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料　　　金 ��������≠　　考 

王〔；l �券　　種 ���大人 （よ諾法皇） �子とも （蒜去濃） ���シニア 65遽以上 

個人 � ��6，600円 �4．580円 ���5．900円 � 
l ��（1日券） ������� 

ミVl・・ 1● ��（2日券） ��11．108円 �7．608円 ���－ � 

○ホテルモントレクラスミア畑○鯛ホテル畑 ○スイスホテル耶大阪○ホテルモントレラ・スール畑 ○ホテル日航大阪　○ホテルニューオータニ畑 ○クロスホテル大阪　◎シエラトン鐸ホテル畑 ○ザ・リツツ・かルトン大阪0ハイアットリージェンシー畑 �◎ANAクラウンプラザホテル大阪 ¢ウェステインホテル畑 ◎大師阪急ホテル ¢大阪第一ホテル ◎ホテルモンル大阪 �◎ホテル阪急インターナショナル ⑳ホテルクランヴイア大阪 ⑳ホテルラフォーレ新大阪 ⑳レム新大阪 ⑳西鉄イン心手横 ⑳ホテルプラザオーサカ 

○セントレジスホテル畑　⑬リー加イヤルホテル �◎ヒルトン嬬 

絆屋タイプ �シンクJ 41 �ツイン 52 �ダブル 66 

定1（名） 広さ（d） �1 19 �2－3 3～28 �2 19 ○スイスホテル南海大阪

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／旺ヨ）　　　　　　　　学位

入室人員 �⊥ ＝ブ リ �博多駅発≡宥 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／1～‖ 10／14～25 12／1～20 1／3－29 2／9～3／20 �3名1室 �52 �27．000 �28．400 �6．800 �8，200 
2名1案 （ダブル） �66 �27．600 �28．800 �7．400 �8，600 

2名1室 �52 �28．800 �32．000 �8，600 �11．800 

1名1室 �41 �32，000 �34．000 �11，800 �13．800 

10／12～13 川け～22 Ⅲ24－29 12／23－30 �3名唱 �52 �30．000 �32．600 �9．800 �12，400 

2名1茎 （ダブル） �66 �30，400 �32．600 �10，200 �12，400 

2名1室 �52 �30．600 �34，400 �10，400 �14，200 

1名1室 �41 �33，800 �36，600 �13，600 �16，400 

12／21－22 12／31 3／21～22 3／29 �3名1室 �52 �36，600 ��16．400 

2名1垂 （ダブル） �66 �36，600 ��16，400 

2名1室 �52 �39．000 ��18． �00 

1名1室 �41 �41，000 ��20． �00 

子とも（小学生）差随 ��大人基本代金より10．100円引き ���同額 

チェックイン／15：00

チェックアウト／11：00

チ⑳0⑳（董◎あ
（徒歩1分）nAtn力

訝しいポイントE
★30自前割引★　　弓
お’「人様500円引き∃
★貴泊割引★
1泊目よりお一人襟

500円引き
※割引の併用不可

1／1～2は休前日撒い
漬朝食なしの場合

1．500円引き

室亙り45柑3　嬰．り45203　棲む145303

○ホテル日航大阪

大人お一人枝1泊2日基本代金（JR往復／園）　　　　　　　　塵位円

入室人員 �Z⊇ ＝1 リ �博多駅発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／29～30 1／3～2／28 �3名1室 �5A �27．600 �30，600 �7，400 �10．400 2名1室 ��28，800 �32，400 �8，600 �12．200 

1名1室 �45 �32，600 �37．400 �12．400 �17，200 

10／1～11 10／13～11／1 11／3～12／28 1／1～2 3／1～20 �3名1室 �5A �27，600 �32，8＿00 �7，400 �12，600 

2名1室 ��28．800 �35，800 �8．600 �15，600 

1名1室 �45 �32，600 �38，400 �12，400 �18，200 

10／12 1り2 12／31 3／21－31 �3部室 �5A �28，600 �33，400 �8，400 �13，200 

2名1室 ��30，400 �38，000 �10，200 �17．800 

1名1室 �45 �34，000 �39，800 �13．800 �19，600 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金より10，100円引き ���同級 

チェックイン／15：00

チェックアウト／12：00

■鵬内容／軒定食・ノ芋パイキンク

■アクセス／地下鉄御堂辰績

心斎橋駅8号出口直結

l■■≡酢lEj¶■■

・（00⑳

¢◎㊧
（輩出）（綻歩3分）n・Ll鉄刀

蟹琵
（除外日－12／30～1／2）茎

★連泊割引★
1泊目よりお一人様

500円引き

（除外白・12／30～1／2）≦

※割引の併用不可
仙仙一　　一　一－＿　　　　　ノ

憲12／29～30、1／1
～3、3／21は休前日

扱い、11／22、
2／10、3／20■ま平休
日扱い

※朝食なしの場合
1，500円引き

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／固）　　　　　　　　塗位

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

1／3～3／15 �3名1室 �53 �28，800 �31．400 �8，600 �11，200 2名1室 ��30．400 �33，200 �10．200 �13，000 

1名丁重 �41 �38，200 �42，400 �18．000 �22，200 

10／1～‖ 10／14～11／1 12／1～21 12／23－29 1／2 �3名ほ �53 �29．800 �34，600 �9，600 �14．400 

2名唱 ��31，600 �36．400 �11，400 �16，200 

1名1茎 �41 �40，400 �48．800 �20，200 �28，600 

10／12～13 11／2～30 1／1 3／16～31 �3名1室 �53 �31．600 �35，600 �11．400 �15，400 

2名1室 ��33，200 �37，400 �13．000 �17．200 

1名唱 �41 �42．800 �50，800 �22，600 �30．600 

12／31 �3名1室 �53 �36，800 ��16，600 2名1重 ��38． �800 �18，600 

1名1室 �41 �53．200 ��33，000 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金より10，100円弓博 ���同額 

