
田ホテルチョイス（航空券＋宿泊）1～4泊
〈福岡発／基本グループホテル・往復基本フライト利用〉
※福岡発着以外の設定もございますこ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。

※5～8名1室の設定があるホテルをご利用の場合は、3～4名1室の基本代金を基準とし、ご利用ホテルグループごとに追加代金が必要となりますn

※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。

◆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（∋規定の宿泊費、食事代
※規定以外の食事代、入園料、交通費等はお客様負担となります。

■出発日カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください。）

2月

巨】≡］

■基本代金（お一人様）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円 

，㌫＼＼竺巳 ��A �B　t　C　L　D【E �����F　f　G　圭　H‡l ����J 

，ト3諾若 泊1名1圭 ��＿ユ阜如000 ���22．000 �23，000け5，000 ��26，000　27，500竜28，00Ot3・0．000 ����37，800 20，800 �22，000 ��22．500 �24．000 �26，000 �27，000　28．500 ��29．000∋ �31，000 �38．800 

21．800 �23，000 ��23，000 �25．000 �26．800∋ �27．800i29．500 ��30．000 �行元．000 �39．800 

小人 ��18．800 �21．000け2．000け3，000。 ����25．000 �2印00‡2ラ，500 ��28，000 �28．000 �28．800 

≧　3－4名1圭 ��23000 �24．500 ��24，800 �25，300 �27，300t28．幽嬰弧500喜33．罰0 �����39．800 

25．500 �26，000 ��26，300 �26．800 �28．800 �29．00Oi30．800　32，500　35．300】41，0・○ 

28．500 �28．500 ��芸芸ト…；芸投票≡ ���銅…忠一一一；莞漂莞十芸雷 ����43．300 
23，000 �24．500 ���������35．800 

3 泊 �3～4名1霊 �28，800 �墾些L嬰，800 ���34．300 �34．800弓35．800烏6．m ���40．300 �46，300 �47，800 2名1皇 �32．800 �33．300 ��33，800弓35．800 ��36．800 �37，300 �38，300 �41．800 �48，500 �50，800 

1名1圭 �35，800 �36．300 ��36．800 �37，800 �38，800 �39，300 �40．800 �44，800 �挙50．800 �53．800 

小人 �28，800 �l2i，800 ��30，800 �34．300 �34．000け5．800⊆38，300 ���37．800i43．300 ��44．800 

4 泊 �3－4名1圭 �34300 �35，300と36，300L39．800 ����40，300 �41，300 �◆41．800 �44．300 �51，800 �53，300 2名1呈 �39．300l39． ��800 �40．300 �42，300143，300 ��43，800 �44，800 �48，300 �55．000 �57．300 

1名1董 �43，300弓43，800 ���44．300 �45．300 �46，300 �46．800 �48．300 �52．300 �毒58，300 �61．300 

小人 �34，300 �35，300 ��36．300 �39．800 �40，300i示‾罰両寸庸00 ���43．3仰148．800　50．卸○ 
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駐ホテルチョイス（宿泊のみ）1～4泊
〈基本グループホテル利用〉

※飛行機を含む現地までの交通機関は含まれておりません

※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。

※5～8名1室の設定があるホテルをご利用の場合は、3～4名1室の基本代金を基準とし、ご利用ホテルグループごとに追加代金が必要となります。

※ご宿泊ホテルにより追加代金が必要となります。

◆基本代金に含まれるもの　①規定の宿泊費、食事代　なお、当コースの旅行代金には、往復航空運賃は含まれておりません。
※規定以外の食事代、入園料、交通費等はお客様負担となります。

※出発日とは、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。

■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。）

lヨ �月 �火 �水 �木l金 ��土1日 ����月 ア �火水 ����村盆 ��土 ��l∃ �月 � � �水 ��木 �金 �土 �lヨ �月 �火 �■水 �木 �盆 �土 加 P �lヨ �月 � � �水 �＊l金 31 8 ��土 �El �l月 

l　＝ � ��1 8 �2 ！し �副昌 1 ��5■l・6 D　■ �����8　9 8　8 ����呈超 ��12 P ��13 D � �� � ��17 8 �18 D �19 D �三〇 8 �辻芸 �22 8 �ユ3 ■ �24 8 �25 D ��27 �28 ■ �ユ � �30 ■ ���ュ○ E � 

11月 � � � ����2 ��3 ��■ � � � � � � � � �1す l＝ � � � � � �1才 �15 � � � � �‾1J �幻 � �Za F �2■ l＝ 29 F Z〇 人 �ユ5 ⊂ �元‾ 3 ‾2 衰 � �27 ⊂ �2月‖二王○ 

1 ⊂ �ュ ⊆＿ �3 （＝ �■ 亡 1 H �S l⊂ i �古 E ユL D � � � � �9 ▲ 6 ＿A �7 ▲ �� � �】l‾2 A 9‾ A �1‾岳 （＝ 10 1⊂ 7 1⊂ 7 C � � �15 A 1‾ラ ⊂ 9 8 9 ■ �A ‾1‾3 人 10 8 � � � � �18 A f云 A 1‾i ■ �亡 1ナ く＝ �■il ⊂ 10 C lS C lS �22 淫 A f畜 1⊂ �13 A 面 A 17 A 17 （； �21 A �A 22 ▲ �A 23 A 20 A 面 E �‾ユプ く＝ 24 （＝ ir 1⊂ �28 E ‾iS C 12 壇 ��＿8 2ブ A 2■ A 24 （＝ ���▼i9 A i占 A 知 1＝ �3｛tヨl A⊥」⊂ 27ユ8 4⊥｛ 272■ （＝E 

