
往復のフライト　＋　ホテル

旅の作り方 

圏讐監慧びいただけます。 

※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。 

フライト情報ページをご覧ください。 

※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。 
※1泊から6泊まで、何日目でもと利用可能です。（出発から7日以内） 

畝当のホテルページをご覧ください。 

駐車車＋宿泊1～6泊 回回田
●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名様となります。）

ここ二一二ト“了～－」■j∴∴い‾こ㌻rごて二．‾、手■こ：：■＝J二・：‾いミ下し11ミ　ニキー！十二l・こ．・．HJ、∴・こ＝1萱JlL＼・二・J二：二；千、、十i．∴〇　二一矧

（忘≡l…1踪漂慧豊ご芸慧翳這芸悪霊諾用外の施）
日程 �行　程 �食事 

1 �固十回＝く各自負担〉＝ホテル � 
ふ■到遠詮フリータイム 

中 日 �くさ終日フリータイム �画 

最 終 日 �∵出発までフリータイム �匝］ 

ホテル＝〈各自負担〉＝匡童画十匡頭 

匡萱週についてはお客様のご利用空港となります。
利用空港・路線・便についてはフライト情報ページをご覧ください。

■蜘lq酋lコースご利用の場合、上記の行程＋下記の道内区間1区間をご旅行中お好きなお日にち
にご利用いただけます二

■駈Ⅶ田出lコースご利用の場合、上記の行程十下記の道内区間2区間をご利用いただけます。
ただし、往路は新千歳空港での同日中の乗り継ぎとなります。

l道内設定区間：新千歳⇔釧路・根室中棟津・稚内・女満別・函館

お手持ちの航空券を

ご利用いただける

コースです。

日程を選ぶ
1～6泊からお選びいただけます。

ホテルを選ぶ
お気に入りのホテルをお選びいただけます。
※ホテルの宿泊については「航空券＋宿泊」と

同じ条件でご利用いただけます。

おすすめオプショナルプラン

ガイド付きツアー
ガ′ir‘ドと十■．・もにニ’ここ乱：ミ

を満喫要

JR
パスとリゾ脚卜苧U衰定
、．、皐み合わせたブラン定

ご用意。

流氷観光船
涜継の置撃都塵膏管領
眩し富をたっぷり堪能璽

』■』＿一山■
鵬－‾・・＝必5

転職‾ミ

サ　　ガリシコ号Ⅱ（2月頃／イメージ）

国鱒白のみ1こ6鱒
●出発空港このコースに航空券は含まれておりません。
●設定期間：2013年10月1日～2014年5月6日の毎白出発

●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名様となります。）

日程 �行　程 �食事 

1 �lご自宅、前泊地、番地などl＝〈各自負担〉＝ホテル � 

零 l≡∃ �ホテル＝〈各自負担〉＝に自宅、後泊地、各地など】 �画 

蘭■①利用条件／現地までの交通機関（航空便、JR等） 

は含まれておりません。航空券のご予約はお客様ご自身で行ってくださ 
い。なお、当コースは航空券などのご予約がなくてもご利用いただけます。 

②お申し込み／ご出発日の前日から起算して10日前までご予約を承って 

おります。※ご出発日とは当社が手配する宿または、オプショナルプラン 

の利用初日となります。※ご入金の確認、各種クーポン・最終日程表のお 

渡しができない場合は、ご利用いただけない場合もございます。④宿泊 

施設・その他施設／施設により設定除外日や部屋数の制限がございます。 

また、施設により宿泊のみの設定がない場合がございます。あらかじめご 

了承ください。④その他／当商品の募集型企画旅行契約の範囲は、旅 

行サービスをご利用いただく期間のみとなります。⑤「ホテルチョイス」 
以外のコースにご参加のお客様と、同宿泊施設での同室利用はできませ 
ん。⑥添い寝プランは対象外となります。 
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ご利用ホテル※特に記載の机、剛鳳ト．レ付き※基本グループホテル以外をこ利用の場合は、湖帽が婚となります。

団田匝≡］

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●‡N14：00／

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）

扁★新千歳空港から車で
i…：；　忘；；浩…　約60分

誌壷蒜遥★琵謬大勘、ら徒歩

仁‘＋とお
・1㌧　一　8

㍍：・　■

Ar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）
洋室コネクティング
ルーム（4～5名1室）

●1泊朝食付き
●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

圭ウエルカムドリンク付き
☆朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名：札幌

13

adam上の地域名：札幌

回国匝亘司

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●IN13：00／

OUT12：00（通常11ニ00）

★新千歳空港から電車
で約36分

★」R札幌駅から徒歩
約7分

えr朝会を昼食に変更可能

adam上の地域名こ札幌

●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

★JR札幌駅から徒歩約
4分

た添い寝のお子様に専用のハブラシ・
ボディスポンジ付き

ddam上の地域名札幌

園団因

●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

☆大浴場を利用可能

●洋室（1～3名1室）
和室（4～5名1室）

●1泊朝食付き
●】N15：00／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

●洋室（1－4名1室）
●1泊朝食付き
●IN14：00／

OUT12：00（通常11：00）

★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3分

ちr札幌駅までの送迎あり

（詳矧は直接ホテルへ）

●洋室プレミアム（2～3名1室）

諒型鍾嘩命鈴掛竜顔示妄
☆17倍以上の客室をご用意
☆客室内ミネラルウオーター付き

adam上の地域名札幌

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／

㌍　0UT12：00（通常11：00）

塁★新千歳空港から電車で
約36分

★」R札幌駅から徒歩
約1分

訂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室）

●1泊朝食付き
●lN13：00（通常15：00）／

OUT12：00（通常11：00）

★新千歳空港から車で
約60分

★地下鉄大通厨から徒歩約8分

国囲園田
1rVOD（ビデオ・オン・デマンド）利用可能

adam上の地域名：札幌

●洋室（1～5名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常日：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

