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＊慧慧慧禦慧慧。 �礫藍慧潜 
（B・回・囲コースが対象）ロ藁箪蛮箪逆■称 下記設定日当日に金沢でフリータイムをお過ごしのお客様は 追加代金にて「金沢お茶屋体験」をご利用いただけます。 ※定員に限りがございます。 ※未就学児童（6歳以下）はご利用できません。 　お座敷太輩、 ☆皇‾‘£・Vへ 月19日☆ 26日☆ 2日☆ 1116日☆ 月23日倉、交流 30［〕☆ 127日☆弓 月14日☆ 1［＝＋☆ 

【臼秋の能登半島をめくる金沢＆和顧問 

秋のベストシーズンに能登へ！ 
10月・11月期間限定の能登半島を楽しむ新規コース！ 

定番の観光地はもちろん、新たな能登の魅力スポットにもご案内！ 

【ロ山中温泉＆福井・あわら温泉3日間 
毎週金一日曜日と特定日の出発！ 

山中温泉街散策＆永平寺・兼尋坊を楽しむ 
新規コース！ 

ロ和倉温泉＆金沢3日間・旺】輪島＆金沢3日間 �許諾ト」j　■・芸塑丁・‾i7山 22日食　掛ぎ蔓■ 僅……三．9・．賢．＿，＿＿－㌻＿－＿ノ声調菓≡秦・崇、、む 

北陸周遊の定番コース！ 
2013年10月1日～2014年5月6日の毎日出発！ 

初日と最終日はフリータイムなのでお好きな場所でじっくり楽しめます。 

l細目陀踊酬漕蓋■※行程表記載の直窒司については、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。※赤字 

の場所が下垂観光場所、☆印が付いている施設は有料入場施設（お客様負担）となります。緑字の箇所のバス代・タクシー代・観光施設入場料等は旅行代金に含まれております。 

※バスは自由席（禁煙）ですが、予約状況により乗務員の判断で座席を指定させていただく場合がございます。※バスにご乗車の際は、バス乗務員に旅程表をご提示ください。 

※バスにご乗車の際は、必ず出発時間の5分前までにご集合ください。（集合場所は、情報ブック／行程案内書の「北陸周遊バス紀行のご案内」でご確認ください）。※行程中のバ 

ススケジュールは、交通事情、天候、施設の臨時休業などにより変更となる場合がございます。※添乗員は同行いたしません。バスガイドが同行、ご案内いたします。※観光施 

設の閉館時間・休館日は変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。原則として途中乗車はできません。行程内の一部区間の利用はできません。また、途中下 

車をされる場合も払戻はございません。※他社のツアーのお客様と混棄となりますのであらかじめご了承ください。※バスの運行スケジュールは2013年7月現在のスケ 
ジュールに基づいたものとなり、フライトスケジュールの変更に伴い行程を変更する場合がございますのでご了承ください。※ご宿泊ホテルについて、〟または〟で表示されて 

いるルームタイプはお選びいただけません。また、旅程によっては、アーリーチェックイン・レイトチェックアウトおよび「ホテルからのおもてなし」がご利用いただけない場合がご 

ざいます。　　　　　　　　　　　　　　　卓「北陸周遊バス紀行」定期観光バス運営管理者：北陸鉄道（株）専「能登空港ふるさとタクシー」運営管理者：（株）中島タクシー 



ご利用ホテル欄こ記載のない別冊ト．レ付き※基本ホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

adam上の地域名能登半島

回国田因

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
※食事場所は部屋または個室食事処

●lN14：00（通常15：00）／

OUTll：00（通常10：00）

★能登空港から車で約40分

和倉温泉
adam上の地域名能登半島　和

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

★能登空港から車で約50分
★小松空港から車で約120分
★」R和倉温泉駅から車で約5分
※JR和倉温泉駅から送迎あり

（ホテルへ前日までに要予約）
※漂警莞票黒岩㍊画面蘭画田
‾ご叩‘㌻■㌻二TTTTTTr∵二二‾TTr二‾ニ…て二dT‘’T→Wi r叩叩叩Tm

轟音誉圭㍉圭

嘉海側のお部屋をご用意 ☆モーニングコーヒー付き

山中温泉
adam上の地域名．加賀温泉

m「○和室（2～7名1室）

㊥1泊朝夕食付き
㊥lN14：00／OUTll：00

☆小松空港から車で約45分
☆」R加賀温泉駅から車
で約30分

≠㌢記念日のおもてなしあり
喜その他おもてなしあり

adam上の地域名加賀温泉

簑・キノミ檜和室（2～4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUTll：00

★小松空港から車で約40分
★JR加賀温泉駅から車
で約25分

詰記念日のおもてなしあり

adam上の地域名儲監半島　和

†　　　　　”●和室（2～5名1室）

回国国団
▲、‾、‾　■、‾‥‘‾l二、‾▲　■‾、▲‾l

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★能登空港からパスで約50分

★小松空雇から車で約120分

★和倉温泉駅から車で約7分
※JR和倉温泉駅から送迎あり

（ホテルへ前日までに要予約）

Ar貸切風呂1，575円でこ利開。仕甘祝巳およ澗前駅除く。遷常3．150円）

2．100円（2歳）

adam上の地域名優澄半島

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

★能登空港から車で約50分
★」R和倉温泉駅から車
で約10分

※JR和倉温泉駅から送迎あり
摂　（ホテルへ前日まで要

回田領国ここ＿三悪※宿泊除外巳：12／31～1／2

たコーヒー券付き
合お一人様に浴衣2枚ご準備します

福井市内・あわら温泉
adam上の地域名福井市内

「己たヨち主退室l」たJL▲J　．，、．一　正囲う

竺㌻その他おもてなしあり

輪島市内・わじま温泉郷
adam上の地域名能登半島

★道の駅輪島ふらっと訪
夢から徒歩約3分

回田

☆朝食（軽食）バン・コーヒー・ジュースを
セルフサービスにて提供

l薩酢盃詰呈11′000円（2歳）

adam上の地域名．金沢市内

三二二二－‾⊥一棚

㊧晶

●洋室（2－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00／

OUT12：00（通常日：00）

★小松空港から武蔵ケ辻
（ホテル前）までリムジン
バスで約45分

★JR金沢駅から徒歩約8分

ェルカムドリンク付き（15：00～）

食は近江町市場「じもの亭」も選べます
（定休日水曜祝日／900から営業）

adam上の地域名■能登半島

●和室（2－5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：30（通常15：00）／

OUTlO：00

★能登空港から華で約25分
★小松空湾から車で約160分
※道の駅輪島ふらっと訪夢

から送迎あり（到着時、
要連絡15：00以降）

金沢市内
adam上の地域名一金沢市内

、ゝ1●洋室（2～3名1室）
ヾ　●1泊朝食付き
：i●lN13：00／OUTll：00

：　★小松空港から金沢駅
までリムジンバスで約
40分

定や∴★」R金沢駅から徒歩約1分

☆朝食を昼食に変更可能

●洋室（東館）（2～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★小松空港から福井駅
までバスで約60分

★JR福井駅から徒歩約10分

L室数仙温　　　　室違盃≡透蜃蓋顔藍二
㌻朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名：能登半島

「酬”ヤす　　　　　●和室（2～5名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★能登空港から章で約25分
★小松空港から章で約160分
★のと鉄道穴水駅からバスで

約60分
※道の駅輪島ふらつと訪夢

車重雷鳥

adam上の地域名．その他福井県

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
●】N15：00／

OUTll：00（通常10：00）

★小松空港から車で約40分
★」R芦原温泉駅から車で
約10分

※」R芦原温泉駅から送迎あり

（15：00－17：00の聞・

要事前予約）

圃閂際無品
断頭好既報羞13，150円（1～2歳）

adam上の地域名．能登半島

●和室（2－5名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は薗炉賓料亭または守屋会をお

選びし耽だけます。（出発前予約制）

●tN14：00／OUTll：00

★能登空港から車で約25分

園国東霊夢蒜買萱等重宝等
詣謂㍊匙評扇■‾■迎あり（要ホテル事前予約）

☆朝市みやげ処粗品引換券付き

adam上の地域名金沢市内

●洋室（2－3名1室）
●1泊朝食付き
●IN13：00／OUT12：00

★小松空港から金沢駅まで
リムジンバスで約40分

★JR金沢駅から徒歩約1分

☆ご出発が早いお客様は小松空港カリヨ
ンにて朝食可（7：00～10：00）

☆朝食を昼食に変更可能

☆ウエルカムドリンク付き（あんみつ付き）
二ングコーヒー付き

adam上の地域名：金沢市内

●洋室（2～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★小松空港から武蔵ケ
辻までリムジンバスで
約45分。そこから車
で約5分

★JR金沢駅から車で約10分

画函圏国
■ゝ　－ンモ　　　　　‾∴日．　　こ‾‾

☆あぶらとり紙付き
喜ウェルカムドリンク付き
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芸当

新コース！

★2名様より催行保証！

★初日は小松空港⇒金沢市内への空港連絡バスチケット付き。

★能登空港10周年記念「ぶらりのつぴ一号」で能登めやり！

★3日目はフリープランまたは「のとフライト号」のご利用で

奥能登観光をお選びいただけます。

日本航空頸孟議去重義

ツインブリッジ能萱

能登島大橋

千里浜なぎさ
ドライブウェイ

、朗、

●出発空港：福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島空港　●設定期間：2013年10月4日～2013年11月29日の金・土・日出発