1 鼻 �■ A ��� �○ ▲ ��� ��� ����� ���� � ����貢 ������� � 

A ��� �▲ ��� �� � ������������ ���� ����� 

1 D �t D �3 D 臣呈 � �� � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � �� � � � � � 

30 �31 � 

■基本代金（お一人様）　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円 

，孟㌫「＼」竺日 ��A �B　　　C ��D �E†F†G ���H 

1 泊 �3・－4名1主 �5，300 �5，800 �6．300 �6．000 �7，300l7，800目指00 ���8．800 2名1蓋 �6．300 �6．800 �7．300 �7，800 �8，300 �8．800 �9．表面 �9，800 

1名1墓 �7．300 �7，800 �8．300 �8，800 �1！．些0 7．300 �9800 �10．300 �10，800 

小人 �5，300 �5．800 �6，300 �‾1盲面「 ��7．800 �8．300 �8．800 

2 泊 �3－4名1圭 �10．300 �10，800 �11．300 �11．800 �12．300 �12．神0’14．300i15．300 2名1圭 �12．300 �12，800 �13．300 �13，800 �14，300 �14，800 �15．300 �15．800 

1毛1主 �14．300 �14．800 �15．300 �15．800 �16．3∞ �16．800 �17．300 �18．300 

．　小人 �10，300 �10．800 �11，300 �11．800 �12．300 �12．800 �14，300 �15．300 

3 泊 �3－4名1圭 �15，300 �16．300 �16，800 �17．300 �17，000118－300‡20300　2現的0 2名1量 �18．800 �19．300 �20．300 �20，800 �21，300521，800 ��22．300j23．800 

1名1童 �21．300 �22．300 �22，800 �23．300 �23，800 �24．300 �24，800≡ �．25，300 

小人 �15，300 �16．300 �16．000 �17．300 �17，800 �18．300 �20．300122，800 

4 泊 �3・－4名1塵 �20，300 �21，800 �22，800】23．300 ��23．800 �24．300 27．800 �25．800 �27．800 2名1重 �24．300 �25．000 �26，300 �26，800 �27．300 ��28．800 �29．800 

1名1皇 �28．300 �29．300 �29．800 �30，300 �30，800 �31，300 �31．800 �32，300 

小人 �20，300 �21．800 �22．800l23．300 ��23．800 �24．300壬25，8002 ��27，800 
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ホテル追加代金（お＿人様／，泊につ剖

※★は土曜日代金適用となります。

蔵白 �宿泊白 �10／1－10／11 10／14～11／1 ��11／8一一12／7 ��12／8～12／29 1／5、2／28 （★12／2212／29 ��3／1－3／16 ��3／17一一4／25 5／6～5／12 （★3／21） ��10／12 10／13 �12／30～ �1／3 1／4 �4／26 �5／3－ 

ホテル カレープ �1重 利用人数 �11／4～11／7 ����1／1主） ������11／2 11／3 �1／2 �4／27～ 5／1 �5／2 �5／5 

日一会 �士 �臼～金 �土 �白～金 �土★ �日一会 �土 �白～金 �土★ 

恕診蔽尋磯砂 ��追加代金なし0円 

哀宣 瑚二幸 �3名以上1量・小人 �1．000 �1．500 �1．000 �1′500 �1．000 �1．000 �1，000 �1．500 �1．500 �1．500 �1．500 �1．000 �1，500 �1．500 �1．500 2名1室 �1．500 �2．000 �2′000 �2′000 �1′000 �1．500 �1．500 �2．000 �2．000 �2．000 �2．000 �1′500 �2．000 �2．000 �2，500 

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

3名以上1重りjl人 �2．000 �4′000 �2．500 �4．000 �2．000 �3′000 �2′000 �3′000 �2，500 �3．500 �4′000 �3．500 �3．000 �3．500 �4．500 

ー �2名1室 �2．500 �4．500 �3．000 �4．500 �2，000 �4．000 �2．000 �4．000 �2．500 �4．500 �4′500 �4．500 �4′000 �4，000 �6．000 

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

巌 �4名1茎・小人 �3，000 �8′000 �2．500 �7．500 �2．500 �6．000 �3．500 �7．000 �4．500 �7．500 �12．500 �10，500 �6．000 �8．000 �13．000 
2～3名1圭 �4′000 �10，000 �3，500 �10．000 �3．000 �7．500 �4．500 �9．500 �5．500 �10′000 �16．000 �14．000 �8′000 �10．500 �18．000 

感 鶉匝㊥ �3名以上1圭・小人 �3．000 �5．500 �4，500 �6′500 �2′000 �4．000 �2．000 �4．000 �4．000 �6．000 �5．500 �6．000 �4′000 �6．000 �7，000 2名1室 �3．500 �7′000 �5．000 �8，000 �2．500 �5′000 �2，500 �5′000 �4．500 �7．500 �7．500 �7．000 �5－000 �8′000 �9，500 

1名1室 �5．000 �8．000 �7．000 �10．000 �4．000 �6，500 �4′000 �6．500 �6．000 �9．000 �8．500 �9．000 �6．500 �10，000 �11．000 

3名以上1室 �4．500 �7′000 �6．000 �8．500 �3．500 �5．500 �3．500 �5．500 �5．000 �8．000 �9′000 �7，000 �6．000 �7．500 �9，500 

グ′Eプ �2名1蓋 �4．500 �8，500 �7′500 �10′000 �3′500 �6．500 �3．500 �6′000 �5，500 �9．500 �10，000 �8．500 �6，000 �8．500 �11，000 1名1塞 �7．000 �10．500 �8，500 �12′500 �6．000 �10．500 �6．000 �8′500 �7．500 �11，500 �12′000 �10′500 �9′000 �12．000 �13．500 