aJレストラン10％割引券付き

（貸切時利用不可）▲r駐車場無料（全高156cm以上要予約）

adam上の地域名札幌

∃●洋室（1～3名1室）
j●1泊朝会付き

〆て雲丁鎧葦1竺／
★新千歳空港から車で
約40分

★」R北広島駅から車で
約8分

r室内プール・フィットネスジム利用券付き

（フィットネスは中学生以下の利用不可）
r朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名：札幌

園匿匝召

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常11：00〉

★新千歳空港から電車
で約36分

★」R札幌駅から徒歩
約6分

r4種から選べる入浴剤付き
（1室につき1つ）

adam上の地域名札幌

壷苦享三三三

adam上の地域名札幌

園田匝召

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常日：00）

★新千歳空港から車で
約60分

★地下鉄すすきの駅から
徒歩約1分

adam上の地域名：札幌

外観（イメ＝治美

団田巨亘亘司

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常日：00）

★新千歳空港から車で
約60分

★地下鉄中島公園駅から
徒歩で約4分

adam上の地域名：札幌

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00（通常15：00）／

OUTlO：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



ご利用ホテル絹に棚の机、削バス．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ります。

adam上の地域名札幌

●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
的7分

L⊥∴∴蚕華頻度一意緩鉱毒㍍

レ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）
●1泊朝食付き
●lN15：00／

0UT12：00（通常日：00）

★新千歳空港から電車
で約36分

★JR札幌駅から徒歩

約4分

adam上の地域名札幌

園田函

●洋室（1～4名1室）
※禁煙ルームのみの設

定となります。
●1泊朝会付き
●IN13：00／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

ad8m上の地域名：札幌

adam上の地域名：札幌

「iT二二1；苧㌫講書
1室）

●lN14：00／

0UT12：00（通常日：00）

★新千歳空港から串で
約60分

★地下鉄大通郡から徒歩
約5分

r朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名’札幌

田園匝亘司

●洋室（1～5名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00／OUTH：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

園田転回

●洋室（1－4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTH：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

●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

丸正朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名札幌

●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／

OUT12：00（通常11：00）

函‡雷欝諾意誤
Aiウェルカムドリンク付き

ウェルビーイングデラックスルーム

●洋室（2名1室）
※全室禁煙となl

蔭玩藷議表芸

☆クラブラウンジ（グランドイングランド）利用可能
☆朝食を零胎ルームサービス（和洋食セットメニュー）に変更可能

adam上の地域名一札幌

匹】巨ヨ田こ団

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTH：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

※露天風呂は女性用のみとなり

回飽匝垂司

adam上の地域名：札幌

●洋室（1～3名1室）
洋室ファミリールーム
（4－5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

★地下鉄中島公園駅か
ら徒歩約3分

adam上の地域名札幌

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（通常日：00）

★新千歳空港から章で約60分

★JR札幌駅から幸で約40分
※」R札幌駅から無料送迎有

（詳細は直接ホテルへ）

qr朝食を昼食に変更可能
八、・フェアリーフォンテーヌ

（プール・温泉施設）入場券付き

団因匝
adam上の地域名：札幌

●洋室（2～3名1室）

adam上の地域名：札幌

●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

★地下鉄西1汀目駅から・r／料
徒歩約3分　　　　【†ごこす

忠朝食を昼食に変更可能
☆駐車場無料

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

仙仙山鹿豊艶妙羞掛i豊麗産地⊥三二」
∴ウェルカムドリンク付き

㌢ミネラルウオーター無料（1泊につき1本

adam上の地域名札幌

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●tN15：00／0UT12：00

★新千歳空港から電車
で約28分

★JR・地下鉄新札幌駅
≦三　から徒歩約2分

園団園匝頭
adam上の地域名‘札幌

●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

汚●型1旦9qイ
OUT12：00（通常11：00）

※2／6－2／9は通矧N／

OUTとなります。
★新千歳空港から華で約60分

★地下鉄豊水すすきの駅
から徒歩約1分

∵∴∴－＿■二　∴二二・°・‾　二　7．，．

員「女性のお客様にアメニティセットご用意

言●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

★地下鉄中島公国駅から
ます。男性用はございません。」⊥遠嘘嘘盛　痘歩約1分

団囲匝頭

÷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

＿　＿＿ト、二三‾、！－＿∴二・ト1二一、・

1－4一朝食を昼食に変更可能

エグゼクティブフロア

●洋室デラックスツインまたはデラックスダブル（2名1室）

☆朝食をルームサービスに変更可能

14
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ご利用ホテル欄こ記載のない隈。バス．卜．レ付き※基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。

水周辺）　　　adam上の地域名．札幌

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で
約60分

★地下鉄菊水駅から徒
歩的8分

園田園田
Ar朝食を昼食に変更可能

辺）　　adam上の地域名．札幌

●洋室（2名1室）

☆クラブラウンジ利用可能
☆フィットネスクラブ利用可能
☆レイトチェックアウト12：00

回国匝頭
札幌（札幌駅周辺

型璽亭宰挙等宰寧　プ，琴

エクスクルーシヴフロアBLANC

●洋室（2名1室）
※全室禁煙となります。

adam上の地域名札幌　札幌（札幌駅周辺）

●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（通常日：00）

★新千歳空選から電車で約36分

★JR札幌駅から徒歩的5分

園田固園匡転回

☆∨OD（ビデオ・オン・デマンド）利用可能

千鶴　　　　　　　　　adam上の地域名千歳

15

札幌駅周辺）　　adam上の地域名札幌

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTH：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

▼　　　　■　　　　　一　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　r

瀾食を昼食に変更可能（昼食利用時はセットメニュー）
qrレストラン夕食10％割引券付き

（一部除外メニューあり）

辺）　adam上の地域名札幌

ルームグレードアップラン　　麒

雷　エグゼクティブフロア

●洋室（1～2名1室）

☆朝食をルームサービスに変更可能
☆プール・サウナ利用券付き（1泊につき1回）
☆レイトチェックアウト12：00

●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室）

●1泊朝食付き

純藤野
から徒歩約2分

喜【2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上の地域名札幌　札幌（すすきの周辺）　adam上の地域名札幌

