室（1～5名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00／OUTll：00

★新千歳空港から電車
で約36分

★」R札幌駅から徒歩
約2分

adam上の地域名袴し嘱

固薗匝頭

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●tN14：00（通常15：00）／

OUTlO：00

★新千歳空港から電車
で約36分

★」R札幌駅から徒歩
約2分

adam上の地域名札幌

adam上の地域名札幌　札

匁

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT12：00

★新千歳空港から電車
で約28分

★」R・地下鉄新札幌駅
から徒歩約2分

因田園匝頭
adam上の地域名．小樽　札

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●IN14：00（通常15：00）／

OUT12：00

※5／ト5／6は通常INとなります。

★新千歳空港から電車で約
70分

★JR小樽築港駅から徒歩
約5分

Ar朝会を昼食に変更可能
よ．館内レストラン割引券付き

adam上の地域名札幌

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00（通常15：00）／

OUT12：00（通常11：00）

★新千歳空港から車で約60分

★JR札幌駅から車で約40分

※」R札幌駅から無料送迎有

（詳矧は直接ホテルへ）

入㌻朝食を昼食に変更可能

㌢フェアリーフォンテーヌ
（プール・温泉施設）入場券付き

adam上の地域名札幌　札

固恩匝召

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／

OUT12：00（通常日：00）

★新千歳空港から車で
約60分

★地下鉄大通駅から徒歩
約5分

た朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名：札幌

●洋室（1－3名1室）
※2名1室はハリウッドツ

インとなります。
●1泊朝食付き
●lN13：00／OUT12：00

★新千歳空港から車で
約60分

★地下鉄大通駅から
徒歩約1分

貞ごウェルカムドリンク付き
やrミネラルウオーター無料（1泊につき1本）L
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団園田

●洋室ダブル（1～2名1室）
洋室ツイン（2名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常11：00）

※2／6～2／9は通常IN／

OUTとなります。
★新千歳空港から車で約60分

★地下鉄豊水すすきの駅
から徒歩約1分

Å㌻女性のお客様にアメニティセットご用意

∂dam上の地域名登別

園回園固
園田

●和室または和洋室（2－5名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN14：30／OUTlO：00

★新千歳空港から車で約60分
※新千歳空港、JR札幌
駅から無料送迎有（詳
細は直接ホテルへ）

盈夕食時ワンドリンク付き（お酒またはソフトドリンク

っ√女性のお客様にオリジナルビニール巾着ご用

隠那甜‾2．62享再（3歳ん未配学児童）

adam上の地域名．札幌

●洋室スタンダードフロア

（1－2名1室）
洋室ロイヤルフロア
（3～4名1童）

●1泊朝食付き

惑還表：篭数量謎
★地下鉄西日丁目駅

から徒歩約2分

ン12連泊以上】清掃・アメニティ交換不要の場合、
館内利用券付き（1室につき500円分）

adam上の地域名：定山渓

●洋室（2名1室）
和室（2～6名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUTlO：00

★新千歳空港から車で
約100分

★JR札幌駅から車で約
60分

L⊥∴二二二遡慮

国毎岳陸田
1，050円（0～1歳）、

adam上の地域名：洞爺湖

「叩冊「笥●琵琶晋洋室
j

重曹1泊朝夕食付き
●lN14：30／OUTlO：00

★新千歳空港から車で約110分
★」R洞爺駅から車で約20分
※宿泊除外白：12／1～12／6

回国団圏園田
AJタオルを2枚ご用意

駈脂E蓋12．625円（3歳～未就学児童）

●洋室ダブル（1～2名1室）

洋室（2～3名1室）
洋室コネクティングルームまた

はファミリールーム（4名1室）

※全室禁煙となります。
●1泊朝食付き
●lN14：00／

語義竃還蓋箋芭罠憲監
4〝ウエルカムドリンク付き

ddam上の地域名札幌

園田匝頭

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★新千歳空港から電車
で約36分

★JR札幌駅から徒歩
約5分

へr朝食を昼食に変更可能（昼食利用時はセットメニュー

ミ「レストラン夕食10％割引券付き

（一部除外メニューあり）

adam上の地域名：朝里Jll

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★新千歳空港から車で約70分

★」R小樽築港駅から車で約12分

※」R札幌駅北口、小樽駅、
小樽築港駅から無料送
迎有（詳細は直接ホテ
ルへ）

烹ウエルカムドリンク付き
☆朝食を昼食に変更可能（メニュー限定）
喜室内プール＆フィットネスジム利用券付

adam上の地域名：定山渓

ー′…そ●和室または和洋室

l　⊂ここ⊥

刊

（2～6名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN14：00（通常15：00）／

OUTll：00（通常10：00）

★新千歳空港から車で

転義惑緑黒慮、ら車で約60分

画面薗国包
こ・　．・；　二

Ar夕食時ワンドリンク付き

adam上の地域名：定山渓

●和室（2－5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00（通常15：00）／

OUTll：00（通常10：00）

★新千歳空港から幸で
約80分

★」R札幌駅から車で
約50分

閻呈11．050円（3歳こ

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝会付き
●IN14：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で約60分