′ヽ00⑳

七〇二・・
（縫出）（速歩1分）T軋・鵬入刀

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泊員よりお一人様

500円引き
※割引の併用不可

H壬1／1～2、3／21は

休前日扱い
崇朝食なしの場合

1，500円引き

≧＿蜃145104（郵145204～選旦j145304

○クロスホテル大阪

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／図I）

入室人員 �22 二才 リ �博多駅発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �体前日 

10／1～11 10／14～24 10／28～11／1 日／4－22 12／8－20 12／25～27 1／4～10 1／13～25 2／8～3／20 �2名1室 �68 �28，600 �30．000 �8，400 �9，800 

3名唱 �53 �28，600 �31，000 �8，400 �10，800 

2名1室 ��30．000 �32，800 �9，800 �12，600 

1名1室 �41 �34，400 �36，600 �14，200 �16．400 

10／12～13 10ノ25～27 日／2－3 11／23～12／7 12／21へ′24 12／28～1／3 1／11′、－12 り26－2／7 3／21～31 �2名1重 任ミタフル） �68 �30．000 �31，000 �9，800 �10．800 

3名1室 �53 �31，000 �34．200 �10．800 �14．000 

2名1茎 ��32，800 �35．600 �12，600 �15．400 

1名1茎 �41 �36，600 �38．800 �16，400 �18，600 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金より10，100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／
和洋バイキンク

■アクセス／
地下鉄御堂筋線
心斎橋駅4－B号
出口より徒歩5分

撃訂★30貝前割引★

★連泊割引★
1泊目よりお‾人様書
500円引き
※割引の併用不可・1

11詑嵩苦言撮
話、￥デ1欝鰻冒㌍燕
は平休日扱い
朝食なしの場合　　　皇
1，500円引き
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上質な安ら　ぎ　ラグジュアリ　ープラ ンお

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／団遡）　　　単位閂　∃ 

入室人員 �2⊇ ＝J リ �博多駅発着 ��廷泊代金 ��l 竺 十十 十 竃 妄＿∃ 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／1～13 12／23 1／4～30 2／12～3／14 �2名1茎 （ダブル） �60 �34，600 �39．400 �14．400 �19．200 

2名l室 �50 �35．800 �40，600 �15．600 �20．400 

1名唱 �60 �45，400 �53，200 �25．200 �33，000 

10／1～11 1り24～30 12ノ14～20 12／24～27 1／31～2／11 3／15 �2名1室 汐ブル） �60 �36，800 �42，800 �16，600 �22，600 

2名1室 �50 �37．800 �43．800 �17．600 �23，600 

1名l室 �餌 �47，400 �56，200 �27．200 �36．000 

10パ2－13 11／23 12／22 12／28－30 1／3 3／16～31 �2割室 （ダブル） �60 �37．800 �45，200 �17，600 �25．000 

2名1室 �50 �38，800 �46，400 �18，600 �26．200 

1名唱 �60 �49．400 �60．400 �29．200 �40，200 

12／21 12／31－1／2 �2部室 汐プル） �60 �54，800 ��34，600 
2名1室 �50 �55，800 ��35，600 

l名1幸 �60 �73，800 ��53，600 

同額 

1／22、2／10、3／20は平体日放い

入室人員 �1 7‾ ＝ぎ リ �博多駅発 平†本日 ��■ 休前日 �　廷泊代金 平休日 ��休前日 
；　…≡岸　∝　莞；；一・ 

10／1～11／9 1／5－29 2／7～3／31 �2割室 （デラックス） �50 �35，8∞ �39．800 �劇200 �15．600 �19．600 �24．000 I 

2名1重 （グランド デラックス プリミニ） �P5 �乳800 �42．的0 �呵200 �略600 �詮．600 �21000 

1／30～2／6 �2名1茎 げラックス） �50 �叫200 �叫200 �呵800 �2q000 �24，000 �27」6∞ 2部室 （プラント デラックス プリミニ） �P5 �喝200 �呵200 �弧800 �か．M �27」000 �祖600 

大 � ���同税 

12／22～1／4　粒朝食なしの場合500円引き

′完蒜三議
1泊2日基本代金（JR往復／団）　　　　単位円

入室娼 �モ ア■ コ リ �博多駅発宕 ���廷泊代金 平休日 ��休前日 �平休日 ��体前日 

冒～木曜‡金曜 ���B～木掛金曜 

12／23～24 1／2～2／28 �3名糧 �57 �28，8m ��32，m0 �8．600 ��11，800 
2名唱 �52 �31朋0 ��34，000 �10，800 ��13，粧0 

1名唱 �66 �36，400 ��39，M �16，200 ��18，8∞ 

10／1～11／22 12／25～30 3／1～31 �3名唱 �57 �30，400 �32朋0 �35，朝0 �10，200 �11．糾0 �15，200 

2名唱 �52 �32，400 �軋000 �37，800 �12，200 �13，800 �17，餌0 

鳩唱 �66 �乳000 �乳000 �43脚0 �17，餌 �18，船0 �2，800 

11／23 12／21～22 �3名唱 �57 �37，800 ���17，600 2名l室 �52 �40脚0 ���19．800 

鳩檀 �66 �45．000 ���24，800 

子とも（小学生）羞覿 ��大人墨本代金より10．100円引き ����同額 

■＝‥習言上詰這一、㍍詰予呈器量に‾凪い

二二二茎数朝食なしの場合1，000円引き

欄■‥‥‥

甘こ、l三言∴三㌔、＿一三＿上．二・r∵「

彊彊塞獲噌噴◎◎

5チェックイン／14：00（1／2、1／3は15＝0両

iチェックアウト／12．00（12／31は10：00）要

紡屡タイプ �ダブル �ツイン 

66 �52 �57 

定員（名） �1 �2 �3 

広さ（d） �30 �40 �40 

離抱卵鱒班∵∵－′…【…・岬一一一…州一
★汲泊割引★2泊目よりお一人様500円引き

衰盛挙蕗二二一へh
l．朝食券でブランチ対応OK（1ノ2～4隙く）

廟睡鱒鱒、－州で肌～〟▲〈一一・…－山人－1・・
轟テルメイドのお菓子と
1ミッセージカードをご用毒（要予約）

通運謬璽瓢‾一三
1．4～5名標でご利用の場合コネクトルーム

をご用意（要事前予約※要TEL）
2．レストラン割引券付



○ホテルモントレラ・スール大阪

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／園）　　　　　　　塑億円

入室人員 �力 テ ＝ブ リ �博多節発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �体前日 

1／5～3／1 �こう竜1虞と 2名1；壷≡ （セミタフJい �52 41 �26．000 �29．600 �5．800 �9，400 2名1室 �52 �27．000 �31．000 �6．800 �10．800 