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★新千歳空勤lら電車で約36分

★」R札幌駅から徒歩約7分
※カルロビ／でリスノで休館日：

●洋室（1～3名1室）
和室（1～6名1室）

●1泊朝会付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常11：00）

★新千歳空港から車で

三％主：主是Jf貨粘臨盛遍薗★翌箪すきの駅から

匡扇▼‾　徒歩約5分田園周囲囲凶

；寸カルロビバリスパ入浴券付き
（休館日あり）

園薗匝垂頭

●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）

★新千歳空港から華で約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
テルへ）

た朝食を昼食に変更可能

筍湖　　　　　　　adam上の地域名支衝湖

デラックスルーム

●洋室（1～2名1室）
※宿泊除外日：11／25～12／14

●和洋室（2～5名1室）
●1泊朝夕会付き
●IN15：00／OUTlO：00

★新千歳空港から車で約40分

国毎宙固または田園

1．050円（憶L2′62椚（2歳～未就学児童）

●和洋室（2～4名1室）

☆ウェルカムスイーツ付き
☆アーリーチェックイン14：00、

レイトチェックアウト11：00

たすすきの温泉「湯香郷」を利用可能
※添い寝の小学生のお子様は入浴料1，365円

∴湯上がりワンドリンクチケット1枚付き

adam上の地域名千歳

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00／OUTll：00

★新千歳空港から華で
約30分

★JR苫小牧駅から徒歩
約4分

adam上の地域名．千歳

●洋室ダブル（1～2名1室）
※バスなレトイレ付き
※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

★新千歳空港から車で
約30分

★」R苫小牧駅から徒歩
約7分

回国田圃閻匝亘司
顧1，000円（3～11歳）

小樽　　　　　　　　　adam上の地域名小樽

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

OUT13：00（通常日：00）

★新千歳空港から車で約80分

廃翻蘭★JR小樽駅から徒歩約5分

匿腰眼誹垂団

、朝食を昼食に変更可能
㌻ミストサウナ付き浴場入浴券付き

∴
∴



ご利用ホテル※特に記載のない関りバス．卜．レ付き※基本グル＿プホテル以，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．小樽

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で
約80分

★JR小樽鳥即〕lら徒歩

約7分

㌻朝食を昼食（ランチバイキング）に変更可肯

小樽　　　　　　　　　adam上の地域名小樽

●洋室（2名1室）
※全室禁煙となります。
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT12：00

★新千歳空港から幸で
約80分

★」R小樽駅から徒歩
約13分

きウェルカムドリンク付き（オリジナルワイン1杯

≠：㌻お食事処にてワンドリンク付き（※15：00～21：00のみ

た仁木町自然農園の手作りマフィン付き

adam上の地域名一朝里川

●洋室スーペリアルーム
（2～4名1室）

●1泊朝会付き
●】N15：00／OUTll：00
★新千歳空港から車で
約110分

※宿泊除外日：11／4～
11／22、5／6－5／12

園田窃回田
定山渓

●洋室（2～3名1室）

ad∂m上の地域名小樽

●和室（2－3名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で
約70分

★JR小樽築港駅から車で
約4分

※宿泊除外日：1／11－4／14

回国団国因㊥

√ウェルカムサービス付き（お茶とお菓子
㌻浴衣・タオルりでスタオルを2枚ご用意

adam上の地域名雇山渓　定山渓　　　　　　　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）

★新千歳空港から車で
約80分

★JR札幌駅から車で
約50分

回国田国窃

㌢夕食時ワンドリンク付き

adam上の地域名．小橋

田園国

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14．00（通常15：00）／

OUT12：00

★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

☆朝会を昼食に変更可能
喜小樽寅寅館割引券付き

里川　　　　　　　adam上の地域名朝里jH

回回田因

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★新千歳空港から華で約70分

★」R小樽築港駅から幸で約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）

Arウェルカムドリンク付き

Ar朝食を昼食に変更可能（メニュー限定）

ン室内プール＆フィットネスジム利用券付

ad∂m＿上の地域名：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
●lN15：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で
約80分

★」R小樽駅から徒歩
的1分

国国園園田
1加わ円（3ここ11歳）

朝里川　　　　　　　　∂d∂m上の地域名・小椙

回国田園★恕怒轡か■ら壷
l　，■■山　－　＿1－

●メゾネットタイプ和洋室
（2－4名1室）
フラットタイプ和洋室
（2～4名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTll：00

★新千歳空港から華で約70分

皇ウェルカムサービス付き（抹茶と和菓子※18時まで）

喜寂群オリジナル温泉まんじゆう付き
（1グループにつき1つ）

a由m上の地域名雇山渓　定山渓

●洋室（2名1室）
和室（2－6名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN14：00／0UTlO：00

★新千歳空港から車で
約100分

★」R札幌駅から車で約
60分

1′050円（0～1歳）、

2．625円（2歳～未就学児童）

adam上の地域名●定山渓

●和室または和洋室
（2－6名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN14．00（通常15：00）／

OUT11．00（通常10：00）
1∧写　一★新千歳空港から車で

街興産望遠★詔fJ蒜、ら車で約6。分

表表

回国田園

㌻夕食時ワンドリンク付き

●和室（2～4名1室）
●1泊朝夕念付き
●lN15：00／OUTlO：00

★新千歳空港から車で約100分

★」R札幌駅から車で約60分

回回田田園

定山渓　　　　　　　adam上の地域名濯山渓　定山渓

●和洋室（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
●lN15：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で約100分
★」R札幌駅から章で約60分
※12歳以下のお客様はご

利用いただけません。

園回田回国囲田
．　■　L L L　■■、＿＿．■二　、、■∴　∴　こ、

昆；客室冷蔵庫内ドリンク付き
烏㌻ゲストサロンにてフリードリンク付き

勇浴衣を2枚ご用意

1．575円（！歳～未就学児睾）

adam上の地域名定山渓

町！軍utl臓事■　　国

、　●高∴こ．二二言海呂付き・⊥由

●和室（2～4名

☆サロンにて焼きたてのバンとコーヒー付き
☆レイトチェックアウト11：00

闘舐…詑12′100円（2歳～未就学児童）

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

OUTlO：00

★新千歳空港から車で
約100分

★」R札幌駅から車で
約60分

車重濫造二品

lル蜂蜜バイキング付き（ラウンジにて15■00－22：00

㌧〆モーニングコーヒー付き（ラウンジにて7■30～10：00

夕食グレードアッププラン

njヒ海喋罠だ
：　くヽ’・－r

磁一一・一

飽、帆立、雲丹を一度に楽しめ
る道産子焼きとオリジナル「サ
イロ鍋」をお楽しみください。

☆サロンにて焼きたてのバンとコーヒー付き
☆レイトチェックアウト11：00

軸2．100円（2歳～未就学児童）

定山渓 adam上の地域名．定山渓

●洋室（2名1室）
和洋室（3～4名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／0UTlO：00

★新千歳空港から車で
約100分

★JR札幌駅から車で約
60分

画包囲囲匡ヨ
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ご利用ホテル矧特に記載のない剛バス．ト．レ付き絹本グル＿プホテル以，搾ご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

adam上の地域名定山渓　定山渓　　　　　　　ad∂m上の地域名定山渓

●ぬくもり圧和室（2～4名1室）
※バスなレトイレ付き
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／0UTlO：30