小人 �4．000 �6．500 �5．500 �8．000 �3．000 �5．000 �3．000 �5．000 �4．500 �7．500 �8．500 �6．500 �5′500 �7．000 �9．000 

4名1重・小人 �3．500 �10，000 �3．000 �9．000 �3．000 �6．500 �3．000 �7．500 �5．500 �11．000 �15．000 �12．500 �7．500 �10．000 �15．500 

3名・5名以上1婁 �5．000 �12．500 �4．500 �11．500 �4，000 �9．000 �4．000 �10′000 �6′500 �14．000 �21．000 �17．000 �9．000 �13．000 �21．000 

2名1室 �6．000 �14．000 �5．500 �13，000 �5，000 �10．500 �5．000 �11．000 �8．000 �16．500 �23．500 �19．500 �11，000 �14．500 �24．000 

グJEプ �3名以上1室 �7．000 �9，500 �8′000 �10．500 �6．000 �9．000 �6．000 �9．000 �8．000 �10．500 �10．000 �13，000 �10．000 �10．000 �14．000 

2名1重 �8．000 �11，000 �9．500 �12．500 �7．500 �11′500 �7，000 �10′500 �9．000 �12．500 �12，000 �15，500 �11．500 �12′000 �17．000 

1名1室 �11′500 �16．500 �15．500 �18．500 �11′000 �16．000 �10．500 �15，000 �15′000 �17．500 �18．000 �23．500 �17′500 �19．000 �24．000 

小人 �6．000 �8．000 �6′500 �8．500 �5′000 �7，500 �5，000 �7．500 �6．500 �8．500 �8，000 �10′500 �8．000 �8．000 �11．500 

i 約i �3名以上1室 �8，500 �11．500 �9．000 �11．000 �7．000 �9，500 �7，000 �10．000 �8．500 �10，500 �11′500 �15．000 �11．000 �13′000 �16．500 2名1宝 �9，500 �13，000 �10．500 �13．000 �8，000 �10，500 �8．000 �11，500 �9．500 �12．500 �12．500 �17．500 �13．500 �16′000 �19，000 

1名1室 �7′000 �12．000 �7．000 �11，500 �6．000 �10．000 �6．900 �12，000 �7′000 �12．000 �12．000 �15．000 �10，000 �18．000 �18．500 

小人 �7．000 �9，500 �7′500 �9．000 �6．000 �8，000 �6，000 �8，000 �7．000 �8．500 �9．500 �12，000 �9．000 �10′500 �13．500 

3名以上1圭 �9′500 �12′500 �10．500 �13．500 �8．500 �11．500 �8．500 �11．500 �9′500 �12′000 �12．500 �17，500 �14．500 �15．000 �19′000 

2名1室 �11．000 �14．500 �12′500 �15．500 �9，000 �13．000 �9．500 �13．500 �11．500 �14．500 �14．500 �19′000 �16．000 �17，500 �21．500 

1名1室 �12．500 �18．000 �13．500 �19．000 �12．000 �18．000 �12．000 �17．500 �12．500 �18．000 �18．500 �21′500 �17，500 �18′000 �22．000 

小人 �9．000 �12．000 �10．000 �13．000 �8．000 �11．000 �8．000 �11．000 �9′000 �11．500 �12′000 �17．000 �14．000 �14．500 �18．500 

3名以上1圭 �11．500 �13．500 �11．500 �13．500 �11，500 �13．500 �10．000 �13．000 �11′500 �13．500 �13．500 �19．500 �18．000 �14．000 �18．500 

グ′まプ �2名1墓 �13．000 �16′000 �13．000 �16．000 �12．500 �15，500 �12，500 �15．000 �13．000 �16．000 �16．000 �23，000 �17．500 �16．000 �21，000 1名1墓 �19．500 �25′500 �21，500 �35．500 �17．500 �24．000 �17．000 �24．500 �31，000 �39．000 �30，000 �38．000 �22．000 �24．000 �40．000 

小人 �9，500 �11．000 �9，500 �11，000 �9，500 �11．000 �8′000 �10．500 �9．500 �11．000 �11．000 �16′000 �14．500 �11．500 �15．000 

3名以上1室 �15．500 �18．000 �15．000 �17．500 �14．000 �16．500 �15′000 �17．500 �14．500 �17．000 �18．000 �22．500 �21′500 �20，000 �22．500 

2名1室 �16．500 �20′000 �16．500 �19′500 �15．000 �18，500 �16．000 �19．000 �16．000 �19．000 �20，000 �25．000 �22′500 �21．000 �24．500 

小人 �12．500 �14，500 �12．000 �14．000 �11，500 �13．500 �12．000 �14′000 �12，000 �14．000 �14．500 �18．000 �17．500 �16．000 �18．000 

藩＿ �3名以上1室 �16．500 �18．000 �18．500 �21．000 �17．500 �20．000 �18．000 �20．000 �18，000 �20．000 �18．000 �21．500 �24．500 �20．000 �22．500 2名1室 �19．000 �20，500 �21．000 �23．500 �19．000 �22．000 �20，000 �22．500 �20．500 �23．000 �21．000 �24．000 �27，000 �23．000 �26．000 

小人 �13′500 �14．500 �15．000 �17．000 �14′000 �16．000 �14．500 �16．000 �14′500 �16．000 �14．500 �17．500 �20．000 �16．000 �18．000 

3名以上1室 �24．000 �28．000 �26．500 �30，000 �25′000 �29．000 �25．000 �29．000 �15．500 �28．500 �28．500 �32′500 �30．500 �31．000 �33．500 