●食事条件：2泊2朝食1夕食付き　●最少催行人員：2名

能萱食祭市場
一本杉通り商店街

－ぶらりのつぴ一号

珊堵腔才か紆登

日程 �行程 ��食事 

1 �直垂画す小松空港＝轟く空港連絡バス〉＝金沢駅＝（徒歩または各自負担）＝ホテル（金沢市内） �� 
◆到着後フリータイム　追加代金にて、金沢芸妓のお座敷芸など「金沢お茶屋体験」をお楽しみいただけます。（P．15参照） 

2 �ホテル＝（徒歩または各自移動）＝金沢駅東口（9：00発）＝吊〈ぶらりのつぴ一号〉＝千里浜なぎさドライブウェイ（車窓）※1＝ ��画 
気多大社参拝（約40分）＝能登食祭市場（各自昼食・約70分）＝一本杉通り商店街（約45分）＝　＿髄提寸州路　のと鉄道中島駅・郵便列車見学（約30分） 

＋甘くのと鉄道乗車〉風光明媚な車窓をお楽しみください＋廿穴水駅下車＝日本航空学園（約25分）＝（能登空港経由）＝ツインブリッジ能登（車窓）＝ ��回 

能登島大橋（車窓）＝和倉温泉バスターミナル（17‥00着）＝（徒歩またはホテル送迎）＝ホテル（和倉温泉） 

仁志血呈ホテル＝（ホテル送迎または各自負担）＝和倉温泉バスターミナル（8：25莞）＝招くのとフライト朝＝ 盛幽霊完警…慧≡慧謀議還慧芸謡慧≡票慧芸0箭童画 �画 Jr �3 

■－ホテル＝（ホテル送迎または各自負担）＝JR和倉温泉駅＝（各自負担・」R特急利用で約90分・大人3，040円）＝ l艶麗童舅JR小松駅＝（各自負担・空港連結バス網で約12分・大人260円）＝小松空港中国 

－※終日フリータイムとなりますので、オプショナルフランにて和倉温泉から金沢駅行きの特急パスもご利用いただけます。（R45参照） 

※バス共通のご注意はP．15をご覧ください。※1「千里浜なぎさドライブウェイ」は荒天時や波の高い日は通行不可となる場合がございます。

匡童画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。

匪訂司・巨匡団・オプショナルフランにて金沢市内をめぐる観光バス・観光タクシーなどの利用が可能です。詳しくはオプショナルフラン（有料）ページをご覧ください。

終日フリータイム

金沢散策をお楽しみくだ紬。

初日は金沢の
町並みを自由に散策！
兼六園に妙立寺（忍者寺）、金沢城に
茶屋街…と見所もりだくさんl近江
町市場や伝統工芸品のショッピン
グ、食べ歩きもお楽しみください。

のとフライト胃利用者

能登の文化にたっぷり触れる闇

輪島朝市やキリコ会館、世界農業遺産のシン
ボル「千枚BJなどをめぐります。

17

能登の見所もりだくさん！
ノスタルジックな「郵便列車」や歴史的文化財が点在しているレトロモダンな一本杉通り商

店街、飛行機を間近で見て、触れることができる「日本航空学園」のほわ＼能登中島駅～穴

水駅間はのと鉄道にも乗車し、風光明媚な能登の風景をお楽しみいただきます。

・転＿岳＿瞳
■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）く福岡発／基本ホテル利用〉
※福岡発着以外の設定もございます。フライト情報ページをご確認ください。単位：円

、＼　鵬 1脚J扁、、＼＼ �A �8 �C �D �E �F 

4－5名1圭 �55．300 �58．300 �61．300 �65，300 �80．800 �88，300 

3名1基 �55．800 �58．800 �61．800 �65．800 �81．300 �88，… 

2名1皇 �57．300 �60，800 �63．300 �67．300 �82，800 �90．300 

小人 �47．800 �51．300 �53．300 �56．800∃70，300 ��70，300 

■基本代金（お一人様）〈福岡発／基本ホテル利用〉
※福岡発着以外の設定もございます。フライト情報ページをご確認ください。

＼＼出発日 1榊通「＼＼ �A �8 �CID ��E �F �G �H 

4－5名1圭 �48．300 �51．800 �53．300】55．300 ��57，300 �63．800 �77．800 �94．300 

3名1圭 �48．800 �52，300 �53，800】55．800 ��j57．800 �64．300 �78．380 �94，880 

三毛1圭 �50．800 �54．300 �55．300 �257．800 �59．300 �66．300 �80．380 �鮎．800 

小人 �40，800 �43．800 �45．300‾「47．300 ��4吼300 �55．300 �63，800 �63．800 

※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。※ご宿泊ホテルにより追加代金が必要となります。※福岡発着小松線
は直行便のみのご利用となります。◆最終日のとフライト号ご利用の場合　※福岡発着以外の方は往路のみフライト追加代金が必要となります。（復路の追加代金
は必要ありません。）◆最終日フリープランご利用の場合　※福岡発着以外の方は往復フライト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（羽田空港利用の場合のみ）③規定の宿泊費、食事代　④小松空港⇒金沢市内への空港連絡バス代
①行程記載の定期観光バスおよび緑字の入場料・のと鉄道乗車運賃　※④～①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。



★2名様より催行保証！初日と最終日はフリータイム！

★「のとフライト号」か「ちりはま号」が選べます。

★初日の能登空港⇒ホ剖♭凋終日の金沢駅⇒小松空港のアクセス付き！
（旅行代金に含まれております）

●出発空港：福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島空港　●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：2泊2朝食1夕食付き（ただし、「ちりはま号」利用時は昼食1回付き）●最少催行人員：2名

千里浜なぎさ
ドライブウェイ

金沢駅　　血のとフライト等
－ちりはま号

日程 �行程 ��食事 

1 �直垂画卜能登空港＝曳く聴空鮎る憲とタグシⅦ〉＝ホテル（和倉温泉）◆到着後フリータイム ��且 

ホテル＝（ホテル送迎または各自負担）＝和倉温泉バスターミナル＝ ��画 囲 
／F �2 � � 

EB悪霊芸言語芸等雷‡讐霊芝認諾警慧慧蒜慧…慧言霊莞農芸品， �※2 
3 �◆出発までフリータイムホテル＝（徒歩または各自負担）＝金沢駅＝招く空港連絡バス〉＝小松空港卜直垂画 ��画 

※バス共通のご注意はP．15をご覧ください。匡窒軌こ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。

※1輪島朝市が休みの場合（毎月第2・第4水曜日・り1～り3予定）は、輪島市内散策を予定しております。※2「ちりはま号」ご利用の方は昼食が旅行代金に含まれております。「のとフライト
号」ご利用の方は昼食が含まれておりませんので現地にてお支払いください。※3「巌門」では遊覧船（11月下旬～3月末までは運休予定）も楽しめます。（別途料金大人1，000円、小人500円）
※4「千里浜なぎさドライブウェイ」は荒天時や波の高い日は通行不可となる場合がございます。

匪或司：オプショナルプランにて金沢市内をめぐる観光バス・観光タクシーなどのご利用が可能です。詳しくはオプショナルプラン（有料）のページをご覧ください。

1∴∴●●‥蒜遥

3能登文化滴れる1日盤古
臥．′一

t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）

終日フリータイム

金沢散策をお楽しみください。
2∃目の夕方～
3日目は金沢の
町並みを
自由に散策！

兼六園に忍者寺、金
沢城に茶屋街・・・と
見所もりだくさん1
近江町市場や伝統
工芸品のショッピン
グ、食べ歩きもお楽
しみください。

■基本代金（お一人様）〈福岡発／「ちりはま胃」利用・基本ホテル利用〉
※福岡発着以外の設定もございます。フライト情報ページをご確認ください。

※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。※ご宿泊ホテルにより追加代金が必要

となります。※福岡発着の復路は直行便の

みのご利用となります。※福岡発着以外の

方は復路のみフライト追加代金が必要となり
ます。（往路の追加代金は必要ありません）

単位：円

◆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（羽田空港利用の場合のみ）③規定の宿泊象、食事代　④行程表記載の「ちりはま号」および繹字の入場料
①行程表記載の能登空港ふるさとタクシー代　⑥金沢駅⇒小松空港連絡バス代　※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。

［∃回，コース共通ホテル追加代金（お一人機／1泊につき）

■和倉温泉ホテル追加代金

非服諾弐欝相同≡l姐■前場郡部Il鱗珊

単位：円　　■金沢市内ホテル追加代金

宿泊日 ��10／1、10／31 11／1－11／30 12／1－12／26、1／3－3／31 ��4／1－5／2、5／6 ��12／27－ 1／2 5／3～5／5 

日一会 �土、柑／13、1り3 1飽、M2、3／21 �白一会 �土 

ホテル海望 （白鵜殿） �大人 �4．000 �7．000 �2．500 �6．000 �6．000 

小人 �2．000 �3．500 �2．000 �4．000 �3，500 

和倉温泉多田屋 �大人 �4．000 �3，500 �4．000 �3．000 �8，000 
小人 �2，500 �2．500 �3．500 �2．500 �5．000 