★新千歳空港から幸で約100分

★」R札幌駅から車で約60分

画画園囲囲
～㌻貸切風呂または貸切岩盤浴を半顔で利用可能

2′100円（1歳～未就学児童）

●杉の館和室（2～4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で
約100分

★JR札幌駅から車で
約60分

回国国田
園2．100円（3歳～未就学児童）

adam上の地域名．ニセコ　＝セコ

●洋室（2名1室）
和室または和洋室
（3～5名1室）

泊朝夕食付き

閤軋；選蒸器
外債（イメージ）※」Rニセコ駅から無料送

国毎周囲園田語腎は直接

ad8m上の地域名ニセコ

●和室（2－4名1室）
●1泊朝夕食付き

無心！鎧孟宗詣品ノ蒜

ルームグレードアッププラン

㊤藤堂鹿如き善童

盟怨霊盟ノ盟で／ノ一　、、、、＼爪判れ、

勘∵査　★」側安紛ら車で約15分

壷庭二牒欒
′7

＿　▼トi■t

＝＝ニー一山範

囲園団園田

国主解離稟じ未就学這；
adam上の地域名ニセコ　＝セコ

感∵∴∵∵●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で約110分
★」Rニセコ駅から車で約10分

回国団園田

●和室（2～4名1室）

adam上の地域名ニセコ　ニセコ　　　　　　　　adam上の地域名ニセコ

●洋室（1～3名1室）
洋室コネクティング
ルーム（4～6名1室）

●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

OUT12：00（通常11：00）

★新千歳空港から車で約120分

★JRニセコ駅から車で約10分

四国団園田

adam上の地域名・ルスツ　ルスツ

●洋室（2～4名1室）
※全室禁煙となります
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00　巨　芦

★新千歳空港から車で約90分

★JR札幌駅から章で約90分
※JR札幌駅から無料送迎有

（詳細は直接ホテルへ）
※宿泊除外ヨ：10／14－10／18、

回国田園亡乱憲法；り22、4′6～
．ゝ　　　∴∴▲．、L L‾　　　　　　．

‾iL■　▲　．‾・・＿㌧’．‾

調合を昼食に変更可能（

回国臨園
回田

17

adam上の地域名：登別

●和室または和洋室（2－5名1室）

●1泊朝夕会付き
●lN14：30／OUTlO：00

★新千歳空港から幸で約60分
※新千歳空港、JR札幌

駅から無料送迎有（豆羊
細は直接ホテルへ）

ト山心血…∴二二二㌦ふ二九二ふ〟表し⊥k∴述LJ芸こぶよこ㌫二義⊥＼ここ㍊…血

てt【夕食時ワンドリンク付き（お酒またはソフトドリンク

adam上の地域名ルスツ

●洋室スイート（2－7名1室）
※全室禁煙となります。
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で約90分

★JR札幌駅から車で約90分
※JR札幌駅から無料送迎有

（詳細は直接ホテルへ）

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で
約110分

★」Rニセコ駅から車で約10分

A；朝食を昼食に変更可能（1，000円分）
丸rチェックイン前、チェックアウト後の温泉利用可能

hrヒルトンニセコビレッジの温泉利用可能

ニセコ　　　　　　　　adam上の地域名ニセコ

●洋室（2～3名1室）
和洋室（4－5名1室）

●1泊朝夕食付き
●tN15：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で約130分

★」Rニセコ駅から車で約10分

ニr高橋牧場の飲むヨーグルト1本付き

と湯めぐりパスポート付き
（1施設1回限り、チェックアウト白まで利用可能）

addm上の地域名ニセコ

●洋室（1～3名1室）
和洋室（4名1室）

※全室禁煙となります
●1泊朝食付き

r r∴＿　　　●lN14：00　0UTll：00

遠遜宣恕致喪記譜
※宿泊除外日：11／4～11／29

国毎園固園

嚢㌃岩盤浴利用券付き

ニセコ　　　　　　　　adam上の地域名ニセコ

「ヤ■「闘齢1「1●和洋室（2－4名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTH：00

★新千歳空港から車で
約110分

★」Rニセコ駅から車で
約15分

固画図回園田
▲㌻ウェルカムドリンク付き

1′050円（1歳～未就学児童）

jdam上の地域各その他道南　　r‾■l‾　‾

‥ニ澗●洋室または和室（2名1室）

和室（3～4名1室）
※バスなレトイレ付き
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／0UTlO：00

★新千歳空港から幸で約180分

★岩内バスターミナルから車で和5分

※重囲更生1i／6、回国周囲′’’逝右　虚姦諒蒜i

団団団園田

※岩内バスターミナルから無料　ト＋鳥取

4′1～4′25（予定）　因また．眉因＠

☆朝食後コーヒー付き（ロビーにてご用意）
予浴衣、タオル、バスタオルを2枚ご用意

adam上の地域名．登別

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕会付き
●lN14：00／OUTlO：00

★新千歳空港から車で約60分

★」R登別駅から車で約15分

囲圏園園田
」⊥∴薫盈
☆コーヒー1杯付き
でJ夕食時ワンドリンク付き

adam上の地域名：登別

●和室または和洋室
（1～5名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN13：00（通常14：00）／