★地下鉄中島公園駅から
徒歩約2分

※題天風呂は女性用のみとなり

ます。男性用はございません。

因匝亘司

ご；大浴場を利用可能
※添い寝のお子様（4～11歳）は入浴料

1．050円

adam上の地域名：札幌

固園田

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★新千歳空港から電車
で約36分

★JR札幌駅から徒歩
約2分

adam上の地域名：札幌

●洋室（1－4名1室）
●1泊朝会付き
●lN14：00／OUTll：00

★新千歳空港から電車で約36分

★JR札幌駅から徒歩約7分
※カル田ビバリスパ休題日：

10／1、11／5、12／2、1／6、

2／12、3／3、4／1、5／7（予定）

同園田園園田
入ごカルロビバリスパ入浴券付き

（休館日あり）

adam上の地域名．登別

●洋室（2名1室）
和室（2～5名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN14：00／

OUTll：00（通常10：00）

★新千歳空港から華で約60分

★」R登別駅から車で約15分

国回国回田

2．100円（3歳γ未就学児童）

ddam上の地域名．登別

「仙岬W冊1●和室（2－5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUTlO：00

★新千歳空勤1ら華で約60分

★」R登別駅から車で約15分

圃圃騎寧照

☆ウェルカムドリンク付き（大人のみ）

adam上の地域名千歳

●洋室コンフォートルーム
（1－3名1室）

●1泊朝食付き
●lN12：00（通常13：00）／

OUT12：00（通常11：00）

★新千歳空港から車で約15分
★」R千歳駅から徒歩約7分
※新千歳空港から無料
送迎有（詳細は直接ホ

田B⊂コ　丁

㌣朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名：札幌

●洋室（1～4名1室）
※1名1室はバスなレ

シャワーブースのみ
●1泊朝食付き
●lN15：00／

OUT12：00（通常11：00）

★新千歳空港から電車で約36分

★JR札幌駅から徒歩約5分

回田団圏匝国
drVOD（ビデオ・オン・デマンド）利用可能

adam上の地域名一小橋

●洋室ダブル（1－2名1室）
洋室（2名1室）
和洋室（3名1室）

※洋室、洋室ダブルは、バス
なレシャワーブースのみ

※全室禁煙となります。

●1泊朝食付き
●tN15：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で
約80分

★JR小樽駅から徒歩
約1分

由i■直言l＝l
国1，000円（ト11歳）

adam上の地域名洞爺湖

‾‾　‾‾●洋室（1～2名1室）

和室（3－5名1室）
※館無指定

●1泊朝夕会付き
●lN14：00／OUTlO：00

★新千歳空港から車で約110分

★」R洞爺駅から車で約20分

撃開聞開院

1．050円（0～2歳）、

3歳以上添い寝不可

adam上の地域名．洞爺湖

●洋室（2～3名1室）
※スーペリアツイン懐側）
※宗凱－ムのみの設定となります。

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT12：00

★新千歳空港から車で約120分

頭語薗烹三選語弊
因　　　※宿泊除外B：12′30～1′2

詳デ㈲牒1払凝帝点袴藩札′

ぅさ㌻プール＆トレーニングルーム利用無料

m㌧Ⅶ撃誓芸盟

室繁盛頁等崇㍗
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●洋室（1～2名1室）
●1泊朝食付き
●lN12：00（通常14：00）／

OUT12：00（通常11：00）

★函館空港から車で約20分
曲一一。★」R函館郡から車で約15分

回園田匝頭

ぅArウェルカムドリンク付き

adam上の地域名：函館

田園匝団

●洋室（2～3名1室）
洋室ダブル（1－2名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常11：00）