加賀屋 （能登客殿） �大人 �19，000 �20．000 �20．000 �20，000 �14，500 

小人 �8．000 �9，500 �9．500 �9．500 �5，000 

宿泊白 ��10／2～10／31 11／1～‖／30、3／ト3／31 4／1－5／2、5／6、5／7 ��12／1～12／29 1／3、2／28 ��12／30～ 1／2 5／3～5／5 

日～金 �土、10／13 11／3、3／21 �B～金 �土、12／22 1／12 

ホテル金沢 �ト大人・小人 】同額 �2．000 �3．500 �1．500 �2．500 �2．500 

金沢白鳥路ホテル ��1．500 �3，500 �1，000 �2．500 �7．000 

ANAクラウン プラザホテル金沢 ��3．500 �6，500 �2．500 �3．500 �10．500 

※各ホテルのご案内はP．16をご覧ください。

憧
取
の
濃
屠

嘩
郡
糸
鍼
糸
銅
議
詑
汚

率
部
観
光
周
遊

北
陸
髄
麗
癒
瀦
〓
〓
璧
訂
碧
雲
音
ま

窓
鼻
意
ゐ
貰
蔓

最
後
の
ペ
ー
ジ
◇



爵既墨

★初日は小松空港からホテルまで送迎付き！

「ゆげ街道街歩きチケット」で山中温泉散策を楽しんじゃおう！
（旅行代金に含まれております）

★2日目は福井県を代表する観光地棄尋坊と永平寺をめぐります。

★1泊員は山中温泉、2泊日ホテルも大浴場付きホテルまたは温泉宿が選べます。

★3日日にJR福井駅から小松空港へ向かわれる方でご希望の方には「空港連絡バスJ片道チケット付き！
（ご予約時にお申し出ください。あわら温泉宿泊者もご利用いただけます。旅行代金に含まれております）

丸岡城

永平寺

－憲司坊・永平寺めく、り号

●出発空港：福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島空港　●設定期間：2013年10月4日～2014年3月30日の金・土・日と3／20出発

●食事条件：2泊2朝食1夕食付き（ただし、2泊目は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P．16をご覧ください）●最少催行人員：2名　田

日程 �行程 �食事 

1 �匡重要〈小松空凱14＝30以前に到着する便〉ト小松空港＝（ホテル送迎畷砂）＝ホテル（山中温泉） �且 
㊥到着後フリータイム「ゆげ街道街歩きチケット」で山中温泉街散策をお楽しみください。 

2 �ホテル＝（ホテル送迎）＝」R加賀温泉駅（9：40莞）＝稲（棄尋掛永平寺めぐり胃〉＝乗尋坊（約40分）＝丸岡城（車窓）＝★永平寺参拝（各自昼食・約110分）＝（14：45着）JR福井駅．隼竿．ホテル（福井市内） �画 
■元脈糀　JR福井駅＝（各自負担・JR普通列車利用で約15分・大人320円）＝JR芦原温泉駅＝（ホテル送迎※1）＝ホテル（あわら温泉） 

3 �◆出発までフリータイム　0㌫節Ian恐竜博物館へのシャトルバスのオプショナルプラン（P．45）などもご利用いただけます。 �囲 
■詑玩醐臣　ホテル・年季・JR福井駅＝稲〈遮教授・却空港連結バス租緒自負掛＝小松空港十直垂司 

・適評附調措臣　ホテル＝（ホテル送迎※2）＝JR芦原温泉駅＝（各自負担・JR普通列車利用で約30分・大人570円）＝ 

JR小松駅＝（各自負担・空清連絡バス利用で約12分・大人260円）＝小松空港卜直垂画 

★印の有料観光施設の入場料はお客様負担となります。（2013年7月現在） ★永平寺拝観料：高校以上500円、小・中学生200円となります

※バス共通のご注意はP．15をご覧ください。匡璽軌こ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。
※1ホテルに直接、前日までにご予約ください。

山中温泉はそぞろ歩きが楽しい竪

「ゆげ街道街歩きチケット」て軋もう！

0菊の湯入浴1回（湯かご付き）○肉のいずみや「コロッ
ケ」1個◎だんごここや「みたらしだんご」Orつくしや」に

て季節のおすすめのお酒の試飲◎石川屋「娘娘饅頭とお

茶セット」◎山ぼうし「そばかりんとうとそぼ茶」○山海堂

「銘菓こおろぎ橋」◎地酒蔵　辻「加賀三銘酒飲み比べ」

◎お酒倶楽部くぼで「菊酒ソフトクリーム1個」◎小出仙
「山中はんぺん」1個　◎鶴仙渓川床（～10月31日まで）川

床ロール＆お抹茶付き

※定休日・営業時間については「行程案内情報」をご確認ください。

●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）
lヨ �月l �火 �水 �木 �盆 �土 �t∃ �月 �火 �水 �木 �金 �土 �El �月 �火 �水 �木 �劉土恒 ��月 �火 �水木 �盆 �土；8 �月 �火 �水 �木 �禽 �土 �tヨ �月 

10月 � � �1 �2 �3 �● 1⊂ �S E �● A �フ �● �9 �tO �11 t呈 �12 N �1：｝ F �14 �15 �16 �17 � �119　20 �21 �22 ��25 く＝ 三叉 H i7 l 24 く＝ �墓蓬 暮僅 �28 �29 �30 �うで � � � � 

■■≡ ■■■≡ ■三 � � � � � �1 �ユ L 7t E ■ t蚤 �温 さ A �ド �5 �8 �7 fi �8 D 13 （； 10 �■ q �10 【l 1‾5 人 ▼1う‾ F �11 �12 �13 �14 � �笠ig 薄倭 �18 2二3 i示 � �25⊆26 ���25 30 �26 il �27 �28 �29 D �一丁≡ － � � 

t A �2 �l， 【 �■ �5 �● 1⊂ 3 l ����10 �11 ���14‾ E 1fl K ��16 �17 �18 15 �罠 ����24 �������� �l � � 

1 �2 ���5 D �■ �ア �8 �9 ���� �14 ������21 �コl23 ���27 �28 �ユ9 �30 �31 

2月 � � �！ l � � � �1 亡 �2 A �3 �4 �5 �○ �7 1⊂ � �▲ �� � � � �！冒し貨 �17 �18 �19！20 �21 （＝ ㍊ �晋㍉昔 �24 �25 ‾面 �26 ‾盲す �27 ‾ラテ �20 1⊂ ‾う■‾ F � � �罰‾ 

3月 � � �� � � �1 F �2 ▲ �3 �● �5 �● �7 ■ �● ■ �封10 ��11 �12 �13 � �‡許で �17 �18 �19憂苦 ��乏jTね （呈　上‾ �‾‾豆i �����t■ �30 ニ 

●基本代金（お一人様）く福岡発／基本ホテル利用〉
※福岡発着以外の設定もございます。フライト情報ページをご確認ください。

※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。※ご宿泊ホテ

ルにより追加代金が必要となります。※福岡発着は

往復直行便のみのご利用となります。※福岡発着以

外の方は往復フライト追加代金が必要となります。

単位：円

，忘㌫計＼竺ヲ �A �8 �C �D �E �F　トG ��H �宴　t I �J �K �LIM ��N 

4－7名1皇 �45．800 �47，300 �50．800 �51．800 �53，800 �∃54．800 �57．300 �60．300 �66，800 �71．800 �74．800 �77，80項84．300 ��90，300 

3名1壬 �48．800 �48，300 �51．800 �52．800 �54．800 �55．800 �58，300 �61．300 �67，800 �72，800 �75，800 �78，800 80，800 �85．300 �91．300 

2名1玉 �49．300 �50．300 �53．800 �54．800 �57．300 �57，800 �60．300 �63，300 �69，800 �74，800 �77，800 ��87．800 �93．300 

小人 �42．300 �42．000 �47．300 �47．800 �48．800 �49，80：0 �51，800 �52．800 �61，300 �65，300 �6も．300 �68．800 �66．800 �66．800 

◆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（羽田空港利用の場合のみ）③規定の宿泊費、食事代　④「ゆげ街道街 
歩きチケット」代　⑤行程表記載の定期観光バス代　⑥」R福井駅＝〉小松空港連絡バス代（希望者のみ）※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。 

しホテル追加†憧（お一人儀／1泊につせ）　　　■『『雷帽冊門¶に芸≡岩諾ii」
雷山中温泉・あわら温泉ホテル追加代金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

宿泊日 ��10／4～10／28 ��11／1－11／30、12／1～12／29、1／4－3／31 ��12／30・－1／3 l 

臼～金　　　蓼　　　土、10／13 ��日～金　　　は、11／3、12／22、1／12、3／21 

吉祥やまなか �大人・小人同額 �3．000 

芦原温泉清風荘 （清風御苑） �大人 �12．000 �17．500 �15．500 �20，500 �24．000 

小人 �5，500 �9．000 �7．500 �11．500 �12．500 

19　※各ホテルのご案内はP・16をご覧ください0



日程 �行程 �食事 

1 �直垂画す・能登空港＝島くタクシー送迎〉＝ホテル（輪島市内またはわじま温泉郷）◆到着後フリータイム � 

2 �ホテル＝（ホテル送迎または各自負担）＝道の駅輪島ふらっと訪夢＝ �画 稲くわじま胃〉（9‥44発）＝輪島朝市※1・輪島漆器会館（約70分）＝繚持寺※2（約40分）＝届門※3（昼食・約65分）＝ 