OUTlO：00

★新千歳空麓から車で約60分

★」R登別駅から車で約15分

匪糎∃団圏囲

‡6階以上の客室をご用意

2．100円（3歳～未就学児童）



ご利用ホテル欄こ記載のない限。バス．ト．レ付き乳基本グル＿プホテル以夕搾ご利用の場合は、追力。代金が必要とな。ます。

adam上の地域名．登別

和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00／

OUTll：00（通常10：00）

★新千歳空港から車で約60分

★JR登別駅から車で約15分

露天風呂の一例

回回国画田
射りパ服カが義雄

ヰコーヒー券付き

蔓三．＿．「

海の幸を中心とした季節ごと
に変わるお料理をお召し上が
りください。

；プ還蒜蒜蒜蒜7謁㌃′ニ上空鱈等

固国団園田
■∴・∴　■．二二■．‾　・‾　‾　－　∴二　m　　二

・■‾‘■‾二■　　■＿．・‾∴‡、∴　　　r

鼻㌻ウェルカムドリンク付き（大人のみ）

オリジナル湯の華付き（大人のみ）

囲2′16（両（3硬ん未就学児童）

adam上の地域名．登別

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUTlO：00

★新千歳空港から車で約70分

★JR登別駅から車で約15分

露天風呂の＝戯

回国図匹田

☆ミネラルウオーター1本付き

軸3，150円（3歳～未就学児童）

adam上の地域名：登別

●露天風呂付和洋室（2－4名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUTll：00

★新千歳空清から車で約60分

★」R登別駅から華で約15分
※夕食対応時間：17：30～21：00

億終スタート19：30）

固回国国田
園3．150円（3歳一束就学児童）

adam上の地域名■洞爺湖

北海道ならではの食材と一皿ご≡
とに丹精を込めた味わいのハ一書
モニーをお楽しみください。！

ろ　てん　lr　　ろ　　つ　　　　きわくしっ

露天風呂付き客室

●和室（2～5名1妻）

adam上の地域名その他道南

●和室（2～4名1室）
※全室禁煙となります。
※バス・テレビなし

●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUTll：00

★新千歳空港から華で約80分

★登別駅から車で約5分
※宿泊除外白：12／31－1／3

二ングコーヒー付き

園3．150円（1轟～未就学児童）

鱒聖′
一一一一一一一一一

、〉“「●洋室（1～2名1室）

和室（3～5名1室）
※館無指定

●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUTlO：00　二二二川二幸

★新千歳空港から幸で約日0分

★JR洞爺駅から幸で約20分

率函雷劫農

1．050円（0～2歳）、

3歳以上添い寝不可

●和洋室（2－4名1室）

●和室（2－5名1室）

普刑 adam上の地域名：登別

●洋室または和室（2名1室）
和室（3～5名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／

碧潔等郡　OUTll：00（通常10：00）
呈ほ：≡芸忘≡芸…★新千歳空港から章で約60分

★JR登別駅から車で約15分

回国囲園田
駁識配転洞2．100円（2歳～未就学児童）

adam上の地域名登別

●洋室（1～2名1室）
和室（2～5名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN13：00（通常14：00）／

OUTll：00（通常10：00）

●新千歳空港から車で約60分

●JR登別駅から車で約15分

誌塵鮎
回国田園国包

新千歳空港より車で約甜鉄北海道屈指の温泉「∵叩…

地・登別温泉。全室、源泉掛け流しの展望風呂付

きで、ゆるやかな時間をお過ごしいただけます。

adam上の地域名洞爺湖

析

●スイート洋室（2名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUT12：00

儲竃表三笠雲欝諾謬宝㌘
一・ちメ ▼TJ爪立カリ駅7J▲つ写し不ツl⊃刀

よきhj※12歳以下のお客様は

「鴨■ ご利用いただけません。

蘭越韻鬱魔窟
ホテルからのおもてなし

′〆【2連泊以上】岩盤浴60分利用可能
誉客室冷蔵庫内ドリンク付き
予浴衣を2枚ご用憲

adam上の地域名洞爺湖

●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110分

★JR洞爺駅から車で約20分
※宿泊除外日：12／1～12／6

圃閏開聞艶品

ヒタオルを2枚ご用意

2′625円（3歳～未就学児童）

二‘一旦　－

●和洋室（2～5名1室）

●洋室（2名1室）
和洋室（3～4名1室）

※バスなレトイレ付き
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で
約110分

★JR洞爺駅から車で
約20分

国回田固回田
軸2′625円（3策～未就学児i）

素材を生かす和食の技術とフ
レンチの鮮やかな盛付に乃の
風のエキスをプラスしました。

（※客室は禁煙ルームのみの設定となります）

r

－
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ご利用ホテル※特に記載のない限。鳳ト．レ付き※鉢グル＿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。