1名1茎 �4 �29，800 �33，400 �9，600 �13，200 

10／1－11 10／14～20 10′23・・－一25 10／27【一・・31 12／1・：・・－20 12／23～30 3／2－20 �き羞1重 くモミタフル1 �52 Al �27．400 �29，600 �1200 �9，400 

2名1重 �52 �28，400 �31．400 �8，200 �11．200 

1名1室 �41 �31，600 �33，600 �11．400 �13，400 

10／13、日／1 11／4～15 �3名1蔽 是亀甥 �52 41 �28，600 �31，400 �8．400 �11，200 

11／17～22 11／24～30 �2名1室 �52 �30，400 �34．000 �10．200 �13，800 

1名1窒 �41 �33，000 �35，600 �12，800 �15．400 

‖／2～3 12／21～22 12／31 �こ5モら1甚 2毛1尭 �52 41 �35，600 ��15，400 

2名1室 �52 �38，000 ��17，800 

1名1室 �41 �40．000 ��19，800 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金より10．100円弓lき ���同額 

チェックイン／1500
チェックアウト／11：00

■朝会内容／
和洋パイキンク

■アクセス／
JR京橋駅西出口
より徒歩5分

lt■駄玩m拉l踪－

ケ⑳0⑳
いンヤマ）ドイナ新村l　憎咄）

eI◎②

無垂．
お一人様500円引き喜

ば個よ。お一人隷500矧き∃

禦聖禦璧讐」」

匪∴11ント
1．レイトチェックアウト1200主

2・岬刊サービス　　　屋

・J靂∫エTJ■

1ウェルカムクッキー付≦

（1滞在お「人様lつ）萱
2．墾礎化桁品セット　　き

り泊お二人様1つト　享

＼崇除外白．10／21～22

※朝食なしの場合
1．500円引き

トリ与‥、手 ⑭145210

◎シェラトン都ホテル大阪

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／固）

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

10／1～19 12／8～28 1／2 1／4～3／15 �3割室 �53 �26．600 �28，600 �6，400 �8，400 

2名1窒 ��28，200 �30，800 �8，000 �10．600 

1割室 �41 �32．400 �35．000 �12，200 �14．800 

‖／2～21 12／1～7 12／29～30 1／3 3／16～31 �3名1室 �53 �27．400 �30，600 �れ200 �10，400 

2名1室 ��29，600 �34．000 �9．400 �13．800 

1名糧 �41 �33，800 �38，000 �13，600 �17．800 

10／20～11／1 11／22～30 12／31～1ノ1 �3名1睾 �53 �27，400 �34，400 �7．200 �14．200 

2名1室 ��29．600 �37．600 �9，400 �17．400 

1名1茎 �41 �33，800 �41．600 �13，600 �21，400 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金より ��10，100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／
和洋パイキンク

■アクセス／
難波駅から近鉄電車
で2駅（約5分）「大阪

上本町駅」より徒歩1分

★30口前割引★
お一人様500円引き
☆逗泊別働★
1泊目からお一人祷

500円引き
※割引の開閉不可

出癖・．
1．ウェルカムドリンク
サービス

2粥柵サービス

：！1／1～2、3／21は

休前日扱い、
3／20は平休日扱い

※朝食なしの場合
1500円引き

145412凄藤1453ほ／女子会145612

◎リーガロイヤルホテル

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／匠巫】）　　　　　　　　皇位円

入室人員 �力 与 リ �博多駅発想 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／1～4 12／15～20 12／23－29 1／5～3／14 �3名1茎 �52 �26．600 �31．400 �6．400 �11．200 

2割室 ��27．800 �33，000 �7．600 �12，800 

1名1室 �41 �29，600 �34．000 �9，400 �13，800 

10／5へ・・11 10／14～11／1 11／4一一22 11／24へ′29 12／1～14 3／15～20 3／23・－28 3ノ30～31 �3名1室 �52 �27，400 �32．600 �7，200 �12，400 

2鋸羞 ��29．000 �34，400 �8，800 �14，200 

1名1茎 �41 �30．000 �35．400 �9，800 �15，200 

10／12～13 12／21～22 �3名†室 �52 �35．000 ��14．800 

2名1重 ��37．600 ��17．400 

1割室 �41 �36，200 ��16．000 

子とも（小学生）差転 ��大人基本代金より10，100円弓倍 ���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　和洋パイキンク

■アクセス／
●JR大阪駅桜橋口より

無料シャトルバス10分
●京開章中之島駅直結

－臨】帽殴打¶■■
′ヽ00⑳

¢◎し⑳⑳
償出）（漫歩謝）那入力㌫妄

評しいポイント
★連泊割引★
1泊白よりお一人様

500円引き

適が延が曙
1覿食帯でブランチ対応OK　≡

2．鞘刊サービス

Uが1・u癖
館内レストラン耶順裾

燕除タト日11／23、

12／31～1／2

歳12／23－24は休前日扱い

※朝食なしの場合
1．500円引き

○ホテルニューオータニ大阪

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／団ヨ）　　　　　　　　単位円

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

12／9～30 1／3～3／14 �3名1毒 �73 �29．800 �34．200 �9．600 �14，000 
2名1室 �52 �30，800 �35，200 �10，600 �15，000 

1名1室 �41 �35．200 �38，400 �15．000 �18，200 

10／1～12／8 3／15～31 �3名1室 �73 �30．800 �35．200 �10．600 �15．000 2名1重 �52 �32，000 �36，400 �11．800 �16．200 

1名1室 �41 �36，200 �40，400 �16．000 �20，200 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金より10，100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／
和洋パイキンク