千里浜なぎさドライブウェイ※4（車窓）＝（15：50着）金沢駅＝（徒歩または各自負担）＝ホテル（金沢市内） 

3 �㊥出発意でフリータイムホテル＝（徒歩または各自負担）＝金沢駅＝招く空港朔バス〉＝小松空港卜固 �画 

※バス共通のご注意はP．15をご覧ください。匡童画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。

※1毎月第2・第4水曜日と1／ト1／3（予定）は輪島朝市がお休みのため、輪島漆器会舘見学後、増穂浦・道の駅とぎ海街道にたちよります。※2線持寺についてはお子様入場料が別途現地にて必要となります。（小学生150円）

※3「巌門」では遊覧船も楽しめます。（別途料金大人1，000円、小人500円／11月下旬～3月末までは運休予定）※4「千里浜なぎさドライブウェイ」は荒天候時や波の高い日は通行不可となる場合がご乱＼ます。

匡回：オプショナルプランにて金沢市内をめぐる観光バス・観光タクシーなどのご利用が可能です。詳しくはオプショナルプラン（有料）のページをご覧ください。

終日フリータイム

手刀日はのんびり輪島見学！

韓烏といえは「朝市」・「輪島塗」．ノ

風情あ捕る綬持寺繕うじじ沌訪ねます。

輪島といえば「朝市」・
「輪島塗」。金沢へむか
う途中には風情あふ
れる「繚持寺」や風光
明婚な景観をお楽し
みください。

■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）

巨！≡］

■基本代金（お一人様）く福岡発／基本ホテル利用〉
※福岡発着以外の設定もございます。フライト情報ページをご確認ください。

※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。※ご宿泊

ホテルにより追加代金が必要となります。※4～
5名1室の設定があるホテルご利用の場合は3

名1室の基本代金を基準とします。※福岡発着の

復路は直行便のみのご利用となります。※福岡発

着以外の方は復路のみフライト追加代金が必要と
なります。（往路の追加代金は必要ありません）

単位：円

，i㌫＼竺竺 �A �8 �C �D �E �F �G �H �l �J量　K �L �州 �N 

3名1壬 �40，800 �41．800 �42，800 �43，300 �45．300 �47．800 �49．800 �51．800 �54．800 �56．300作る．0〇・〇 �58．800 �61，800 �65．800 

2名1王 �43．300 �43，800 �45．300 �45．800 �47．800 �49．800 �…5用材竜53，800556，舶0 ���58．800座9，300 �60．800 �63，800 �68．300 

小人 �39，800 �40．800 �41．800 �42，300 �44．300 �46，300 �ぎ47．800 �座0．300　53．300 ��54．800∃55．300 �57．800 �59．800 �64．300 

◆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（羽田空港利用の場合のみ）③規定の宿泊費、食事代　④行程記載の 
定期観光バスおよび緑字の入場料・拝観料　⑤能登空港からホテルへのタクシー送迎代　⑥金沢駅⇒小松空港連絡バス代　※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。小人は現地にて拝観料が必要となります（練持寺小学生150円） 

ホテル追加代金（お一人棲／1泊につき）

■輪島市内・ねじま温泉郷ホテル追加代金　　　　　　　単位：円　■金沢市内ホテル追加代金

宿泊日 ��10／1～10／31 11／1－11／30 4／1～4／25、5／6 ��12／1～12／30 1／4～3／31 ��12／31・～ 1／3 4／26～ 5／5 

日～金 �土、10／13 11／3 �日一会 �土、12／22 1／12、3／21 

輪島温泉八汐 �大人 �15，000 �19．000 �12．500 �14，000 �24．300 
小人 �7．500 �10．500 �6，000 �6，500 �14．000 

ホテル高州園 �大人 �8．500 �8．000 �11．500 �8．500 �16．300 
小人 �6，000 �5，000 �7．500 �6，000 �7．500 

海源能登の庄 �大人 �22．500 �23，500 �20．000 �22．500 �32．000 
小人 �11．500 �12．500 �10．000 �11．000 �14．500 

宿泊日 ��10／2一一10／31 11／1－日／38、3／1－3／31 4／1～5／2、5／6、5／7 ��12／1～12／29 1／3～2／28 ��12／30－ 1／2 5／3、5／5 

日一会 �土、10／13 11／3、3／21 �日～金 �土、12／22 1／12 

ホテル金沢 �大人・小人 同額 �2．000 �3，500 �1，500 �2，500 �2，500 

金沢白鳥路ホテル ��1，500 �3，500 �1．000 �2，500 �7，000 

ANAクラウン プラザホテル金沢 ��3，500 �6，500 �2，500 �3，500 �10，500 

※各ホテルのご案内はP．16をご覧ください。
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＝ミ‾ナ‾’、■「二■■■■巴か1‾準1■叩欒媚二：＿＿ ■開催時間：13：00～14：00■追カロ代金：3，000円／お一人様（大人・小人岡顔）稽藤惑講評詔う包 　　　※定員に関りがございます。※未就学児童（6歳以下）はご利用できません。 �����������������I★ � ��～ I J ≠ ≠ 訊茎≡－ジ） 

1∴ル ニ⊥⊥二二∵∴ おもてなし ����．√：′ �・■＿〆嘲、 YH等喝 シ真提廻 

禁習翌婦市 

設定日 ��10月 ����11月 ����12月 ��2月 ����3月 
5日 �12日 �19日 �26日 �2日 �16日 �23日 �30日 �7日 �14日 �1日 �8日 �15日 �22日 �1日 �8日 �15日 �22日 �29日 

鬱硫； �窒遜 �☆ � � � �☆ � � �☆ � � �☆ � � �☆ � � �☆ � � 

侭躇 �藷絹 � �☆ � �☆ � � �☆ � � �☆ � �☆ � � �☆ � � �☆ � 

主計町 �屋街 � � �☆ � � �☆ � � �☆ � � � �☆ � � �☆ � � �☆ 
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⑳金沢観光に便紺

I蛾－はら　珊瑚1Lりり…乗中茶目咋膵鋸

⑳兼六園観光のあとにいかが？兼六園桂坂料金所近くの甘味蛤
二、－斗●．・十㍗工上山再1．ころもち・トソl
■営業時間：9：00－17：00屯巫｝

㊥ひがし茶屋街にある国定重要文化財

志贋の爵抹茶品生菓子村き見場券
■営業時間：9：00－18：00◎

⑳離畿空港密愚金沢訳語嘗㊥空港連結パ議乗車券緒遺譲
※武蔵ケ辻・香林坊での下車が可能です。

ご利用ホテル

金箔あんころもちセット（イメージ）

※特に記載のない限りバス・トイレ付き　※基本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・金沢市内　金沢

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00／

OUT12：00（通常日：00）

★小松空港から武蔵ケ辻
（ホテル前）までリムジン
バスで約45分

★JR金沢駅から徒歩約8分

恋迅鹿波痙建造壷壷麗埜：．，，　　　▼川，、，＿　，．▼　　．＿．，‾＿　＿■■1　　　．・　　亡　＿＿‾・．▲．＿＿：ウ，一　　品

．☆ウェルカムドリンク付き（15：00－）
鹿朝臆は近江町市場「じもの亭Jも選べます。
⊆（定休日：水曜・祝日／9：00から営業）

a由m上の地域名：金沢市内　金沢　　　　　　　a由m上の地域名・金沢市内　金沢　　　　　　　adam上の地域名．金沢市内

茎≡ifニ

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00／OUTll：00

★小松空港から金沢駅
までリムジンバスで約
40分

★」R金沢駅から徒歩約1分

☆朝食を昼食に変更可能

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝会付き
●lN14：00／OUT12：00

★小松空港から武蔵ケ
辻までリムジンバスで
約45分。そこから車
で約5分

★」R金沢駅から車で約10分

たあぶらとり紙付き
☆ウェルカムドリンク付き

■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）

．．；1上．．

■基本代金（お一人様）〈福岡発／基本ホテル利用〉
※福岡発着以外の設定もございます。フライト情報ページをご確認ください。

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT14：00（通常12：00）

★小松空港から香林坊
（ホテル前）までリムジ
ンバスで約45分

★」R金沢駅から車で約7分

回国
［二二二二重琵遍重要
；☆金箔入りあぶらとり紙付き　　　　　■

ト☆朝食を昼食に変更可能（メニュー限定）；

2日間：R4823A

3日間：R4824A

※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。　※ご宿泊ホテルにより

追加代金が必要となります。※福岡

発着は往復直行便のみのご利用とな
ります。※福岡発着以外の方は往復

フライト追加代金が必要となります。

，i忘i斎＼竺ヲ �A �8 �C �D �E �F　ト　G ��H �l �J �K �L �M �N �0 

3名1圭 �27，800 �28．300 �29．300 �30．800 �31，300 �133．300i34．知0 ��36．800 �38，300 �39．800 �41，300 �44，800 �47，800 �50．800 �54，300 