※禁阻レー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

回回田薗烹］還踪箪鎧
扇▼▼▼※既済現に）※宿泊除外日：12／30－1／2

☆プール＆トレーニングルーム利用無料

adam上の地域名：函館

●洋室（1－2名1室）
●1泊朝食付き
●lN12：00（通常14：00〉／

OUT12：00（通常日：00）

★函館空港から幸で約20分
輪れ　★JR函館駅から車で約15分

国回田唾

て㌣ウェルカムドリンク付き
’ご女性のお客様にレディースセットご用意

adam上の地域名函蟹

園田匝頭

●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（通常日：00）

★函餞空港から車で約30分
★市電宝来町駅から徒歩
約1分

jir函飯山ロープウェイ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）

adam上の地域名．函館

事象

●洋室（2－3名1室）

●洋室（1～3名1室）
洋室タブル（2名1室）

●1泊朝食付き
●lN15：00／

OUT12：00（通常日：00）

★函鰻空港から車で約15分
★函館市電五稜郭公園前
駅から徒歩約1分

㌻女性のお客様に手作りプチ石鹸ご用意

函館　　　　　　　　　a由m上の地域各函館

●洋室（2－4名1室）

〆熱；㌫翳温5＝。。，／
OUT12．00（通常日：00）

★函館空港から車で約20分

★JR函館駅から徒歩約13分

Arミネラルウオーター1本付き

adam上の地域名：函館　宙館

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き

下甑頸料　ouT12ニ00（通常11：00）
畑照鷺幾★函飴空勤、ら車で約20分㌢∵∴∴むご誉睾∴※．　＿－］】▲　▲．」‖＿

★」R函館駅から徒歩約1分‘　　　　　一・一　1

顔麒
回国匝頭

∴ウエルカムドリンク付き
☆朝食を昼食または朝市の「海鮮丼」に変更可能

adam上の地域名潟の川

歯車園圏園田
既摺12．625円（2歳～未就学児童）

‘柑

adam上の地域名：函館

☆専用ラウンジ利用可能
☆遊覧ロープウェイ利用無料
☆24時間滞在可能（一部除外日程あり）

函萄 adam上の地域名函館　函館

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00（通常15：00）／

OUTll：00

★函館空港から車で約
20分

★」R函館駅から徒歩約
3分

☆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
●IN14：00／0UTll：00

★函館空港から車で約20分
★」R函館駅から徒歩約10分

予朝食を昼食（ランチバイキング）に変更可能
☆駐車場無料

回因匝頭

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00‡

★函館空勘、ら車で約25分　室

★」R函館駅から徒歩約7分

●洋室（1～3名1室）

adam上の地域名．函能

㌢朝会を函館朝市指定店の「海鮮丼」に変更可能

●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／

薗面薗薗★忘品羞監禁詣基
因　‾‾★JR函脚から徒翻10分

禦r叫仙γ‾～竜　●洋室（2名1室）
達し∴1

Å㌻女性のお客様にレディースセットご用意

〈三相k膳　昌

●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泊朝会付き
●lN15：00／0UTlO：00

★函館空港から車で約20分
★JR函館新から徒歩約3分

㌻朝食を昼食に変更可能（朝市提携店のみ）
で駐車場無料
：女性のお客様にスパ20％割引券ご用意

adam上の地域名周の川　渇の川　　　　　　　adam上の地域名溝の川

●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6分
★JR函館駅から車で約12分

LL■　叩：■‘【琴、r‾‾‾‾－＝石＝ぷ＝二・二⊥∴J

g　　外観（歪メ二ジ）†

園回田園田

rp；夕食時ワンドリンク付き（お酒または

ソフトドリンク）

☆女性のお客様に色浴衣貸し出し

●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
★」R函館駅から車で約20分

塵l埜髭無品

て′rウェルカムサービス付き（自家製ようかん、緑茶
きデ夕食時、料理長より旬の一品付き



ご利用ホテル※特に記載のない剛バス．卜．レ付き※射グル＿プホテル以，搾ご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

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

★函館空港から幸で約10分
★JR函館駅から車で約20分

国国団国因
ろ㌻しおさい事の入浴券付き

2′100円（3歳～未就学児童）

●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
★JR函館駅から車で約20分

困匝際隆Ⅰ晶

1．260円（1歳～未就学児童）

adam上の地域名渇の川

●1泊朝夕食付き
●】N14：00／OUTlO：00

★函饉空港から車で約10分
★JR函館駅から奉で約20分

回国団園因

悼海羊字の入浴券付き

函館近海で擦れた「蝦宍飽」と
北海道産の食材を中心とした
和食膳をご堪能いただけます。

●和室または和洋室（2～5名1室）

☆夕食時ワンドリンク付き（お酒または
ジュース）

●和室（街側）（2－4名1室）
●1泊朝夕食付き
●】N15：00／OUTll：00

★函館空港から牢で約10分
★」R函館駅から章で約20分

一　　　　t l▼　■

攣壷J．．：塵」
国回国園託は国薗

の川　　　　　　　adam上の地域名：湯の川

●和室（2－4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／0UTlO：00

★函館空港から車で約10分
★JR函館罰から車で約20分

●和室（街側）（2～4名1室）

の川　　　　　　　adam上の地域名甥の川

露天風呂付き客室（海側）

●和室（海側）（2～4名1室）

函館空港よ坤で削0分と好立地の湯の川温熱一歩足を

踏み入れた瞬間から、ドラマティックな料ヨ常と心地よい懐か

しさ、本当の寛ぎを感じていただける空間をご用意します。

毎夕●WODE則托00暗モダンフロア〉

麗毎団蟹
田

和洋室（2～4名1室）
●1泊朝夕食付き
●】N13：00（通常14：00）／

OUT12：00

★函館空港から李で約10分
★JR函館駅から車で約15分

ホテルからのおもてなし

で㌻【2連泊以上】ホテルオリジナル和菓子付き
－A㌻客室冷蔵庫内のビール、お茶、ミネラル

ウオーター付き

adam上の地域名旭日　旭川

1●洋室（1～4名1室）｝●1泊朝食付き

●lN13．00（通常14：00）／

OUT12：00（通常日：00）

★旭川空港から車で約40分

★」R旭川駅から徒歩約7分

㌻スカイスパ1回割引券付き
（通常600円→500円）

∵…烏藤藤渡感が面細ナふ鱒
☆浴衣を2枚ご用意（大人のみ）

iゝ七、等

≧

l

撃魂
●和室（2～5名1室）

「W「麗秘顧玩癌毎譲も
☆夕食時ワンドリンク付き（お酒または

ジュース）

渇の川　　　　　　　adam上の地域名甥の川

叩「●和室（2～4名1室）

●1泊朝夕会付き
●lN15：00／OUTH：00

★函飴空港から車で約5分

★JR函館駅から車で約20分

☆浴衣を2枚ご用意

adam上の地域名．その他道南

●和室（2～5名1室）
※バスなレトイレ付き

●1泊朝夕食付き
●lN12：00樋常13：00）／
OUTll：00

★函鑑空港から車で約90分

由由圭芯一業㌫品
扇▼▼‾（詳細は直接ホテルへ）※宿泊除外日：‖／‖～1m6

〈銀婚式をお迎えのお客様のみ〉ノ惑蓬露萱動
1㌧夕食を特別膳（銀婚膳）へ変更可能
〝入rオリジナル辛伏紗・ストラップ付き

adam上の地域名胤日　旭川　　　　　　　　　adam上の地域名：旭川

園田匝司

●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）

★旭川空港から章で約35分
★」R旭川駅から徒歩約2分

じ朝食を昼食に変更可能

●洋室（1～2名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00（通常15：00）／

OUT12：00（通常11：00）

★旭川空港から車で約35分

★」R旭川駅から徒歩約8分

でく∨OD（ビデオ・オン・デマンド）利用可能
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ご利用ホテル※矧こ音己我のない限り鳳ト．レ付き絹本グル＿プホテル以夕幡ご利周の場合は、追加代金が必要とな。ます。

adam上の地域名旭川　旭Jl

●洋室（1～3名1室）
和室（4－6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40分
★」R旭川駅から華で約5分