■アクセス／
JR大阪環状線
大阪城公園駅より
徒歩3分

ホテル∴伯

や⑬0㊧
¢◎㊤
用は）（迂歩1分）TEL一，6入刀

、れしいポイント

★30日前割引★
お一人樽500円引き
★連泊割引★
1泊目よりお一人様

500円引き
※割引の併用不可

；；く除外日12／31～1／2

三三1／18、2／1、2／15、3／1

は平休日扱い
※朝食なしの場合
2，000円引き

［蚕垂汀「葡毒素茹「萄竃惑う「甑二二＝＝二重藁覇

0ハイア沖リージェンシー大阪

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／団ヨヨ）　　　　　　　　単位円

入室人員 �Zヨ ＝T リ �博多節発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／1～25 12／23 12／25～30 1／5～3／20 �3名糧 �52 �28．800 �31，200 �8，600 �11，000 

2名1室 ��31．200 �33．200 �11，000 �13，000 

1名1室 ��37．200 �39，400 �17．000 �19，200 

10／26 12／21～22 12／24 り2～4 3／21～31 �3名1室 ��29，900 �32．200 �9．700 �12．000 

2名1室 ��32．100 �34，400 �11．900 �14．200 

鳩1室 ��38．400 �40．600 �18，200 �20，400 

12／31～1／1 �3名1宣 ��35，400 ��15，200 2名1室 ��37．600 ��17．400 

1名1室 ��43，800 ��23，600 

子とも（小学生）差観 ��大人基本代金より10，100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／椙パイキンク

■アクセス／OTSニュー

トラム南港ポートタウン

顔中ふ頭駅より徒歩3分

字　　ホテル試・

（00⑳
■，r

el◎
（駕出）（迂歩5分）

訝しいポイント
★3（昭前割引★
お一人檀500円引き
（除外日12／3ト1／1）
★連泊割引★
1泊目よりお一人憎
1，000円引き

（除外日は／31～1／り
※割引の併用不可

ご‾・・li‾‾

1．糊刊サービス
（チェックイン時に
お申出ください）

！奈1／2－3、3／21は

休前日韻い、
11／22、2／10、3／20

は平休日扱い
※朝食なしの場合

1，500円引き

i＿攣型空聖空

◎ANAクラウンプラザホテル大阪

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／旺E荘I）　　　　　　　　皇位円

入室人員 �要 二才 リ �博多駅発潜 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／14～11／1 11／4～9 12／15～20 12／24～30 1／3～3／19 �3名1室 �52 �27，100 �29，800 �6．900 �9，600 

2割室 ��28，800 �31，000 �8，600 �10，800 

1名1室 �41 �34．600 �35．600 �14．400 �15，400 

10／1～13 日／2～3 12／23 3／20～31 �3名1室 �52 �28．400 �32．600 �8．200 �12，400 

2部室 ��30，000 �34，400 �9，800 �14，200 

1名1茎 �41 �35，600 �36．600 �15．400 �16，400 

12／21～22 12／31～1／2 �3名1室 �52 �28．400 �38．000 �8，200 �17．800 2名1室 ��30，000 �39，600 �9．800 �19．400 

1名1室 �41 �35．600 �40．100 �15．400 �19，900 

子とも（小学生）差額 ��大人墨本代金より10，100円引き ���同語 

チェックイン／14：00

チェックアウト／12・00

■朝食内容／
和定か和洋ハイキング

■アクセス／
」R大阪駅桜橋口より

より無料シャトルバス
10分（徒歩10分）

－臨調一刻闇■■■

？⑳0⑳
¢◎⑬
（賃出）（退歩1分）札十l悠入力

愕　拍ポイントリ
1．朝刊サービス

、ユ／12／23、1／1～2、3／21

は休前日扱い
11／22は平休日扱い

※朝食なしの場合
1，500円引き



◎ウェステインホテル大阪

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／駆ヨヨ）　　　　　　　　　単位円

スーペリアツイン（襲煙）

チェックイン／14：00

チェックアウト／12：00

■朝食内容／
和洋バイキング

■アクセス／」R大阪駅

桜橋ロより無料シャトル
バス5分（徒歩7分）

◎大阪新阪急ホテル

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／園）

チェックイン／14：00

チェックアウト／12：00

■朝食内容／
和洋パイキンク・
和定食・洋定食
■アクセス／
」R大阪駅御堂筋
北口より徒歩2分

入室人員 �ブコ 喜 リ � ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前白 

10／1一▲wl1 10／14′一一11／1 11′4：・一〉12／20 12／25・・一一27 1／5・一▲一10 1／13・、・・，‘3／20 3／23：・・、一31 �3部室 �52 �29．600 �33．400 �9，400 �13．200 

2名1室 ��32．000 �37，000 �11，800 �16．800 

1名1室 ��36．800 �46．400 �16．600 �26．200 

12／21八・・・・24 12／28～30 1／3～4 り11－－12 3／21・｝22 �3名1室 ��34，000 ��13，800 

2名1宣 ��37 �400 �1 �200 

1名1室 ��46 �600 �26 �400 

10／12～13 11／2～3 12／31～1／2 �3名1茎 ��40 �000 �19 �800 

2名唱 ��43 �400 �2 �200 

1名1室 ��58 �．000 �37 �800 

子とも（小学生）差観 ��大人基本代金より10，100円弓倍 ���同転 

基本代金にお一人様

500円追加
ラグジュアリーフロア（41∩†）／カテゴリ57

臨■■B露訳一段一蒼■－

′ヽ00⑳
けイナス相ノ）（填出）

¢◎し⑳
（i出）　聴き1萄）n4億入刀

軌　しいポイント

★30邑前割引★
お一人糟1，000円引き

★連泊割引★
1泊目よりお一人様

500円引き

★曜日割引★
日1日はお一人棟

1，000円引き脾荊巳除く）
※割引の併用不可

扇面画廊畔
1朝刊サービス　　　毒

※朝食なしの場合
ト500円引き
※1名1室はツインルーム

の1名利用です

◎大阪第一ホテル

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／匹ヨ）　　　　　　　　　単位円

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

10／1～11 10／14～25 12／8～20 12／23～30 1／2～3／20 �2名1笠 （セミダブル） �68 �26，800 �29，700 �6，600 �9．500 

3名1室 �77 �28．000 �31．200 �7，800 �11，000 

2名1室 �56 �29，400 �32．400 �9，200 �12．200 

1名l重 �43 �31．400 �34．800 �11，200 �14，600 

10／26～12／7 3／21～31 �2名1芸 �68 �27．400 �34，200 �7，200 �14．000 3名1室 �77 �28，400 �35．400 �8，200 �15，200 