2名1圭 �28，800 �29，300 �30．300 �31．800 �32．300 �34，300言35．300 ��37，800 �39．300 �40．800 �42，300 �45，800 46，300 �49．300 �52．300 �55，300 

1名1圭 �29．300 �29，800 �30．800 �32．300 �32．800 �34．800け5．800 ‡32，80034．300 ��38，300 �39，800 �41．300 �42．800 ��49，800 �52．800 �55，800 

小人 �27．800 �28．300 �29．300 �30．800 �31．300 ���‾36，300 �38，300 �L39．300 �41．300 �44．800 �【47．800 �48．800 �50，800 

3名1王 �31．800 �32，800 �33，800 �34，800 �35．800 �36，300 �37．300 �38．300 �40．300 �42，800 �45．800 �50．800 �52，300 �59，300 �73，300 

2毛1主 �33．800 �34．800 �35，800 �37，300 �37，800 �38，300 �39，800 �40．300 �42．300 �44，800 �47，800 �52，800 �54．300 �61．300 �75．800 

1名1壬 �34．300 �35．300 �36，300 �37，800 �38．300 �38，800 �40，300 �羞40．800 �ト42，800弓45，300 ��48，300 �53，300 �54．800 �61．800 �76，300 

小人 �31，800 �32．800 �33，800 �34，800 �35．800 �36，300 �37，300 �け8．300 �－39．800】42．800 ��45．800 �50．300 �51．800 �57．300 �61，800 

◆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（羽田空港利用の場合のみ）③規定の宿泊費、食事代　④選べる金沢メ 
ニュー代　⑤金沢ライトアップバス専用フリー乗車券（1／4を除く毎週土曜日、10／13、11／3、12／22、3／21宿泊者対象、希望者のみ）※④・⑤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。 

■ホテル追加代金（お一人様／1泊につき）

宿泊日 ��10／1・～10／31、11／1、11／30 3／1、3／31、4／1－5／2、5／6、5／7 ��12／1～12／29、1／3～2／28 ��12／30－1／2 5／3－5／5 

日～金 �土、10／13、11／3、3／21 �日一会 �土、12／22、1／12 

ホテル金沢 �】 】大人・小人同額 】 �2，000 �3，500 �1，500 �2．500 �2，500 

金沢白鳥路ホテル ��1．500 �3，500 �1，000 �2．500 �7，000 

金沢エクセルホテル東急 ��1，500 �3．500 �1，000 �2．500 �7，000 
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逃壷森高塑：

23

◎

移動は安心ラクラクや埠鱒Lt即．・ 、塗りI、イ　・・ 付き！ （旅行代金に含まれております）

レクサスLS、メルセデスベンツ亡、クラウンハイブリッド、クラウンロイヤル等でご案内いたします。

r金沢検定認定書』とF金沢観光ガイドタクシー認定書』を

持つ乗務員がご案内いたします。

◎蒜琵琶蒜巨公開のお茶室にもご案内！

¢品蒜㌫詣㌫謁をプレゼント！
1‾－‾コ「‘‘’と■、　叫

●出発空港：福岡・大分空港※フライトスケジュールの変更により設定できない場合がございます。
●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：2泊2朝食1夕食　●最少催行人員：2名

3日間 � �行　程 �������食事 

1 �タクシー翔 匝童画初 ひがし茶屋 � ������� 

所要暗闇糠購 ��嘱望漸 �12詫 �00以前到着の場合蟻機軸 ��漆掛‡袈馴～13：OQ鮪の触煉5疇簡となります。 

、松空港に13＝00以前に到着する便〉ト小松空港＝鳥★①永平寺※1（約60分）＝索尋坊※1（約30分）＝☆②兼六臥約60分）＝ 

街（約40分）※ご希望のお客様にはr箔座ひがノ寂」へご案内いたします。（営業時間18：00まで。ただし12月～2即7：30まで予定）＝ホテル（金沢市内） 

2 �舶＝陀 金沢市内ホ 能登立山シ �簡要聴聞は約8時聞となります。 �������亘 匝］ 、テル（8：30出発）＝島高山朝市・高山の古い町並み（約90分）＝世界遺産白川郷（約90分）＝ひみ番屋街（約30分）＝ 

ーサイドライン＝ホテル（16：30着）（和倉温泉） 

3 �タクシー邦 9、：陣出発 和倉温泉ホ “ゼロの焦 � �������匝］ 

■■　‾▲＋l▲ ���l■　二　二　　　　　　　　　◆＋　－ �40以後の出発便に撮影 
押 誹監 �要時間は8 専約8時聞（ �80出発時約7 （心根空港到着1 ���暗闘用松空港到着 7：00／17：45以穣 �15二00／15：40以後の出発便に接続） 数の出発便に接続）となります。 

そうじじ 、テル（8：00または9：00出発）＝鳥輪島朝市※2（約40分）＝特別公開0塗師の家※2（約40分・輪島塗見学）＝★③維持等（約30分）＝ 

点”田ケ地・ヤセの断崖（約10餅＝千里浜なぎがライブウェイ※3＝小松空港（15：00または17：00着）〈15＝40以降に出発する便〉十囲 

匡窒劃こついてはお客様の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。※112・01～13・00に小松空港到着の方は、永平寺または
東尋坊のどちらか1カ所となります。※2　毎週水曜日は「輪島朝市」「塗師の家」は立ち寄りません。代わりに世界農業通産に認定された能登のシンボル「千枚田」、「巌門」へ立寄り
となります。※3「千里浜なぎさドライブウェイ」は荒天候時や波の高い日は通行不可となる場合がございます。

ハイヤーつ �プランの �旧●ハイヤーは2～4名様で中型1台のご利用となります。●所要時間には移動・届食の時間も含まれております。また上記行程内記載の見学時間は目安となり、記載 

の所要時間内であ ��れば、当日の天候やお客様のご希望により見学時間の短縮・延長が可能です。当日ドライバーにお話しください。●行程中の赤字・緑字の施設は下車観光地となり、緑字の 

施設は入場料が含まれております。★印は有料観光施設となり別途入場料が必要となります。現地にてお支払いください。また、駐車料金、有料道路代も別途お客様の負担となり、現地にてお 

支払いください。●道路事情により多少時間が変更となる場合がございます。●小松空港での復路航空便との接続は40分以上おとりください。●添乗員は同行いたしません。 

★印の有料観光施設の入場料は
お客様負担となります。（2013年7月現在）

☆（カ永平寺：高校生以上500円、小中学生200円　☆⑭兼六園：18歳以上300円、6～17歳100円
★④繰持寺：大人400円、高校生300円、中学生200円、小学生150円



…凝襲撃寒靂‥……‥　2日目■器∴＝言ミ∴：こ

：二二l斗◆　定立蒜ギ

感彗売忠義詞
職：＝：千二二三ふ

38日

ご利用ホテル ※特に記載のない限りバス・トイレ付き　※基本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。

旺：ヨ金沢市内
沢　　　　　　　adam上の地域名．金沢市内

●洋室（2－3名1室）
●1泊朝会付き
●lN14：00／

OUT14：00（通常12：00）

★小松空港から香林坊
（ホテル前）までリムジ
ンバスで約45分

紆再煎4万6了
，心≡　OUT14：00（通常12：00）
：率：★小松空港から香林妖

茅★」R金沢駅から垂で約7分

3㌢金箔入りあぶらとり紙付き

旺コ金沢市内　　　E：l和倉温泉　　　E：l和倉温泉
a由m上の地域名金沢市内　和倉

国回国園

●洋室（2－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★小松空港から武蔵ケ
辻までリムジンバスで
約45分。そこから車
で約5分

★」R金沢駅から垂で約10分

Arあぶらとり紙付き

三；ウェルカムドリンク付き

adam上の地域名能登半島　和倉温泉　　　　　adam上の地域名能登半島

国毎園田

■出発日カレンダー（下記等本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください）

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

★能登空港から車で約50分
★小松空港から章で約120分
※」R和倉温泉駅から送迎

あり（ホテルへ前日まで
に要予約）

■基本代金（お一人様）く福岡発／基本ホテル利用〉
※大分発着の設定もございます。フライト情報ページをご確認ください。

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

★能登空港から車で約50分
★」R和念温泉駅から車
で約10分

覿※常澄驚諾鴛
四回田園※詔法外。＝

国　　12′31－1′2
⊂＝＝二義蔓義盛惑這透郡
☆コーヒー券付き

※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。
※ご宿泊ホテルにより追加代金が必要となり
ます。※ハイヤーは最大ルームをご利用時
の客室数につき1台となります。※福岡発着
は往復直行便のみのご利用となります。
※大分発着の方は往復フライト追加代金が必

要となります。

単位：円

◆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（羽田空港利用の場合のみ）③規定の宿泊賓、食事代　④3日間のハイヤーチャーター代
※④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、駐車料金、有料道路代、交通費等はお客様負担となります。

ホテル追加代金（お一人櫨1泊につき）　　　　コ　　　　　　　　　　　′　　　　＿

宿泊日 ��10／2一一10／31、11／1－11／30 ��12／1一一12／27、1／4～3／31 ��4／1一一4／25 ��4／26～5／7 �12／28～12／30 �1／3 
日～金 �土、10／13 �日一会 �土12／22、1／12、3／21 �日～金 �土 