田園囲匝頭

☆朝食を昼食に変更可能
☆スパ入浴料割引券付き

（通常2，200円→500円）

adam上の地域名．層雲蚊

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

OUTlO：00

★旭川空港から車で約90分
★JR上川駅から章で約25分

1．57き円（3歳～未就学児童）

adam上の地域名．層雲峡

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

★旭川空清から華で約90分
★JR上川駅から車で約25分

adam上の地域名：畜長野

「「；温完匙室）／

●lN15：00／OUTll：00

★旭川空港から章で約50分
★JR富良野駅から車で約10分

惑団田園または国包匝垂司
adam上の地域名．富良野

●デラックスツイン洋室（ト2名1室）

ラグジュアリーツイン洋室（矧室）

●1泊朝夕食付き
●lN14：00（通常15：00）／

OUT12：00（通常日：00）

★旭川空港から章で約60分
★JR富良野駅から車で約10分
※12歳以下のお子様はご

利用いただけません。

☆客室冷蔵庫内ドリンク付き
訂夜食をご用意
∴稚内／トのドリンク無料（一部メニュー除く）
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adam上の地域名旭川

四季折々の地元食材を利用
し、腕によりをかけた料理
ご堪能ください。

adam上の地域名●層雲嬢

●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上川駅から車で約25分
※」R札幌駅から無料送迎有

（詳細は直接ホテルへ）

国回詣園田
軸2．625円（3歳～美就学児童）

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

★旭川空港から奉で約60分
★JR富良野駅から車で約7分
※宿泊除外日：10／20～

12／13、3／23以降

＿■■■　．．．＿－＿　＿．　．∵▼‾u　　‾＝

●和風モダン洋室（2名1室）、和洋室（3～4名1室）

☆夕食時、食前酒付き
☆ミネラルウォーター1本付き

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

★旭川空港から車で約65分
★」R富良野駅から車で約10分
※宿泊除外臼：11／13、
11／14

田園団因匝亘頭

adam上の地域名その他道央

●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

★旭川空港から華で約40分
★」R旭川駅から車で約60分

国または岡田
園叩50円（0歳～未就学児童）

adam上の地域名：層雲駿

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕会付き
●lN15：00／OUTll：00

★旭川空港から車で約90分
★」R上川駅から車で約25分

※」R札幌駅から無料送迎有

（詳矧は直接ホテルへ）

極圏田園田
園2．年25円（3歳～未就学児i）

●和室（2～3名1室）、和洋室（2～4名1室）
※12歳以下のお客様はご利用いただけません

☆ウェルカムドリンク付き
☆抹茶とお菓子、ミネラルウオーター1本付き

adam上の地域名’富貞野

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

★旭川空清から串で約90分
★」R富良野駅から華で約10分

外観（イメージ）

四囲国靴は園田
駁弧E謂2．190鞘4歳～未就学児童）

富良野　　　　　　　adam上の地域名．富良野

●洋室ダブル（2名1室）
洋室ツイン（2名1室）

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★旭川空港から車で約50分
★」R富良野駅から徒歩約

1分

闘謂既湖！，∞0円（3歳～未就学児童）

旭岳　　　　　　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泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★旭川空港から幸で約40分
★」R旭川駅から車で約60分

国面容圏国または園田
軸1．050円（0歳～未就学児童）



ご利用ホテル※特に輔のない限りバス．卜．レ付き※基本グル＿プホテル以，掩ご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

adam上の地域名その他道央

●洋室または和洋室（2～
3名1室）※バスなし・
シャワーブースのみ

●1泊朝夕食付き※夕食の時間を
唱もぺ　事前にホテルへご予約ください。

岳云蔽：獣震憲態
囲固　　ま諾毘罪昌譜警手禁

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）

随魂…且逗12′000円（3歳～未就学児童ラ

adam上の地域名．白金温泉

・ノーで

●和室（2－5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN12：00（通常15：00）／

OUT12．00（通常10：00）

★旭川空港から車で約40分
ロにj　　★JR美瑛駅から車で約25分

■　■

白金　　　　　　　adam上の地域名白金温泉

●露天風呂付き和室（2～3名1室）

※全室禁煙となります。
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTH：00

★旭川空港から幸で約50分

蒜済ま還重器器
囲因　　は直接ホテルへ）

＝仁や・婁；－∴血．・＿■1・－　∴

☆客室冷蔵庫内ソフトドリンク付き
（お一人様2本まで）

ddam上の地域各トマム　トマム

団園田

●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／OUT‖：00

★新千歳空港から串で約85分

★JRトマム駅から車で約5分
※JRトマム駅から無料送迎有

儲矧ま直接ホテルへ）
※宿泊除外日：11／4－1

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

㍗麗訂町Wm「●洋室または和室（2名1室）

adam上の地域各白金温泉　白

●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／

OUTll：00（通常10：00）

★旭川空港から車で約40分
★JR美瑛駅から車で約25分

回田田園園田
随既脳】2′1伽円（3歳～未就学児童）

天人鰊　　　　　　　adam上の地域名天人峡

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

★旭川空港から車で約45分

国毎田園園田

士夕食時ワンドリンク付き
でもyモーニングコーヒー付き

ad抑1上の地域名：トマム　サホロ

団園田

●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

★新千歳空題から車で約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

（詳矧は直接ホテルへ）
※宿泊除外日：10／1－

12／19、4／1以降

よこ朝食を昼食に変更可能（1，050円分）
カr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

●ダブル洋室（1－2名1室）
洋室（2名1室）

※バスなし・シャワーブースのみ

※全室禁煙となります。
●1泊朝食付き
●lN15：00／0UTll：00

★帯広空港から車で約35分
★JR帯広駅北口から
徒歩約5分

帯広空港より車で約40分。十勝川一帯の風景を

●慌詣㌍）　堪能できる十馴狼世界でも希少といわれる
●lN15：00／OUTlO：00　モール温泉が、心と体をやさしく包み込みます0
★帯広空港から車で約40分
★JR帯広駅から車で約20分