脛も �2名1圭 �26．500 �32．500 �28，500 �34．300 �26．500 �32，500 �26′500 �32．500 �17．000 �32．000 �32．000 �35，500 �33．000 �33，500 �37．000 

小人 �16．000 �18．000 �17．500 �19．000 �16．500 �18．500 �16．000 �18．000 �16，000 �18．000 �18，000 �21．000 �19．500 �21．000 �22．000 

3名以上1室 �30′000 �33．000 �38．000 �40，000 �39′000 �43．000 �29．000 �32．500 �30，000 �33′000 �34．000 �40．500 �46．000 �38．000 �39．000 

クJEフ �2名1室 �32′000 �35．500 �40′000 �43，500 �41′000 �46．000 �31．000 �35．000 �32．500 �35．500 �37．500 �44，000 �51．000 �39．500 �41．500 1名1圭 �27．000 �39．500 �31′500 �40．000 �25．500 �36′000 �24．500 �35．500 �31．000 �40．000 �39．500 �54．000 �42．000 �35．500 �37．000 

小人 �24．000 �27．000 �30．500 �32．000 �32．000 �34．500． �23，500 �26．000 �24′000 �27．000 �27．500 �32．500 �37′000 �30．500 �32．000 

㊥ 勃匝汐 �3名以上1宝 �33．000 �37′500 �32．500 �37，500 �33′000 �38．000 �33．000 �38．000 �33，500 �38′500 �37′000 �44．000 �45．500 �39．000 �47．000 
2名1塞 �41′000 �47．000 �41．000 �46′500 �41，500 �47．000 �41．200 �47′200 �42．000 �47．500 �47．000 �55．000 �56．000 �48．000 �60′000 

1名1室 �35，000 �46．000 �38′500 �48．500 �36′000 �48．000 �34．000 �44．500 �35．500 �48．000 �51．500 �73′500 �66．000 �64．000 �68．000 

小人 �28．500 �33．000 �28′000 �33．000 �28．500 �33．500 �28，500 �33．000 �29．000 �34．000 �33．000 �39′500 �40．500 �34，500 �42．500 

炉 勿匝：矛 �2名以上1室 �49．000 �51．500 �50′000 �51．500 �49．000 �51．000 �48．000 �51．000 �51．000 �55．000 �49，000 �59．000 �61．000 �65．000 �65．000 

小人 �41．500 �43．000 �41．500 �43．000 �41．500 �42，500 �41，500 �42′500 �42，500 �45．500 �41，500 �46．500 �49．000 �52．000 �52．000 
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●出発空港：福岡・大分・長崎・熊本・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。）

2日間 �3日間 �行　程 �食事 

1 �1 �匡重要4－伊丹・関西空港＝く告白負担〉 � 
＝ホテル■到着後フリータイム 

2 �∵塵白フリータイム �画 
選べるはんなりポイントなどでお楽しみください。 

2 �3 �・∴出晃までフリータイム �画 
ホテル＝〈告白負担〉＝伊丹・関西空港十匝重囲 

［萱空室］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。

ご利用ホテル※特に記載のない関。バス．ト．レ付き※基本ホテル以夕搾ご利用の場合は、追加代が必要とな。ます。

四条烏丸・四条大宮　dam上の地箇名河原訃執四条大富　＝

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★伊丹空港から」R京都駅
までパスで約55分

★地下鉄四条駅から徒歩
約6分

回国園
京榊辺　　　adam上の地域名京都駅周辺

●洋室（1～3名1室）
2名1室はツインまた
はダブルルーム
1泊朝食付き

●lN14：00／OUT12：00

★伊丹空港から」R京都
言　鍼　駅までバスで約5畠分
等　　★」R京都駅から徒歩約2分

因

・御所周辺　adam上の地域名．二条城側所周辺
辺ddam上の地域名河原町烏九・四条大宮

田園
京都駅周辺　　　adam上の地域名・京都駅周辺

rW　∵吾㌔　　●洋室（1～3名1室）

づ：㌣

紬喜ミミ
十日宴門警習最戸転芸

団臨

二、こ「IJ■「．坤　■■・

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★伊丹空港から」R京都
駅までバスで約55分

★」R京都駅から徒歩
約3分

☆朝会を昼食に変更可能

ヨ

京棚辺

●洋室（1－3名1室）
※禁煙ルームのみの設定

となります。
●1泊朝食付き
●tN14：00／OUTll：00

★伊丹空港からJR京都駅
までバスで約55分

★地下鉄京都市役所前駅
から徒歩約3分

京顧七集駅周辺　adam上の地域名康山・宝ケ池

●洋室（1～2名1室）
※2名1室はツインまたは

タブルルーム

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★伊丹空港から」R京都駅
までバスで約55分

★京阪七条駅から徒歩約5分
★」R京都駅から華で約5分
※宿泊陳列日：12／31－1／2

七三ネラルウォーター1本付き

adam上の地域名濠郡駅周辺　積層　　　　　　　adam上の地域各葉山・宝ヶ池

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き

転1鑓芸㌶賞品
駅までバスで約55分

三一百★」R京都駅から徒歩約1分

国電鮎ラ沼）

●和室（2－4名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は19：30までに

開始してください。
●lN14：00／OUTll：00

※客室係のサービスは
16：00からとなります。

★JR京都駅から華で約15分
★京阪祇匿四条駅、阪急河

原町駅から徒歩約10分
※宿泊除外田：11／22、

11／23、11／30、

12／28一一1／4、4／5

闘闇13．150円（1～2歳）
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■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）