★函詑空港から車で約30分

★市電宝来町駅から徒歩
約1分

☆函館山ロープウェイ10％割引券付き
☆4種から選べる入浴剤付き（1泊につき1つ）

の川　　　　　　　adam上の地域名．渇の川

●和室または和洋室
（1－5名1室）

●1泊朝夕食付き
●IN13：00（通常14：00）／

OUTll：00（通常10：00）

i★函鑑空港から章で約10分
★」R函館駅から車で約15分

園庭国固園田
蜘2．625円（2歳～未就学児童）

函館　　　　　　　　　adam上の地域名函館

「●洋室（1－2名1室）
和洋室（3名1室）

※洋室は、バスなレ
シャワーブースのみ

●1泊朝食付き
●lN15：00／

回画商薗★謎毒漂基
蜃‾‾‾★」R甜掛ら徒歩約10分

．、　、＿／‥＿　，－1∴‾■∴‥＿二‘：∴こ　も∴∴＿…＿・．＿

員；女性のお客様にレディースセットご用意

adam上の地域名：湯の川

●和室（2－5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★函館空港から車で約10分
★JR函館駅から車で約20分

ふ㌢ウェルカムサービス付き（自家製ようかん、緑茶）

☆夕食時、料理長より旬の一品付き

21

●洋室（1－3名1室）
洋室ダブル（2名1室）

●1泊朝食付き
●lN15：00／

OUT12．00（通常11：00）

★函館空港から車で約15分

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN1400（通常15：00）／

OUTll：00

★函館空港から車で約
20分

★票慧雪悪評穿園前臨遠i羞雪訝脚から徒歩的

㊧晶

ヒ女性のお客様に手作りプチ石鹸ご用意

adam上の地域名：函館

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

0UT12：00（通常11：00）

★函能空港から幸で約20分
★」R函館駅から徒歩約1分

☆ウェルカムドリンク付き
☆朝億を昼食または朝市の「海鮮丼」に変更可能

adam上の地域名濱の川

●和室（1－5名1室）
●1泊朝夕食付き
●IN14：00／OUTlO：00

★函飴空港から幸で約10分
★」R函館駅から車で約20分

国回田回田
Arしおさい事の入浴券付き

adam上の地域名濠の川

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
●tN15：00／OUTlO：00

★函鰻空港から李で約6分
★」R函館駅から車で約12分

・h掛＿11＝∴＿

回回国園田

た夕食時ワンドリンク付き（お酒または
ソフトドリンク）

食女性のお客様に色浴衣貸し出し

ad∂m上の地域名湯の川

●和室（2－4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTll：00

★函鐘空港から車で約5分
★JR函能駅から車で約20分

☆浴衣を2枚ご用意

☆朝食を朝市の「海鮮丼」に変更可能
☆女性のお客様はアロマリラクゼーシヨ

サロン「ラクシス」を半額にて利用可能

adam上の地域名．函館

adam上の地域名函館

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★函館空港から車で約20分
★」R函館駅から徒歩約10分

莞朝食を昼食（ランチバイキング）に変更可能
☆駐車場無料

団因固

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★函館空港から車で約25分
★JR函館駅から徒歩約7分

；朝食を函館朝市指定店の「海鮮丼」に変更可能

の川　　　　　　　adam上の地域名湯の川

≧　●洋室（1～3名1室）

ー　　　●和室または和洋室

（1－5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00（通常15：00）／

OUTll：00（通常10：00）

★函館空港から車で約10分
★」R函館駅から車で約20分

回回田園田
＿■∴＿＿＿十王工・／∴＿工■■・∴　＿　‾工
莞浴衣、バスタオルを2枚ご用意

匠国正11，260円（庸一未就学児i）

の川　　　　　　　adam上の地域名．湯の川

●和室（1～5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUTlO：00

★函館空港から車で約10分
★」R函饉駅から車で約20分

園因園園田

軸2．†的円（3歳～未就学児童）

∂d∂m上の地域名：湯の川

●和室（2－4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★函館空港から車で約10分
★」R函館駅から車で約20分

回国団園田
‘；浴衣を2枚ご用意

1′155円（1歳～未就学児童）

adam上の地域名函館

●スタンダードツイン（2～3名1室）

スタンダードフォース（4～5名1室）

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★函館空港から車で約20分

★」R函館駅から徒歩約3分

≦

㌢朝食を昼食に変更可能（朝市提携店のみ）
Ar駐車場無料

八丁女性のお客様にスパ20％割引券ご用意

の川　　　　　　　adam上の地域名領の川

●和室（街側）（2－4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTll：00

★函舘空港から車で約10分
★JR函館駅から車で約20分

または園田

断穀i閣湖11，050再（1歳～末節学児童）

adam上の地域名：湯の川

●W刷ODERNFL00R（ワモダンフロア）

和洋室（2～4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN13：00（通常14：00）／

OUT12：00

★函館空港から車で約10分
★JR函館駅から車で約15分

囲囲園囲因

三言【2連泊以上】ホテルオリジナル和菓子付き

‡客室冷蔵庫内のビール、お茶、ミネラル
ウオーター付き