画回国囲または園田
軸1脚剛憶）、2′62椚（2歳～械学兄劉

adam上の地域名：その他道央

●洋室（2－4名1室）
●1泊朝食付き
●tN13．00（通常14：00）／

0UT12■00（通常日：00）

★帯広空港から車で約80分

★JR新得駅から車で約15分

adam上の地域名，白金温泉

●和室（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40分
★」R美瑛駅から車で約30分

妙率雷電嘉
Ar夕食時ワンドリンク付き

（お酒またはソフトドリンク）

1カ50円（3歳～未就学児童）

adam上の地域名：夕張

●洋室（2～4名1室）
※禁煙ルームのみの設定

となります。
※3～4名1室はエキストラベッ

≡三㌢チチこて　ド＋ソファーベッドとなります。
堅泰摩損聖二型…●1泊朝夕食付き

※宿泊除如′4二11威竪琴′…軋課題㌫詣去浣㌶
4／6－4／25 扇面：遊芸濫…

因　　　　は入湯柳50円
∧ご朝食を昼食に変更可能

㌢サホロイオンス／町リブレ」を利用可能

広　　　　　　　　　ddam上の地域名帯広

叫ノ叫‾‾〟　「；票詰宗吾1室）

・●乱工－、彗呈fPL0．

★帯広空港からバスで
約35分

★JR帯広駅から車で約5分

園包囲団因巨頭

盈朝食を昼食に変更可能（メニュー限定）

●諾天風呂付き客室（デラックス）

洋郵2～3名1郵

※全室禁煙となります。
●1泊朝夕食付き
●lN12：00（通常15：00）／

OUT12：00（通常11：00）

★帯広空港から車で約40分

★JR帯広駅から車で約20分

画画題国琶母

夕張オリジナルエコバック付き（1

∂dam上の地域名二十勝川

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

★帯広空港から華で約40分
★JR帯広駅から車で約20分

国国団園託は園田

㌻夕食時ワンドリンク付き

（ビール、焼酎またはお酒）

1，050円（3歳～未就学児

●洋室（2～3名1室）

ホテルからのおもてなし（共通）　　　※全室禁煙となります。

た【2連泊以上】豚丼またはスイーツめぐり券付き

園1′05椚（1軌乙625円閥～未就学児i）
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ご利用ホテル※特に記載のない隈。バス．ト．レ付き※基本グル＿プホテル以，掩ご利用の場合は、追力帽が必要となります。

adam上の地域名十勝Jll

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

★帯広空港から章で約40分
★JR帯広駅から華で約20分

回国宙園田
甑E選12．1鵬円（1歳～衰就学児童）

adam上の地域名：釧路

●洋室（1～2名1室）
※バスなレシャワーブー

スのみ
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★釧路空港から車で約40分
★」R釧路駅から徒歩約9分

皇塁三二葛TIEコ
駈澱i田沼翌日′000円（3～11歳）

阿幕湖　　　　　　　adam上の地域名周寒湖

23

l　　　　∴；

蒜芦慧弾
仁一撃てモ妄言望

●和室（2～4名1室）

adam上の地域名’釧路

嘘：■「†二

団囲匝垂亘∃

川　　　　　　　adam上の地域名十儲川

●洋室または和室（2名1室）
和室（3～4名1室）

※全室禁煙となります。
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTll：00

★帯広空港から車で約40分
★」R帯広駅から車で約20分

回国団団園田

…姜謂芸！完ぎルを2枚ご用意
由1．0肌卜胤4劇円朋卜細字児暮）

adam上の地域名一釧路

；慧態冤三三：。。誓竿慧；慧護憲≡三，
：ミ葦認≒法器－　　…

●和室または
和洋室（1～5名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★釧路空港から幸で約60分

★女満別空港から章で約75分

lJウエ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）

ル→ムグレードアッププラン

揖由癖義盛壷

●和室囲炉裏部屋（1～2名1室）
※寝具はベッドとなります。

OUTll：00（通常10：00）

★釧路空港から章で約
40分

★」R釧路駅から徒歩約1分

国園田回

たウェルカムドリンク付き

湖　　　　　　　adam上の地域名・然別湖

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

0UTlO：00

★帯広空港から車で約80分
★」R新得駅から章で約50分
※」R新得駅から無料送迎有

（詳細は直接ホテルへ）

回国田園または園田匝垂回
顧1，000円（6歳の小学生ん1鳩）

ad8m上の地域名■釧路

園田匝

●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

二二■1号‾＿て‾こて11、≒　■‘、

47朝食を昼食に変更可能

∂由m上の地域名阿寒湖　阿

●和室（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

㊥車蟹Ⅰ墜晶

て㌃ウェルカムドリンク付き

adam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

★釧路空港から章で約60分
★女満別空港から車で約75分

回国田園国母

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

2′625円（1歳～未就学児

adam上の地域名阿寒湖　同書湖　　　　　　　adam上の地域名園寒湖

●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

竪　鶴雅リゾートスパ鶴雅

邑悪兎言説詰讐㌘

●鶴雅館または飛翔館
和室（2－4名1室）

●1泊朝夕食付き
●】N15：00／OUTlO：00

★釧路空港から章で約60分
★女満別空港から幸で約75分

国包園国囲
国司剥刻■■■■■■ヒ±預廟崇
匹巫匠匿ⅠⅦ湘軌醐2歳～未就学児針匹ヨ濫忠等25円（2～5歳）

●和室または和洋室（2～4名1室）

1．050円（1～5歳）

6歳添い寝不可

盗ム主よi£裟iプラン　　短、‾∴∴鶴雅別館

笥岳・・＿こ＿∴
●和室または和洋室（2～4名1室）
●lN14：00／OUTll：00

☆ウェルカムドリンク（抹茶）付き
☆ウェルカムフーズ（和菓子）付き

つ　る　がべつかん　　ろ　てん　ぶ　る　　つ　　　蟹やくしっ

鶴雅別鰻露天風呂付き客室

●和室（2～5名1室）
●lN14：00／OUTll：00

☆ウェルカムドリンク（抹茶）付き
☆ウェルカムフーズ（和菓子）付き

恍湖＿1．050円（1～5歳）6歳添い寝不可画叩50円（ト5歳）6歳添い寝不可