■基本代金（お一人様）く福岡発／基本グループホテル・往復基本フライト利用〉
※福岡発着以外の設定もございまもフライト情報ページをご確認ください。

忘㌫斎＼讐8 �A �8 �⊂ �D �E ��lF　－　G ��H‡l毒J‡K 

3名1圭 �19，300 �19，800 �21，500 �22，500 �23．500 ��25，500 �28，000 �．－準拠型1璽享！！蝮些 け9．500を40．300】43．80049，300 

2名1室 �21．300 �21．800 �22，500 �23，000 �24．500 ��28，500 �29．000 

1名1豪 �22，300 �22，800 �23，500 21．500 �23．500 �27，300 ��≧27．300 �30．000 28．0・00 �30，500 �慧鵠諾三一ほ芸≡芸…器 

小人 �19，300 �19，80・0 ��22，500 �23． �由【 �25．500 ��28．500 

3名1呈 �24．000 �26，000 �26．800 �27．300 �30．000 ��30，800 �35．300 �35．800【46月00月9，800け2，800 

2名1呈 �26．500 �28．500 �29．300 �30．300 �31．500 ��31．800 �37，300 �岳37．800 �4寧串00　52．800】準，800 

1名1圭 �29，500 �31．500 �32，300 �33，300 �34，500 ��34．800 �39．000 �39．500 �51，800＿幽 41，80044．800【45．800 

小人 �24，000 �26，的0 �26．800 �27．300 �30，000 ��30．800 �盲35．300 �35．800 

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

ご利用ホテル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は、追加代金が必要となります0

◆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　㊤規定の宿泊費、食事代　③はんなリポイント代
※③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。

雷ホテル追加代金（お一人様／1泊につき）

宿泊日 ��10／1～10／11 ��10／12一一10／31 12／1～12／7 ��11／1～11／9 11／15、11／30 4／ト4／12、5／6、5／7 ��12／8－12／30 1／5－2／28 3／15－3／20、4／13－訂2 ��12／31 1／1 �1／2 �1／3、1／4 3／1～3／14 ��11／10～11／14 3／21一一3／31 ��5／3一一 5／5 

日一会 �土 �日～金 �土※ �日～金 �土※ �日～金 �土※ ���日一会l土 ��日～金 �土※ 

謂諾‰l �3名1室・小人 �1．500 �3，000 �500 �乙500 �3，000 �4．500 �1．000 �1，500 �11．500 �3，000 �追加なし �1，000 �1．000 �3，000 �4，000 
2名1室 �1．500 �5，000 �500 �4，500 �5．500 �7，500 �1，000 �3．000 �14，500 �5，000 ��2．500 �3．500 �6．500 �7．500 

1名1室 �4，000 �6，500 �3，000 �5，500 �6．500 �7．500 �3．500 �5，000 �15，000 �6，500 �2，500 �5，000 �4，500 �6，500 �8，000 

ロイヤルパーク ホテルザ京都 �3名1室・小人 �3，000 �6，500 �3．000 �6．500 �4，000 �6，500 �2，500 �4，000 �7，000 �8，500 �1，000 �3．000 �2．500 �5，500 �6．500 
2名1室 �3，000 �7．000 �3，000 �7，000 �5．000 �7，500 �2．500 �4，500 �8．500 �10，000 �1，000 �3，000 �3．000 �7．500 �8．000 

1名1室 �5，500 �9，500 �5．000 �9，500 �7．000 �9，500 �6．000 �6，000 �10，500 �10，000 �5．000 �4，500 �5．500 �9．000 �10．000 

ハイアット リージェンシー京都 �2名1室・小人 �10，500 �13．500 �12，500 �16．000 �13，000 �17．000 �7，000 �9．000 �－ ��6，000 �11．000 �11．000 �18，000 �8．000 

1名1室 �24，000 �32，500 �28，500 �37．000 �30，000 �39，500 �17．500 �21．000 ���15，500 �27，000 �27．000 �41，500 �21．000 

薪・都ホテル （本館） �3名1室・小人 �追加なし �1，500 �1，500 �5，000 �3．500 �5．000 �1，000 �2．000 �6．500 �4，000 �追加なし �1，500 �3，500 �4．500 �5，000 
2名1室 ��1，500 �1．500 �6．000 �5．000 �6．500 �1．000 �2，500 �9．000 �5，500 ��1，500 �5，000 �6．000 �6．500 

1名1室 �1．000 �2．500 �2，500 �7，000 �6，000 �7，500 �2，500 �3，500 �10，000 �6，500 �1，000 �2．500 �6，000 �6，500 �7．500 

京都新阪急ホテル �ト3名1室・小人 �1，500 �2，500 �2．500 �4．500 �5，500 �7．000 �3，000 �4．000 �9．500 �7，000 �1．500 �2，500 �5，000 �6，000 �5．500 

ホテル京阪京都 �3名1室・小人 �1．000 �3，000 �1，000 �4，500 �3，500 �4．500 �500 �2．000 �2，500 �1，000 �500 �1，000 �3，500 �3．500 �5，000 
1－2名1室 �2，000 �4．500 �2，000 �5，500 �5，000 �6．000 �1．500 �3．000 �4．000　2，000 ��1．000 �2．000 �5．500 �5．500 �7，000 

ぎおん畑中 �3－4名1室 �25．000 �26，000 �29．500 �30，000 �30．500 �30，000 �26，500 �22，000 �－ ��25，000 �26．000 �28，500 �30．500 �31，000 2名1室 �28，600 �29，300 �33，500 �33，000 �34，500 �33．500 �30，500 �25．000 ���29，000 �29，500 �32．500 �34．000 �35．000 

小人 �24，000 �25．000 �28，500】29．000 ��29，500】29．000 ��25，500 �21，000 ���24，000】25，000 ��27．500】29，500 ��30，000 