加賀屋 （能筆渚亭） �4名1室 �16．000 �13．000 �16．000 �14，000 �18．000 �16．000 �4，500 �9，500 �追加なし 3名1室 �18．000 �15．000 �20．500 �19，000 �21．500 �19．000 �6，500 �15．000 �4，500 

2名1室 �23．500 �18，000 �22．500 �20．500 �27．000 �22，500 �12．000 �18，000 �5，500 

小人 �11，000 �9．000 �11，000 �10，000 �13，000 �11．000 �3．000 �6，500 �追加なし 

加賀屋 （雪月花） �4名1室 �22，500 �19，500 �22，500 �20．500 �25．000 �22，500 �11，000 �16，000 �6．500 3名1室 �26，000 �22，500 �27，000 �25，000 �29，000 �26，500 �14，000 �21．500 �11，000 

2名1室 �31，000 �26．000 �29，000 �28．000 �34，500 �30，000 �19，500 �26．000 �14．000 

小人 �16，000 �13．500 �16，000 �14．500 �17，500 �16．000 �7．500 �11．500 �5，000 
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・．皇芸＝表－一義・＝＝　『騙誉

『肛・－「

加熱遊l調製

…乗車券付き

…加賀温泉郷
…パスポート
さキャンバスは」R加賀温泉駅を

纏点に南加賀の名所を巡臥
蓉小松空港から温泉地への移動
華　はもちろん、戟光地で乗り降　ラウド

…豊等宝鑑こ
星めます。各施設の定休日など　一海まわり線
竜　は事前にご確認ください。

25

●出発空港：福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島空港
●設定期間：2013年10月1日～2014年3月30日の毎日出発

●食事条件：回2日間1泊1朝食1夕食付き3日間2泊2朝食2夕食付き
匝3日間2泊2朝食1夕食付き

●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）

2日間 �3日間 �行　程 �食事 

1 �1 �直垂軌、松空港に17：00以前に到着する便〉4－小松空港＝（ホテル送 �互 迎またはキャンバスまたは各自負掛＝ホテル（山中温泉または山代温泉） 

◆到着後フリータイム 

「キャンバス」で観光地周遊をお楽しみください。 

2 �l海賀温泉郷3日掲コース】 �画 

◆終日フリータイムとなります。rキャンバス」で観光 

地周遊をお楽しみください。 �回 
ホテル（山中温泉または山代温泉） 

椎茸叛拙腰諷過雛摺彊捌ホテル＝（ホテル送迎またはキャンバス �㊥ 

または各自負担）＝JR加賀温泉駅（各自負担・JR利札特急で約25分 

1．470円／普通で約1時間・740円）＝JR金沢駅（徒歩または各自負担）＝ 

ホテル（金沢市内） 

◆終日フリータイム 

2 �3 �◆出発までフリータイム ホテル＝（徒歩またはキャンバスまたは各自負担）＝小松空港十固 �画 

匡童画についてはお客様のご利用空港となります。利用便についてはフライト情報ページをご覧
ください。※パスポートにセットされているキャンバス乗車券のご利用は引き換え日より2日間とな

ります。（通常の乗車券のみご購入の場合とは規定が異なります。3／31までの有効期限となります。）

雪と氷の不思議を科学実験で楽しく体験で　書
きます。お子様にもおすすめ！　　　　　琶
……‥日．‖…．日．‖…………‖……．．………………．．‥　琶

キャンバス経路図2013年7月現在

（大聖寺・片山津温泉方面）　（片山津温泉経由）

…※2013年11月より、小松空港接続線の増便も予定されております。

山中漆器伝統産業会館 一悪霊急行）

⊂亘）加賀友禅、そぼうち、
金箔貼り、絵付け体顔ほか、
九谷焼ミニギャラリーも体
験できるr加賀伝統工芸村
ゆのくにの森」

（亘）「九谷焼美術館」

（亙痕D北前船船主の家を改修し這「北前船のき
月噸空港接続線　里資料軌で臥豪勢な暮らしぶりと当時の責重な　き

詳しい時刻表や最新の内容はホームページをご覧ください。http：／／www．kaga－⊂an－bus．（Om　一画重商應壷兎福）資料細字できます。またr蔵六副も人気です。プ
／

貢ぎ苧・・芸コ・＝

陸率磁鮎
■一　二　「

こだわり食材を使った

大鍋の振る舞い「かに甘えび大鍋J

l1月1日～3月31日の毎日（予定）

こだわり食材を使った鍋です。山中漆
器で味わう味の豊かさに心の中まで温
まります。



ご利用ホテル　監讐斑澱競完訳※基本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。※ホテルは1泊ずつの組み合わせも可能です。

喝冠山代温泉
adam上の地域名一班袈）岩泉

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
※団体グループは宴会場
●lN14：00（通常15：00）／

OUTll：00（通常10：00）

★小松空港からタクシーで約40分

（ホテルにてお得なタクシー手配可）

※」勒〕賀温泉駅から送迎あり

荘遊山代温泉　　　正霊山代温泉　　　駈塾山代温泉
adam上の地域名：祝賀温泉　山代温

●和室（2～6名1室）
●1泊朝夕食付き
※ダイニングの利用も可能。

ただし、未就学児童の利用
は不可

●lN15：00／OUTll：00

四面扇面烹躍笠蒜淫篭
豊是認警手d£浩扇‾W‾　迎あり（ホテルへ前日までに要予約）
ll．′＼吉行⊂】ヰ73l一翠玉的＼　　　　r｝二二ご二三三で．m‾mY「ルヘ前日までに要予約）　「∵義養家秘政客⑬轟簿等密鮎

ニー‾【「　〉☆貸切屈天風呂割引／50分（3．150円→1．575円二二■三＿王豆・㍉㍉∵工
，☆女性のお客様に色浴衣貸し出し

・一山中温泉
山中温泉　　　　　adam上の地域名加賀温泉

画困園因

●洋室（1－3名1室）
和室（2～4名1室）

●1泊朝夕食付き
※夕食は18：00または19：30

の二部制となります。
※事前にご指定のない場合

は18：00でご用意します。

※JR加賀温泉駅から送迎あり

（14：05、15：10、16：30発／

☆マニキュアセット無料貸し出し

施設使用料

団ヨ山中温泉
adam上の地域名：加賀温泉

●和室（2－4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUTll：00

★小松空潜から幸で約40分

★JR加賀温泉駅から車
で約25分

※小松空港送迎あり
時間はホテルへお問い合わ
せください。（要事前予約）；還選語調

「　　「
！＿＿．＿＿．＿．．＿．＿．

ホテルへ前日までに要予約）悼2連泊以上rClubKISShojその他おもてなしあり
☆記念日のおもてなしあリ

adam上の地域名・加賀温泉　山

巨電議璃享芋蔓童芋：
●lN15：00／OUTlO：00

★小松空港から章で約30分
※JR力D賀温泉駅から送迎あり

擁テルへ前日までに要予約）
※お迎えは11：00－1計00の

間、お送りは8：45、9：45、

願圏庸園

adam上の地域名加賀温泉

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN13：00／OUT12：00

★小松空港から車で約30分
※小松空港送迎あり時間周定：

迎え17：00莞・送り10：00莞／

画面薗薗※温鑓墓誌竃霊し
10‥45発の定期運行です。田　　（ホテルへ当日までほ予約）

☆ゆのくにの森入村券付き

（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）

ヒ女性のお客様に色浴衣貸し出し
（男性には作務衣）

を湯上りにラウンジにてシャーベットをご用意 4：00、18：001

圏金沢市内
金沢　　　　　　　adam上の地域名．金沢市内

●洋室（1－2名1室）
●1泊朝会付き
●lN14：00／OUTlO：00

★小松空港から金沢駅まで
リムジンバスで約40分

★JR金沢駅から徒歩約4分
薫1半露天風呂となります。

B �月l �火 �水 �木 �金l土 � �】月 �】火 � � �木 ��金l �� �∈l �月 �火 �水 ��木 �盆 �土 � � �月 �火 �水1本 �金1土 � ��火 �水 �木 �盆 �土 �巳 �月 

l　＝ � � �l A �2 A �l且 �千は � � �1ス＿ ほ � �一㌢－ �� �ご吾 �� �1さ ○＋ 10 A ‾1富 A �14 1＝ ‾ヽ1 人＿ ‾lb A �15 A f豆 Å 1ラ A � � �17 A fi A �10 8 1富 戸 ユー〉 l 17 F 14 」E 1 H �崖 K －1曾 ⊂ � �○ 7 9 ○ ○ �21 人 1● 会 ⊂ ユO A �22 A 1さ‾ A ね ▲ �呈L芸 �嘗葦 � ��29 A 査盲 人 �封 �31 去 A � �30 ⊆ � � 

1 A � � � ���� ���������������������‾j示Tif‾ AA ��24 ▲ �25 人 ����晋 ユ A �ユ A �4 A �5 A il L �言．長 子絹 �� �10 4 ��十う 【 ���1i‾ F 10≒ l ナ〉 F ��������19 ⊆1 18 A 1：l A f吉 ll �������警官 ��管蒜 ��10 ▲ 豆盲 A ▲吉i ■l �晋 28 ▲ ▲ラi ■l �；≡・ � �� 