2名1室 �56 �30，000 �37，000 �9，800 �16．800 

1名1室 �43 �32，000 �39，000 �11．800 �18．800 

10／12～13 12／21～22 12／31～1ノ1 �2二品1j査㌻ （セミタフル） �68 �34．200 ��14．000 
3名1室 �77 �35，400 ��15，200 

2名1室 �56 �37，000 ��16，800 

1名1室 �43 �39，000 ��18． �800 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金より10．100円弓lき ���同額 

チェックイン／14．00

チェックアウト／12：00

■朝食内容／
和洋バイキング

■アクセス／
」R大阪駅より
徒歩3分

1－配玩卯緊茄1－

′ヽ00⑳

苛）◎⑬
（抜き5労）野．信入刀

・れしい筆写ント旨

★連泊割引★
1泊白よりお一人様i

500円引き　　　　圭

療攣讐1開聞サービス

（数1限定パブリックj
スペースにて）　妻

沼1／2、3／21は休前日扱い、

11／22、1／4、2／10、

3／20は平休日扱い
※朝食なしの場合
1200円引き

堅郁145118（墾j145218　r漂浪〉1453

◎ヒルトン大阪

1泊2日基本代金（JR往復／6匹韮l）

入室人員 �妻 ア ＝ブ リ �博多駅発願 平休日 �休前日 �平休日 ��休前日 
日～木曜E＝　金曜 ��日～木曜日‡　会減 

12／8～13 12／15～20 12／25～28 1／3～3／14 �3名1室 � �28．600 �31，200 �8，400 ��11．000 

2名1室 ��31，400 �35，400 �11．200 ��15．200 

1名頂 ��40，600 �44，800 �20，400 ��24，600 

10／1′｝11 10／14～31 12／1・、′6 12／23～24 12／29～・30 �3名1室 ��30，400 �34．600 �10，200 ��14，400 

2名1室 ��32，600 �40，200 �12，400 ��20．000 

1名1窒 ��43．000 �51，100 �22， �800 �30，900 

10ハ2－13 眉、3／15 �3割董 �53 �31，20034，600 �38，400 �11，000 �14，400 �18．200 

2名1董 ��35，40040，200 �43．800 �15．200 �20，000 �23，600 

1名唱 ��44，80051，100 �60，600 �24，600 �30，900 �40．400 

3／21〆、ノ22 3／29 �3名1墓 ��44，600 ��24，400 
2割室 ��51，100 ��30．900 

1名1室 ��刊，000 ��53．800 

子とも（小学生）差範 ��大人基本代金よリ10，100円引き ���同取 

※朝食なしの場合1．000円引き　※1名1室はツインまたはダブルの1名利用です

チェックイン／14：00

チェックアウト／12：00

■朝食内容／
和洋バイキング

■アクセス／
」R大阪駅より徒歩2分

ホテル儲　■

′ヽ00⑳

¢◎㊧
（琶出）仁王歩1分）ml SS刀

訝しいポイント
★30日前割引★
お一人撥1亨000円引き

★連泊割引★
1泊目よりお一人梯

500円引
※割引の併用不可

こ　一　芸．い．

ジム・サウナ）緋紺梱
2インターネット無料アクセス

0昭　～木■■定）

10／4、10／11、

10／25、12／29～

30、1／1～3、3／14

は休前日扱い、1／18、
2／10、2／15、3／1、

3／20は平休日扱い

入室人員 ��力 テ 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 12／8・・－20 12／22八一30 1／1－10 1／12～・2／22 2／24へ′3／7 �4名1室 �84 �26．600 �28．400 �6．400 �8．200 

3罷攣ダ灘戸 �73 68 �27．000 �29．400 �6．800 �9．200 

2名1室 �52 �28．000 �30．000 �7．800 �9．800 

1名1室 �41 �30．200 �3乙400 �10．000 �12．200 

10ノ5～11 10／14・・－25 10／27～・11／1 12／21、1／11 �4名1窒 �84 �27．400 �31．600 �1200 �11．400 

3亀…害も笥1戸 �73 68 �28．000 �32．400 �1800 �12，200 

2名1重 �52 �28，400 �33，000 �8．200 �12，800 

1名1茎 �41 �31．000 �34，400 �10，800 �14．200 

11／24～29 3／22～28 3／30～31 �4名1室 �84 �29．400 �33，400 �9，200 �13，200 

3畏三を写発声 �73 68 �30，000 �34，400 �9，800 �14，200 

2名1室 �52 �30，600 �35．400 �10．400115，200 

1名1室 �41 �32．200 �35，400 �12，000115，200 

10／12、11／2 11／23、11／30 12／31、3／21 3／29 �4名1茎 �84 �34．600 ��14．400 
3亀三を写究芦 �73 68 �36． �400 �16 �200 

2名1宝 �52 �37 �000 �16 �800 

1名1室 �41 �38 �000 �17 �800 

顎 

ホテル∴　偏

や◎0〇、00予】
ぐ浮出）（退歩1分）托し††一S入力

訝しいポイント
★連泊割引★
1泊目よりお一人楕

500円引

去議面i面i
l．朝食券でブランチ対応

OK（11．00～14、00）

2粥刊サービス（エレベー

ターホールにて）

※1／1は休前日扱い
※朝食なしの場合

1，200円引き

◎ホテルモントレ大阪
辞犀タイプ �41 �ツ 5 �イン 2 

定れ（亀） 広さ（ポ） �1■｝2 18 �2 24 �13 127 

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／EE正】）　　　　　　　　　星億円

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

10／1～11 10／14～25 10／27～31 12／1～20 12／23～30 1／2～3／20 �終環 �41 �26，600 �28，800 �6，400 �8，600 

3名1室 �52 �26，600 �30．000 �6．400 �9，800 

2名1室 ��28，200 �31，600 �8，000 �11，400 

1名ほ �41 �31．600 �33，000 �11，400 �1乙800 

11／1 11／4～・15 1り17～22 日／24～30 3／21～28 3／30－31 �（∈郭莞） �41 �27，600 �30．600 �7，400 �10．400 