※10／13、11／3、12／22、1／12、3／21は土曜日の追加代金が適用となります。
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全プラン2名様から催行傍証！
．′‾‾‾「、‾‾‾－‾－r‾‾‾‾十‾‾‾【¶－‾‾‾■→1▼‾‾－‾‾、‘・’‾‾、‾▲▼、‾▼‾‾‾1‾■‾

套　　　こだわりのポイント－●AN二二
リシナルメニュー■＝■1

勝襲感光など）をガイドがご案内
専門ガイド※2がご案内しますので、より充実した旅行
をお楽しみいただけます。
※1▲内容そのものがオリジナルの場合や、組み合わせがオリジ

ナルの場合などメニューにより異なります。※2．ボランティアガ

イドがご案内するコースもございます。※ご案内するガイドは

変更になる場合がございます。

●▲名様から催汚保証で安藤
お申し込みと同時に出発が確定いたしますので、催行

中止の心配がございません。

宿泊についてはホテルページをご鷺ください。…

●2名様以上でお申し込みください。●添乗員は同行いたしません。●各プランの集合時刻に遅

れないように各自でお集まりください。●歩きやすい靴、動きやすい服装でご集合ください。●小

雨決行となります。雨天時に備えて、簡易の雨具をご用意ください。●悪天候の場合、現地ガイドの

判断により行程を変更または中止させていただく場合がございます。また、残雪、降雪、雨天、道路状

況、日没等の現地の状況により直前に行程が変更となる場合がございますのでご了承ください。

赤字の場所は下車観光となります。緑字の場所は入場料などが旅行代金に含まれます。⑳のマー

クのある⊂：＝コ部分は、専門のガイドがご案内いたします。なお、専門ガイドはツアー全般の添乗員で

はございません。また、ご案内するガイドは変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。行

程中、A締マークの部分は、参加人数により、バスまたはタクシーにご乗車いただきます。…は徒

歩、畳ヰは市電での移動となります。交通事情により観光時間が変更となる場合がございます。また、

渋滞や天候などにより行程中の観光地の省略や時間の一部短縮、観光地の順序を変更する場合がござ

います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■旅行企画・実施：ANAセールス（株）

大阪の名物商店街とミナミまち歩き
おもろい大阪の名物商店街と下郡をご案内します。rくいだおれ」で有名な道

頓堀、大阪毒窺仙の問屋街など兇どこる満載です。

ご希望のお客様は、
豚まんで有名な〟蓬
莱本館〟やうどんの名

店〝今井〟などおすす
めのお店へご案内し

ます。※昼食代はお
客様負担となります。
蓬莱本館の豚まんl

小田切聡きん
大阪ミナ三のエ工ところ

をご案内します。大阪グ
ルメスポットもご紹介l

■設定日：2013年10月1日～2014年5月

13日の毎日（12／26～1／5を除く）

※お申し込みいただいてからの手配となります。

■集合場所：なんばマルイ前

■開始時間：10：30（開始時間の5分前集合）

■所要時間：約1時間30分

■行程

澤　責／なんばマルイ前（10：30発）徒歩

【千日前道具屋筋商店街徒歩なんばグランド

花月徒歩法善寺横丁徒歩道頓堀リバーウオーク
徒歩道頓堀商店街（12：00頃解散予定）】

●解散後、ご希望のお客様はおすすめ
の昼食場所（蓬莱本館、今井など）へご

案内いたします。（お客様負担）

大阪プロガイド協会　※なんばグランド花月はご案内のみとな
ぉだぎりナとし　　　　　　り、観劇はいたしません。

才　大阪人による大阪弁の

案内はまるで落語家7
※ご案内するガイドは日によって変更となり富弟

◆料金に含まれるもの
ガイド代　※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。

訂欄笥盲ヨヨお客様のこ凄絶先電話番号携帯）をANAスカイホリデー予約センターへご連絡ください。
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斑鳩の里法隆寺を歩く
「斑鳩の里jは飛鳥時代に聖徳太子が暮らしていた場所です。［∃本で最初の
世界文化遺産である「法隆寺」を中心に、斑鳩三塔を訪れ苦す。

1663年に建立され

た臨漬宗大徳寺派
の寺院。境内全体が

ひとつの茶室として

造られています。昼
食は伝統ある精進
料理をお召し上が
りいただきます。

※料理内容は季節により変更となる場合がこぜいます。

いかるがの里シルバー尉妨イド

松本宗久さん
聖徳太子ゆがノの地、世

ここで　界遺産の法隆寺周辺を
シルバー人材センタ

も　のガイドが楽しくご案内
します。

※ご案内するガイドは、日によって変更となります。

●設定日：2013年10月1日～2014年5月

13日の毎日

※お申し込みいただいてからの手配となります。

■集合場所：」R法隆寺駅

●開始時間：9：45（開始時間の5分前集合）

●所要時間：約5時間

■行程
JR法隆寺駅（9：45発）タクンー島＝

撃墜野【法隆寺（日本で最初の世界遺産をじっ

くりご案内／120分）・中宮寺（30分）】タクシーA＝

【慈光院（精進料理の昼食・拝観／80分）】
タクンーA＝【法起寺（日本最古の三重塔／20分）】

徒歩【法輸寺（虚空蔵菩薩立像など見学／30分）】

タクシーA＝JR法隆寺駅（14：45頃解散）

※参加人数によって、中型またはジャンボ

タクシーにて運行いたします。

9．500円

◆料金に含まれるもの
ガイド代、タクシー代、昼食代、観光施設
入場料等（行程中、緑字で記載分のみ）
※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。