7 A ▲ ▲ ���� ����12 D 9 A �13 1＝ 10 A 1‾b ■ �14 Å ������ ���21 A 1t A f書 F �芸1＿芸 ゞほ 】宮「㌣ �ii15 F　⊂ �ユdiテ ▲▲ �����31 F i盲 F � 

1 （＝ 指 � �∴ ����� ������11 A＿ ‾1‾1 ■ � ����1古 ⊂ i15 ‡■ � ��11「ブ A 1ヲ ■ ���苛革 �23 A �ほ ����� 

・　　　　　　　　　　　　■ ��3【ヱ � � �8 ▲ ��7 ■ � ��9 ▲ �������� ������‾土J「窟i ■　こ �����ユ書 目 �29 r �30 ■l �31 

■基本代金（お一人様）〈福岡発／基本ホテル利用〉
※福岡発着以外の設定もございます。フライト情報ページをご確認ください。

加賀温泉郷2日間：R4820A

加賀温泉郷3日間：R4821A

加賀温泉郷＆金沢3日間：R4822A

巨互∃
※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。※ご宿泊ホテルにより追加代金が

必要となります。※5～6名1室の設定が

あるホテルご利用の場合は4名1室の基

本代金を基準とします。※福岡発着は
往復直行便のみのご利用となります。
※福岡発着以外の方は往復フライト追

加代金が必要となります。

単位：円

，忘㌫i－－、竺警 �A �8 �⊂ �D �E �F �巨G �H �‡暮　　J ��K �L �州 �N �0 

4毛1量 �封．300 �34．800 �36．800 �37．300 �38，300 �40，300 �40．800 �41，300 �42．300 �43，800 �49．300 �51，800 �55．800 �62．800 �65，80 

3名1圭 �34，800 �35．300 �37．300 �37，800 �38．800 �40，800 �41，300 �41．800 �42．800 �44．別旧 �49．800 �52，300 �56．300 �63．300 �▲68，30 

三毛1圭 �35，300 �35．… �37．000 �38－300 �39，300 �41，300 �41．100 �4え800 �叫300 �44．800 �50．300 �52，800 �58．800 �64．300 �70．80 

1名1基 �37．300 �37．300 �39，300 �39，800 �40．800 �42，800 �43．800 �4l，300 �47，800 �46．800 �51．800 �54．300 �i58．300 �67．80 �73， 

小人 �31，300 �31t800 �34．300 �34．800 �35，300 �37，300 �37．800 �38．800 �39，300 �40．800 �45．800 �47．叡咄1札800 ��49，80 �59． 

4名1主 �45，300 �47，抽0 �49．300 �50．300 �50．紡0 �52，300 �53．300 �55．800 �59，800 �63．800 �67．300 �71．8叫76．800 ��90．m �89．300 

3名1車 �45，800 �48．300 �49，800 �50．800 �51．300 �52，800 �53．800 �58．300 �60．300 �64．300 �67．800 �72，知叫刀，300 ��90．80 �l約．さ00 

2名1圭 �46．800 �49，300 �50．800 �51．800 �52，800 �53．800 �55．300 �57．300 �61．800 �65．300 �鍋．800 �76．30 �81．800 �92．80 �L98．3 

1名1皇 �50，300 �52．800 �53．800 �55．300 �55，800 �5与，300 �59．800 �別）．300 �66，800 �引1．800 �71．800 �81．3 �86．800 �100．30 �104，300 

小人 �39．300 �41，800 �42，800 �43．300 �4l．800 �45．800 �46．300 �49．300 �52，800 �57．300 �60．300 �61．3 �64．800 �66．800 �75．800 

4名1圭 �39，800 �41，800 �43．300 �44，300 �45．300 �46．3t〉0 �46．800 �49，800 �53，300 �57．80 �59．800 �65．30 �喜65．的0 �84，300 �70．800 

3名1圭 �40，300 �42．300 �43，800 �44，800 �45．800 �48，800 �47．300 �50．300 �53，800 �58．30 �引），300 �由ニ �経．錮 �1糾．800 �71，300 

2名1主 �40．800 �42，800 �44，300 �45．m �46．800 �47，… �48，ユ00 �50．800 �54，300 �59．3 �60，800 �由．80 �67．300 �85．800 �75．3 

1名1皇 �42，800 �45，300 �46．300 �47．800 �51．300 �51．300 �52．3■00 �52，800 �56，300 �引． �63．300 �7亨．申 58．80 �71．800 �89．抑0 �79．300 

小人 �36，800 �39．300 �40．800 �41，300 �41．800 �42，300 �42．800 �46．800 �50．800 �54．80 �56．300 ��59．300 �60．300 �84．3 

｝ホテル追加代金（お一人様／1泊につき）

◆基本代金に含まれ
るもの　○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
（羽田空港利用の場合
のみ）③規定の宿泊
費、食事代　④キャン
バス乗車券付き加賀
温泉郷パスポート

⑤山代スイーツ食べ
歩きクーポン代（山代
温泉宿泊者のみ）
※④～⑤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。

宿泊日 ��10／1～10／31 ��11／1～11／30 ��12／1～12／29 ��1／4－3／31 ��12／30～1／3 
臼～金 �土、10／13 �日～金 �土、11／3 �巳一会 �土、12／22 �日一会 �土、1／12、3／21 

吉祥や家なか �大人 �6．500 �8，500 �8，000 �14．000 �6．500 �11，000 �6，500 �11，000 �6，500 小人 �5，500 �7．000 �6，000 �10．000 �5．500 �8．000 �5，500 �8，000 �7，500 

夕食グレードアップ �お一人楼　上宮 ��己に＋2，000円となります（ ��大人・小人同額）・客室ごとのお申し込みとなります。 

吉田屋山王闇 �大人 �2，500 �6，000 �2．500 �15，500 �2．500 �12，500 �2，500 �8．000 �5．000 
小人 �500 �2，000 �500 �5．500 �500 �4．500 �500 �3．000 �1．500 

瑠璃光 （月の棟） �大人 �11．000 �13，500 �11，000 �15，500 �9．500 �14，500 �9．500 �15，500 �15．500 

小人 �6．000 �7，500 �6，000 �8．500 �5．000 �7．000 �5，000 �7．000 �8，500 

ゆのくに天祥 （白雲本館） �大人 �7．500 �12，000 �7，500 �18，000 �7．500 �16，500 �8，500 �15．500 �13，000 

小人 �3，500 �5．000 �3，500 �8．500 �6．000 �7，000 �3，500 �6，000 �2，500 

たちばな 四季亭 �大人 �18．000 �21．500 �18，000 �24，000 �17，000 �23，000 �18．000 �24，000 �30．000 

小人 �8．000 �9，500 �8，000 �10．500 �7，000 �9，500 �8．000 �10，500 �5，500 
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旅の作り方 

画腰恕お選びいただけます。 

※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4泊まで、何日目でもご利用可能です。（出発から7日以内） 

該当のホテルページをご覧ください。 

回航空券＋宿泊1・2・3・4泊
●出発空港：福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島空港
●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。）

日程 �行　程 �食事 

1 �圏卜匝重要＝〈各自負担〉＝ホテル � 
◆到着後フリータイム 

中 日 �◆終日フリータイム �画 

轟 �◆出発までフリータイム �匝 
終 日 �ホテル＝〈各自負担〉＝直垂画十・匝巨頭 

匡童画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・優についてはフライト情報ページをご覧ください。

慧患琵ン′…萱曙
27

お手持ちの航空券を
ご利用いただける

コースです。

旅の作り方 

固慧怒らお選びいただけます。 

薗慧ヒ諾ミレ摘びいただけます。 
※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。 

回宿泊のみ1・2・3・4泊
●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日の毎巳出発

●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 �に自宅、前泊地、各地などl＝く各自負担〉＝ホテル � 