3部室 �52 �28．200 �32．200 �8．000 �12，000 

2名1室 ��29，400 �34．000 �9，200 �13，800 

1名1重 �41 �32．600 �35，000 �12，400 �14，800 

10／12～13 12／21－22 12／31－1／1 3／29 �鋳撮 �41 �34．800 ��14，600 

3割茎 �52 �36．400 ��16，200 

2名1室 ��38，000 ��17，800 

1名1室 �41 �39．000 ��18，800 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金より10，100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／
和洋ハイキング

●アクセス／
JR大阪駅桜橋口
より徒歩5分

－斎乱射郡1－

や⑳0⑳
（パンヤマ〕　　　（編出）

¢◎⑬
徒歩1分）托し・LIS入力

評い、ポイント
★30自前割引★
お一人練500円引き

★連泊割引★
1泊日よりお「人様

500円引き　　　】

禦撃墜埜警讐」」
財閥食なしの場合

1．000円引き

巨⑭145119

◎ホテル阪急インターナショナル

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／団）

入室人員 �を ＝r ＝ユ リ �博多駅発着 ��廷泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／1－日 10／13～31 日／3～17 12／1～20 1／2～3／20 �3名摺 � �30，400 �33．800 �10，200 �13，600 

2名l圭 ��32，600 �37，400 �12．400 �17．200 

11／24～30 12／24～30 3／23～28 3／30～31 �3名1室 ��30，400 �33，800 �10，200 �13，600 

2名1室 ��34．200 �37，400 �14．000 �17，200 

10／12 11／2 11／22 12／21～22 1／1 �3名1室 �52 �39，800 ��19．600 

2名唱 ��45，800 ��25，600 

＝／23 12ノ23 12／31 3／21～22 3／29 �3名1室 ��46，400 ��26，200 

2名1室 ��53，200 ��33，000 

子とも（小学生）差額 ��大人屋本代金より10，100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

■アクセス／
地下鉄御堂筋線
中津駅より
徒歩3分

－6敵i肩■■■

′ヽく）00
（パノアマ）　　　（繰出）

¢◎⑳
（徒歩カⅦ＿・一題入力

許す畑ポイント
1．寺斤間サービス

‡－′12／20、12／24、

1／2～3、3／20は

休前日扱い
※朝食なしの場合
2．500円引き

※
J
R
の
乗
車
日
発
着
地
に
よ
り
追
加
代
金
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
必
ず
1
ペ
ー
ジ
を
「
」
忙
昆
く
だ
さ
い
。

薫



∴雨読ほ0ノ京釜示428、養、壷20・■女元示盤古右示320．．示去－45云クも　　▼■‾い戌鍋底臨■‾■‾‾　■1…‾ハ‾‾‾‾け’
き．眉杢／湖5120／女子釘45420も男那145220／女子会14552か、準連日45320／女子貪145620

⑳ホテルグランヴイア大阪
lll町川

筋 ■朝食内容／
和洋バイキング

●アクセス／
」R大阪駅直話徒歩1分

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 �重 石 リ �博多駅発着 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／8′－20 1／3～3／20 �3名1室 �52 �28，000 �32．600 �7，800 �12，400 2名1室 ��29，200 �33，600 �9，000 �13，400 

1名1室 �41 �32，600 �34．800 �12，400 �14．600 

10／1～11 10パ3～25 12／21′－30 1／2 �3名1室 �52 �28．800 �33，000 �8，600 �12，800 

2名1室 ��29．600 �34．000 �9，400 �13．800 

1名1茎 �41 �33，000 �34，800 �12．800 �14，600 

10／12 10／26～12／7 �3名1室 �52 �29，800 �34，800 �9，600 �14，600 
2名1室 ��31，000 �35，800 �10．800 �15，600 

1名1室 �41 �34．400 �36．400 �14．200 �16，200 

12／31～1／1 3／21～31 �3名1室 �52 �30．800 �36．400 �10．600 �16．200 
2名†室 ��31，800 �37．200 �11，600 �17，000 

1名1室 �41 �34，400 �38，800 �14，200 �18，600 

子ども（小学生）差額 ��大人基本代金より10．100円引き ���同額 

≡：1／1は休前日扱い　※朝会なしの場合1，500円引き

－蕗■】！様斬1－

′ヽ00⑳

¢◎歯
旧出）拉き1分）「．咤入刀

（当E二部

評しいポイント
★30日前割引★
お一人様1，000円引き

★連泊割引★
2泊日よりお一人陣1
500円引き

′：磨小こけツイン存～タ名ノ

をご識プイン爾ノ

プレイアブインゎ鳩ノ

l＿－l■

ーノグラシダイアフロア雁上㈲

モデレートダブルr労組仔名ノグタンダイアツイン偲掛合～絹ノ

ダランヴイアフロア専用ラウンジ
営業時間　7　00～21．00

サービス内容ビジネスサポート（コピー、
FAX、レンタルパソコン等）、ドリンクコー

ナー（コーヒー、ジュース、焼き菓子など）、ラ

イブラリーコーナー、チェックアウトサービス

蓼1タイプ � � � � �モデレートダブル 

5F �5A �56 �5」 �69 

定鼻（名） �2－3 �2 �2 �2－3 �2 

広さ佃） �25．2 �25．2 �25，2 �38．9 �25．8 

145122　し室温〉紺5322

⑳ホテルラフォーレ新大阪

大人お一人様1泊2日等本代金（JR往復／四）　　　　　　　　単位円

入室人員 �フコ テ ＝7 リ �博多駅発雷 ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／1～30 1／2～3／20 �3名1室 �52 �28．400 �30，400 �8．200 �10，200 
2部室 ��29．400 �31，400 �9，200 �11，200 

1名1室 ��33，600 �36，000 �13，400 �15．800 

10／1～11／30 3／21～31 �3名1室 ��29，000 �31，600 �8．800 �11，400 2名1室 ��30，400 �33，400 �10，200 �13，200 