くご利用予定会社〉ニッポンレンタカーまたはトヨタレンタカー※ご予約の際にご希望のレンタカー会社をお申し出ください。

□車種指定・寮煙車指定ができますく設定車種十例〉※ご予約矧こご希望の車種をお軋出くだ乱、。

クラス �凰 �回トヨ呵レi呵カー 
S �フィット、無指定禁煙車 �ヴィッツ、無指定禁煙車 

SA �－ �無指定禁煙車 

A �カローラ、無指定禁煙車 �無指定禁煙車 

日チャイルドシートレンタル
子供用シートは年齢によりベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートの3種類がありまも
6歳未満の幼児は必ずご予約ください。

子供用シート �レンタカー会社 �誓言ル 

ベビーシート �ニッポンレンタカー �625526 
トヨタレンタカー �PO740P 

チャイルドシート �ニッポンレンタカー �62552P 
トヨタレンタカー �PO740Q 

ジュニアシート �ニッポンレンタカー �62552Q 
トヨタレンタカー �PO740R 

※チャイルドシートの予約がない場合は、レン
タカーの貸し出しができませんので、必要な種
類を人数分ご予約いただくようご注意くださ
い。※チャイルドシートの装着により、定員の
乗車ができない場合がございます。※台数に
限りがあり、ご希望に沿えない場合がござい
ます。車の空きがあってもチャイルドシート
がご用意できない場合、レンタカーの貸し出し
はできません。

B全クラスCDプレイヤー標準装備

口全クラスカーナビ・ETC標準装備
※カーナビにつきましては、新設道路や新規宿泊・観光施
設はカーナビに表示されない場合がございますので、道路
状況など詳細は、貸し出し時に、レンタカー係員へご確認
ください。※ETC力一ドは搭載しておりません。お客様の
カードをご利用ください。

日クイックチェックインサービ罠
WEBチェックインサービス
空港営業所にて、レンタカー手続きが手短に終わるクイッ
クチェックインシートをご用意。行きたい場所へすぐに出
発できます。詳しくは、http：／／www・ana．CO．jp／

等聖段露語諾斑澄云器量宗議詣
能となります。携帯電話からはご利用いただけません。

利用時間 ��Sクラス �SAクラス �Aクラス �WSクラス �EAクラス �HVクラス �WAクラス 
（定員5名） �（定員5名） �（定員5名） �（定員7名） �（定員5名） �（定員5名） �（定員8名） 

車種一例 �ニッポン レンタカー �フィット等 �－ �カローラ等 �－ �インサイト等 �－ �ステップ ワゴン等 
トヨタ レンタカー �ヴィッツ等 �ラクテイス等 �プレミオ アリオン等 �アイシス等 �－ �プリウス等 （ハイブリッド） �ノア等 

1日（同日中） ��4．500円 �5．000円 �6．000円 �7．500円 �6．000円 �7，000円 �11．500円 

1泊2日 ��8，500円 �，．50tl円 �11．000円 �13．500円 �11．000円 �12，500円 �20．000円 

2泊3日 ��13．00円 �14．500円 �16．…円 �20，500円 �16．㈱円 �19．00〇円 �30．000円 

3泊4日 ��17．500円 �19．坤〇円 �22．桝氾円 �27．〇〇〇円 �22．000円 �25，00〇円 �40．000円 

4泊5日 ��22，000円 �24，伽の円 �28．000円 �35．000円 �28．000円 �32，000円 �50．000円 

以後1日（ごと追加料金） ��4，000円 �4，500円 �5．000円 �7，000円 �5．000円 �6．000円 �10．000円 

ニッポンレンタカー ナルコート ��62552R �－ �52552S �－ �62552V �－ �62552∪ 

トヨタレンタカー ��PO740S �PO740T �PO740∪ �PO740W �－ �PO740X �PO740V 

■レンタカー料金に含きれる保験内容

〈ニッポンレンタカー〉●対人補償…無制限●対物補償・1億円●車両補償…時価額　　　　　くトヨタレンタカー〉●対人補償・・・無制限●対物賠償保険1事故限度額…無制限

●搭乗者傷害補償1名につき3，000万円まで　※搭乗者の自動車事故によるケガ（死亡・後遺障　●車両補償…時価額●人身傷害補償1名につき3，000万円まで。過失割合にかか
害を含む）につき、運転者の過失割合にかかわらず、損害額を補償いたします。（限度額3，000万円：わらず搭乗中の自動車事故によるけがに対して、総損害額の範露内（損害額設定
治療費を含む損害額は保険約款に定める基準に従い算出します。）　　　　　　　　　　　　は保険約款に基づき保険会社が実施）で補償。

■オプショナルレンタカー乗り捨て料金のご案内〈ニッポンレンタカー・トヨタレンタカー共通〉（1台）

三重県 

3，000円I琵琵ヨ 

3，000円【2，000円E荘盃遷 

5，000円13，000和2，0∞白田 

7，000円 �3，000円 �3，000円 �2，000円 �兵庫県 

3，000円 �2，000円 �2，000円 �2，000円 �3，000円 

7，000円 �5，000円 �5，000円 �3，000円 �5，000円 

●レンタカーの配車と返車場所が異なる地域となる場合、左記表の乗り

捨て料金が必要となりますのでご注意ください。

●乗り捨て料金は現地現金払いではなく、ご利用料金に追加されての
お支払いとなります（税込み）。同一県内の乗り捨て料金は無料となります。

※関西空港配・返車の場合、別途特別費用が必要となります。 

詳しくはお問い合わせください。 
※乗用車・ワゴン共通（消費税込み） 

オプショナルレンタカー利用時のご注意 
※トヨタレンタカーはホテルチョイスプランご利用の方に限ります。※場所により空港⇔営業所間は送迎となる場合がございます。あらかじめご了承ください。※料金は1台あたりとなります。配 