■■ 再考 ∈≡】 �ホテル＝〈各自負担〉＝lご自宅、後泊地、各地などl �画 

術胴■①利用粂件／現地までの交通機関（航空便、」R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。 

一三㌢きざ．一、．●：茫コ



ご利用ホテル※特に記載のない限りバス．ト．レ付き※糾グル＿プホテル以，掩ご利用の場合は、追加代金が必要とな。打。

adam上の地域名一名古屋市内

●洋室スタンダードダブル
（1名1室）
洋室デラックスツイン
（2～3名1室）

●1泊朝食付き

鵠話芸農謎鎚
約1分

★名鉄名古屋駅から徒歩
約3分

※宿泊除外日（共通）：
10／11～10／13

竃喜溺1皇／28－1／2（由1室のみ）

adam上の地域名●名古屋市内

●洋室プラザフロア
（1－3名1室）

※11階以上の高層階
フロアとなります。

●1泊朝食付き
●lN13：00／OUTll：00

★JR・名鉄名古屋駅から
徒歩約5分

※宿泊除外日：
10／11～10／13、

12／31、1／1、1／13

adam上の地域名：名古屋市内

J　‾モモこて．⊥二、皿

琴琴

●洋室（1～2名1室）
※禁煙ルームのみとなり

ます。
※1名1室はシャワーブース

のみとなります。
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★」R名古屋駅から徒歩
約5分

2馴3年日月1日オ十プン（予訂

adam上の地域名名古屋市内

園田

コンシェルジュデラックスツインルーム

●洋室（1～3名1室）
※票煙ルームの設定はございません。

二二過重卓塾逓避■｛■．
☆36階専用ラウンジでのチェックイン、

チェックアウト（7：00～22：00）

adam上の地域名：名古屋市内

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★申告国際空勤1ら電車で約25分

（名鉄特急ミュースカイにて）

★名鉄・JR・地下鉄金山
（総合）駅南口から徒歩
約1分

八丁先着2室（2名1室）25－27階

ハイフロアのお部屋へご案内いたします

∂dam上の地域名名古屋市内

デラックスツインルーム

●洋室（2～3名1室）

電ニ～　●洋室スタンダード

（1～3名1室）
※5～8階となります。

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★地下鉄東山線栄駅12番
出口から徒歩約8分

たウェルカムドリンク付き（ソフトドリンク）
；〉r朝食を昼食に変更可能（メニュー限定）

a由m上の地域名名古屋市内　名古屋

●洋室（1－2名1室）
●1泊朝食付き
●tN15：00／0UTlO：00

★JR名古屋駅から徒歩
約4分

★名鉄名古屋駅から徒歩
約6分

adam上の地域名名古屋市内　名

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★中部国際空港から車で約60分

★JR名古屋駅から車で約5分

★地下鉄伏見駅から徒歩約3分
※名古屋駅から無料シャトル

バスあり（ホテルへお問い

adam上の地域名名古屋市内

●洋室（1－2名1室）
●1泊朝食付き
●】N15：00／

OUT13：00（通常日：00）

★地下鉄栄駅から徒歩
約5分

adam上の地域名名古屋市内

二三コ●票要語窟フロア

認諾賢二古川t）函

rウェルカムドリンク付き

adam上の地域名名古屋市内

●洋室（1～2名1室）
●1泊朝会付き
●lN13■00（通常14：00）／

OUT12：00（通常11：00）

★JR・近鉄・名鉄名古屋
駅から徒歩約5分

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★地下鉄伏見駅から徒
歩約2分

※宿泊除外日：
10／12、10／13、

12／31、1／1

メrフィットネスジムご利用可能
Arビジネスセンターご利用可能（2時間）

ルームグレードアッププラン

抽吊エグゼクティブフロア“i

●洋室（1～2名1室）
※禁煙ルームの設定はございません

☆エグゼクティブサロンにてお飲物・軽食
をご用意（6：00－22：00）

古屋　　　　　　adam上の地域名名古屋市内

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT‖：00

★中部国際空港から電車で
約45分

★地下鉄栄駅から徒歩
約7分

海陸瀾■■巨憮鱒ニューアルオーカ

adam上の地域名．名古屋市内

？r－－　　　●洋室（1～3名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00／0UT12：00

★中部国際空港から車で
約60分

★地下鉄浅間町駅から
徒歩約8分

※」R名古屋駅から送迎
あり。定時運行シャト
ルバスで約20分

？ウェルカムドリンク付き

adam上の地域名名古屋市内　犬山

団因

●洋室（1～3名1室）
※1名1室はスタンダード

シングル（15－哺となります

●1泊朝会付き
●IN14：00／

OUT13■00（通常12：00）

★中部国際空港から電
車で約50分（名古屋
駅または金山駅で地
下鉄へ乗り換え）

★地下鉄栄駅から徒歩
約2分

※宿泊除外日：
10／12、10／13

adam上の地域名その他愛知県

●洋室（2～3名1室）
●1泊朝会付き
●lN14：00／OUTll：00

★中部国際空港から車で
約90分

★中部国際空港から名鉄
犬山遊園駅まで、特急電
車で約60分、名鉄犬山
遊園駅から徒歩約8分

14、マッサージ10％割引券付き
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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。

adam＿上の地域名．三重

●洋室（2－3名1室）
●1泊朝夕食付き
※タ鮎和釦潮をお選汎壮だけます。

※グループ全員同一メニューでお

申し込みください。憲還3

●】N14：00／OUTll：00

★中部国際空き酌1ら華で約150分

★JR・遺失鳥羽駅から華で約3分

※近鉄鳥羽駅から送迎あり

（8：30－18：00定時運行）

「T義要衝か熟就綽重曹海亀′ぎ

絹り棟「潮路亭」温泉大浴場、題天風呂を
無料にてご利用いただけます。

adam上の地域名’三豊

リアス式海岸の美しい景観を望む賢島に立つ、200締

オープンのリゾートホテ肌客室は全室100山のゆとり

回国園田

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

★中部国際空港から
車で約180分

★近鉄賢島駅から徒歩約7分
※近鉄賢島駅から送迎あり

（特急電車に接続）

√ウエルカムドリンク付き

adam上の地域名．三重

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

★中部国際空港から車で
約180分

★近鉄鵜方駅から車で
約10分

※賢島駅より無料送迎バスあり

（前日17：00までに要予約）
※宿泊除外日：1／19～1／23

た温泉虎（別棟）「夢の舎」利用券付き
た伊紙叡Jゾートセラピー（丘の上フィットネス、サルントウオーク、

朝］酬J用耶巨要予約（詳しくはホテルまでお問い合わせくだ乱1

29

回国陸田

adam上の地域名．その他愛知県

●和室（2－6名1室）
●1泊朝夕怠付き
●lN15：00／OUTlO：00

★中部国際空港から華で約40分

★名鉄河和訳から車で約25分

※名鉄河和訳から送迎あり

（ホテルへ要予約）

悲選べるレンタル浴衣（ご宿泊の女性のみ）≒
呈■∫貸切露天風呂50分間ご利用半額

（通常3．150円→1．575円）

∂dam上の地域名その他愛知県

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

★中部国際空港から車で
約80分

★JR蒲郡駅から車で約20分
※名鉄西浦駅から送迎あり

（時間帯により、西浦温泉旅
客組合のシャトルバス利用）

回国巨ヨ田
園3′150剛2歳）

adam上の地域名：三重　鳥

●和室（2～3名1室）
※ベッドのご利用となります。
※全室禁煙となります。

●1泊朝夕食付き
※夕食は和食となります。

●lN14：00／0UTll：00

adam上の地域名三重

：ミニ霊等芯葦通
謂翌慌温扇

㌻ウェルカムドリンク付き

●洋室（2名1室）
※禁敵レムでのご用憲となります。

泊朝夕怠付き
●lN15：00／OUT12：00

欒烹諾慧芸等認諾告

在団田
ホテルからのおもてなし

予お部屋にパティシエ特製スイーツをご用意

adam上の地域名一三重

●洋室（2－4名1室）
ミ畷；●1泊朝夕食付き

※夕食はスペイン料理
または和食からお選び
ください。ホテルに直
接ご予約ください。
（T〔L：0599－57－3511）

●lN15：00／OUTll：00

★中部国際空勤、ら車で約170分

★近鉄椙方駅から車で約13分

☆温泉「ひまわりの湯」

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

★中部国際空港から
車で約150分

★JR・近鉄鳥羽駅から
徒歩約5分

※近鉄鳥羽駅から送迎あり

（8ニ00－10：00、14：00～18：00）

妻蔓転義濫塾二コ
kウェルカムドリンク付き（コーヒー券）

志摩　　　　　　　　　adam上の地域名・三重

ルームグレードアッププラン

○嬉膚拳

●和室（2～5名1室）

●洋室（2～3名1室）
●1泊朝夕食付き

ふ慮　※ご希望のご夕食時間をホテ
≡≧三二二二．TJ　仙こ亡凛ごヨ艶ください。

二三一・・一ゝここ
（TEL：0599－43－1211）

（18：00～20：30）

●lN14：00／OUTll：00

★中部国際聖酌lら電車で約150分

－駁嘲烹票露語鷲禁
固　　　　迎バスあり（定時運行）

☆お部屋にパティシエ特製スイーツをご用意

∂dam上の地域名：三重

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

★中部国際空港から車で
約200分

★近鉄賢島駅から車で
約20分

※近鉄貿島駅から送迎あり

国回田国　定時運行

☆英虞湾が望めるお部屋をご用意いたします

adam上の地域名：三重

L●洋室（1～2名1室）
≦●1泊朝食付き

●，N13：00／OUT12：00

★中部国際空港から
高速船で約40分、
津新港から車で約5分

惣懲悪諾欝憲章で約5分
10／11一一10／13

夕食グレードアッププラン　　頂河

曲窯靂・蟻巌ディナープラン

※当プランのお料理は、大人（12歳以上）
のお客様のみのご利用となります。

※季節・仕入れによりお献立の内容、器が
多少変更となる場合がございます。

adam上の地域名三重

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は和食か洋食をお選び

いただけます亡・－∵∵∴＿、■

●lN14：006喜常15：00）／0〕Tl用0

★中部園際空港から車で
約170分

★近鉄志摩磯部駅から車で

約10分

巨麺露≡遠野毎面要蒔重蔵遍表表覇
・☆ウェルカムドリンク付き

（コーヒー・紅茶・オレンジジュース）

adam上の地域名‘三重

●洋室（1～2名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00／OUT12：00

★中部国際空港から
バスで約85分（高遠バス）

★近鉄四日市駅から
輝　【済蒜謎