1名1室 ��34．600 �38，400 �14，400 �18，200 

12／31～1／1 �3名1室 ��32．000 ��11，800 2名1室 ��34，400 ��14，200 

1名1董 ��40．600 ��20．400 

子とも（小学生）差取 ��大人基本代金より10，100円引き ���同額 

※朝食なしの場合1，800円弓lき　※1名1室はツインルームの1名利用です

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

■アクセス／
」R新大阪駅北口
より徒歩1分

－6露i】酎主節㌢¶■■

′ヽ00⑳

¢◎⑳
（貰出）（1主歩2～））作止

掛れしい買ント
★30日前割引★
お一人楕500円引き
★連泊割引★
1泊目よりお一・「人様
500円引き
※割引の併用不可

もすすめイント
1．レイトチェックアウト15．00

2岬食券でブランチ対応
OK（1130～14ニ00）

3．ウエルカムドリンクサービス
4粥刊サービス

〉ミく3／21は、休前日扱い、

11／22、2／10、3／20

は平休日扱い

撃ノ1千号123…書＝＝

⑳西鉄イン心斎橋
チェックイン／15：00

チェックアウト／10：00

大人お一人様1泊2日墓 ���本代金（JR往復／田遜】） �単位： �■’■　　ホテル設備　姦 

入室人員 �三⊇ ＝y U �博多駅発着 �延泊代金 �・博風音 ¢◎薗 500円引き 
全日 �全日 

10／1～3／31 �2名1茎 姥ミグ瑚 �41 43 �24．600 �4，400 
2名1室 （ダブル） �22 �25，800 �5，600 

1名†室 �41 43 �26，800 �6，600 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金より10，100円引き ��同額 

◎レム新大阪

大人お一人横1泊2日基本代金（JR往復／団ヨ訂）　　　　　　　　単位円

入室人員 �Z⊇ ＝1 リ �博多重訳発着 ���延泊代金 平休日 ��休前日 �平休日 ��休前日 

日・月曜日 �火～金曜日 ��日・月曜日 �火～金酎 

10／1～4 12／8～30 1／2～4 1／6～3／7 �2名1室 （セミタフ朋 �68 �25，400 �26，000 �27．000 �5．200 �5，800 �6．800 

2名1室 �52 �28，800 �29，200 �31，800 �8，600 �9，000 �11．600 

1名1茎 �41 �28，400 �29，800 �30，800 �8，200 �9，600 �10．600 

10／5～12／7 12／31～1／1 3／8～31 �2名1室 （セミ夕刊 �68 �25，600 �26，800 �27．800 �5．400 �6．600 �7，600 

2名1室 �52 �29．800 ��32，800 �9，600 ��12．600 

1名1室 �41 �28，600 �30．800 �32脚0 �8，400 �10，600 �11，800 

子とも（小学生 �）差覿 �大人基本代金より70．100円引き ����同額 

チェックイン／1400

チェックアウト／12．00

●朝食内容／
和定食・洋定食

●アクセス／
」R新大阪駅正面□
直結

ホテル削・

（悪鬼，官⑳
el◎⑬
（編出）（即）　mす

すれい、ポイント

★連泊割引★
1泊白よりお一人様
500円引き

盛顔面疎闊
1銅食券でブランチ対応
OK（1100～1400）

2絹刊サーヒス

欝除外日1／5
ミ●；12／29、1／1、3／21

は休前日摂い、1／2～
4、1／6～12、2／10

は日月旺扱い、3／20
は火～金曜扱い

※朝食なしの場合
1，000円引き

※シングルセミタブル
はシャワーブースのみ
のお部屋となります

⑳ホテルプラザオーサカ

了∵威

大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／1詔ヨ⊆】）　　　　　　　　　単位円

入室人員 �Z⊇ 二才 リ �博多駅発着 ��廷泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／1～20 12／23～30 1／2～2／28 �3名1室 �73 �24，000 �24．600 �3，800 �4，400 
語甥 �41 �24，400 �25，000 �4．200 �4，800 

2部室 �52 �24，600 �25，200 �4，400 �5，000 

1名倭 �郎 �26，600 �27，400 �6，400 �7，200 

10／1～＝ 10パ4～25 10／27～31 3／1～20 �3名1室 �73 �24，000 �25，400 �3，800 �5，200 

詰寄 �41 �24，600 �25．600 �4，400 �5．400 

2名1窒 �52 �25．400 �26，400 �5，200 �6，200 

1名1重 �41 �26．800 �28，000 �6，600 �7．800 

10／12～13 10／26 日／1～30 12／21～22 12／31～1／1 3／21～31 �3名1室 �73 �24，600 �26，400 �4，400 �6，200 

琵告甥 �41 �24，600 �26．400 �4，400 �6．200 

2名ほ �52 �25．800 �28，000 �5，600 �7．800 

1名1室 �41 �26，800 �29，000 �6，600 �8，800 

子とも（小学生）差額 ��大人基本代金より10，100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／
阪急十三駅より
徒歩5分

ホテル詔偏

′ヽ00⑳

¢◎あ
（縫出）〔堤51弘）mtUS入刀

転すすめポイント
1．アーリーチェックイン

13－00

2．レイトチェックアウト
12：00

※朝食なしの場合
1．000円引き

※
J
R
の
乗
寧
日
・
発
着
地
に
よ
り
追
加
代
金
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
必
ず
1
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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○神戸北野ホテル

○神戸メリケンパークがノエンタルホテル

○神戸ポートピアホテル
OANAクラウンプラザホテル神戸

○ホテルモントレアマリー

○ホテルモントレ神戸
○ホテルオークラ神戸
○ザ・ピー神戸
○ホテルクラウンパレス神戸

◎ノポテル甲子園
0宝塚ホテル
◎宝塚温泉ホテル若水
◎有馬温泉有馬グランドホテル

¢有馬温泉兵砺向陽閻

上質な安らぎ　ラグジ温ア関　わプラ

都市型オーベルジュ。フレンチの巨匠から受け継いだ陛界→と称される朝食をこ堪能くたさい－　⑳146101／文子会146401⑳ �����������Ⅷ■亡ヨ■帽■■■田■■■■連泊－－一一一川　　・・1　09780 

一㌔一喜萄聖二重患雷二　や　　　・叫〟“〝り・・■′・て慧L　ミ■こ染毛　㌔ ����������大人お一人様1泊2日基本代金（JR往復／匠≡】）　　　単位：円 
入室人員 �妻 ＝！ リ �博多駅発雷 ��延泊代金 ■q ll �■lll　　　　　ll ������������平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

量雷電二．『班　長′ ����������10／1～3／31 �3割妻 �52 �36，200 �39．800 �16．400 �20．000 

ワ三ロ　　、 ��������� �ふ 、へ小へ人 

■ノクセス／」R二ノ呂駅よ」徒歩15刀　　　　　　　　　　　　　　　　　∴jつ・、 ������������ 

困㊥㊥＠⑭＠ ���際一二・㌻…二二三 � �丁－）； �� �羞ヤ、‾てこ錮繭醇一三三 �十十 ダ ；止・ ．星ノ � ��2名1室 1名1茎 ��36．400 �40．200 �16．600 �20，400 

輝凛タイプlスタ ��－ドッイ �l7㍍ � �…二　・二・賊で；キムハ′ 
チェックイノ　／15：00 ��� 

チェックアウト／12：00 ��� �����������47．200 �50，800 �27．400 �31，000 
広さ（dl1　　　30 ���L　　　48 ��　　　■で諒㌢一一 暮　、一冬定や耶ず㌧ ��鸞袈－「㌦一転 

廃．＿．買，盛還喜一－＿≡ ����孝一湯 煎 ‾プ �十 �紅 整 外 �竿■‾攣鮮洩盛 毒繭‾■‾‾ 　‾‾、．′逼 ★30El前割引★1 ニぉ一人様500円弓ほ 二、二★連泊割引★ 52泊目よ。お十人様 ；‾し攣＿〉TY＿，＿Ⅵ＿▼＿〉一 ��〉■■iこ藩一㌔竣－半農∴ソ ′・覿彗…謎を「 
同税 

苛甘■・’ � 

三 でこ‾ ��長 竿蔦 ���．ア 2． （ 3． 4． �ーリーチェックイン： 13：00 朝食券でブランチ対応OK 11：30－14：30） ウェルカムドリンク 朝刊サービス � ����利用です 

・潔謎＿‘彊 ����������スキンケアセット（クレンジング・化粧水・乳液） 1滞在に付お「人様1セットご用憲 

全室バルコニー付きの客宅。リゾート気分を満喫できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳14・6・】02　⑳14▲6202　◎14′6302　旺l 

、三尊鴎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大人お一人様1泊2日等本代金（JR往復／匠田辺）　　　単位：円 

一札私学⇒∵　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　亡つ ������ � ���人里人員 �十 喜 リ � ����廷泊代金 

i；■ ���� ��������平休日 ���休前日 �平休日 ��休前日 

貝～水眉目R・含雁 ����日～太膠 �日・合源 

『朝食内容／和洋中パイキンク ■アクセス／」R元町駅西出口より徒歩15分 ���� ��誹・一　打＝ご ��1／3－4 1／14～2／4 2／12～3／14 ���3名l室 �52 �訪，800 �乳600 ��弘榔 �7．000 �8．800 �14．000 
2名1堅 ��28．8∞ �31，400 ��誠，800 �9．000 �11．600 �略000 

3名1室 ��孔600 ���刀．800 �8．8∞ ��14．000 ホ丁 設 ��忘レⅦ �豊■慧 �定論慮堀」払 

憑胃た二　一一一亨守一慧艶　　、．憲 �����2名1室 ��31，400 ���35，8∞ �11，600 ��16．000 

チェックイン／15：00 チェックアウト／12：00 ��定▲（名）　　　2　1　3 �　　一一一．二訝 　．，．姦ぢト■㌦」蜃；画、 雷題緋 ����12躇12ノ13 3／23～31 ���3名1室 2名1室 ��祖．400 32，000 ���35．800 乳000 �9，600 12－200 ��16，000 18，200 

＿一　一・㌔適済 勤瞳uT　＿∴＿ �������柑16、12／7 12／3卜l／2 3／22 ���3名1茎 ��乳200 ����19，400 

題 �����������2名1茎 ��41，2的 ����21，400 

上記基本代金よリ9，900円弓ほ �����同額 

・盈鋸捷 ���� ������000円引き 

際立丁茎葉・・・・・・、∴≒∴＝鯵蒜忘忘㌃ ���温、 �汚盃恵一誤認監禁宗論如 上諾誓言イ｛ク★ 11／4～1／10は右記基本代金より 外観お一人様3，000円引き 野際・ふ・二一・ズ二一・■二・・：三Y∵一l一・一一、・≠ 　′、，洩 ∴－も盗聴′蒜∴＿：惑 ������　グレードアッププラン しシづイルリル1、潤以上）」 ��������1，000円追加 

席ヨ庖 �＝ � 

●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。

新 神 戸 �　　＼ ��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 �薪水俣 �佐世保 諌早 �長崎 �中津 �大分 別府 �鹿児島 中央 �川内 

の ぞ み ひ カ、 リ �下記以外 �基本代金 �－500円 �追加なし �200円 �1．100円 �800円 �1．100円 �1，600円 �2，400円 �2，600円 �3．400円 �1．900円 �2，200円 �1．000円 �1．600円 �4，800円 �4．000円 

12／27－1／5 �3，100円 �2，500円 �3，600円 �3，600円 �4，800円 �4，200円 �4．800円 �5，400円 �6．500円 �6．800円 �7，800円 �5，900円 �6，300円 �4，500円 �5．400円 �9，400円 �8．600円 

さ ～ l：：＞ み ‾r lま �下記以外 �2，400円 �1，700円 �2，400円 �2，600円 �3，800円 �3，400円 �3．800円 �4，400円 �4，500円 �4，700円 �5，500円 �4，700円 �5．100円 �3．600円 �4，400円 �7，100円 �6，200円 

12／27－1／5 �3，100円 �2，500円 �3．600円 �3，600円 �4．800円 �4，200円 �4，800円 �5．400円 �6．500円 �6．800円 �7，800円 �5，900円 �6．300円 �4．500円 �5，400円 �9，400円 �8，600円 

舎一部区間でも山陽九州直通新幹線さくら（さくら451458500番台）みずほにご乗車の場合はさくらみずほの割増代金が必要となります。※のぞみ号限定グ」－ン車プランもござし博す涌しく【封ページをご覧ください。