垂・返垂は、空瀞市内営業所となります（配車・返車可能なホテルなど詳しくは、お申し込み時にお問い合わせください。また、一部ホテルについては別途料金が必要となります）。※料金は1日単位 

（同日中）となり、24時間制（時間制）ではございませんのでご注意ください。営業時間内に返車となります。※適用料金・追加料金については利用開始日が基準となります。※レンタカーには別途 

乗り捨て料金が発生します（乗り捨て料金表にてこ確認ください）。※料金には基本料金、車両・対物事故免責額補償制度加入料、消費税が含まれております。駐車料金、ノンオペレーションチャージ 

（NOO、高速代などはお客様負担となります。※乗車定員は乳幼児のお子様も利用人数に含まれております。※カーナビにつきましては、新設道路や新規宿泊億光施設はカーナビに表示されな 
い場合がございますので、道路状況など詳細は、貸し出し時に、レンタカー係員へご確認ください。※走行距離制限はございません。※ガソリンは満タン返しです。※時間短縮に対する払戻は 

できません。※降雪時は山間部など走行場所や天候状況によりスタッドレスタイヤが必要になる場合もございます。ご希望のお客様は、ご予約時にお申し込みください（リクエスト対応）。 

配車は飛行機到着時刻の30分後以降、返車は飛行機出発時刻の60分前までの時間でご予約ください。adamに設定されていない営業所もございますので
詳しくは、ANAスカイホリデー予約センターへお問い合わせください。
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●空港から京都市内へのお送りのみとなります。京都市内から空港までのご利用はでき
ません。降車場所を当日ドライバ」にお伝えください。●京都市内右京区・北区・左京区
の一部の地域は、設定除外地域となります。●小人料金の設定はございません。6歳以上

（小学生以上）は料金が必要となります。ただし、5歳以下のお子様であっても座席を利用
する場合は料金が必要となります。●当日天候の悪化や交通事情により、運行を中止す
る場合がございます。また、発車後、天候の悪化や交通渋滞等により予定時刻に到着でき
ないと判断した時には、その場で運行を中止するか、もしくは最寄りの駅までお送りいた
します。運行中止時の損害補償はございません。●天候状況や交通事情およびその他
の理由などにより、空港出発が予定時刻より遅れる場合がございます。延着による損害補償はございません。●予定の航空便が大
幅に遅延した場合、シャトルにご乗車いただけない場合もございます。●車内は禁煙です。●乗車人数：最大8名（乗り合いタクシー
となります。）ただし、荷物の大きさによって8名ご乗車いただけない場合がございます。●大型荷物（スーツケース等3辺の長さが
200⊂m以下）につきましては、お一人様1個まで無料です。2個日からお荷物料を頂戴いたします。現地にてお支払いください。

●乗り合いタクシーのため出発までお待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。●ご利用時間・伊丹空港出発
は全便で対応いたします。関西空港出発は7時～22時までの対応となります。タクシーは飛行機の到着に接続してお待ちしており

ます。飛行機到着時刻から30分以上遅い時間のご乗車を希望されるお客様は、予約時にご希望時間をお申し出ください。
※詳しくはお渡しする「MKスカイゲイトシャトルのご案内」をご覧くだ乱lo t運営管理者：MK株式会社

adamの予約操作時は、タクシーの配車場所には空港名を入力し、配車時間には飛行機到着時刻の20分後の時間にてこ予約ください。

※タクシー配車時問は、神社仏闇の開門・閉門時問にご注意のうえ、決定してください。
※京都の雷光タクシー乗降車場所のご宿泊ホテルは、京都市内のホテル限定となります。「おもてなしの宿渓山間」は亀岡市内のため乗降車いただけません。

京都市内フリー観光タクシー3時間　諜漂讐個
■棄降車場所：JR京都駅または京都市内ご宿泊ホテル
■所要時間：約3時間

※食事代・有料道路代・駐車場代・観光施設入場代は料金に含まれておりません。当日、
お客様負担にてお支払いください。

閉軸国毎円価司巴届小型・中型：60062G　ジャンボ：60062日

奈良市内フリー観光タクシー3時間　冥濫訝適
■乗降車場所．」R・近鉄奈良駅・奈良市内ホテル
■所要時間：約3時間

小型（1～3名様利用）16，100円

中型（4名様利用）17．850円

写真提供奈良市観光協会（東大寺写真撮影矢野建彦）

※食事代・有料道路代・駐車場代・観光施設入場代は料金に含まれておりません。当日、
お客様負担にてお支払いください。

オプショナルコード箪舶腑駕

神戸市内フリー観光タクシー3時間試買警賢帝
∫乗降車場所神戸空港・JR三ノ宮駅・」R新神戸駅・

神戸市内ホテル（有馬温泉地区を除く）
■所要時間．約3時間

中型（1～4名様利用）12．600円

※食事代・有料道路代・駐車場代・観光施設入場代
は料金に含まれておりません。当日、お客様負担に
てお支払いください。

京都市内フリー観光タクシー6時間　吉男≡警句
●棄降車場所：」R京都駅または京都市内ご宿泊ホテル
■所要時間：約6時間

※食事代・有料道路代・駐車場代・書見光施設入場代は料金に含まれておりません。当日、
お客様負担にてお支払いください。

印吻珂田口個司□届　小型・中型：6006引　ジャンボ：60062J

ロコ飛鳥・韻フリー批タクシー4鯛慰欝賢勾
●乗降車場所●近鉄橿原神宮前駅・近鉄八木駅・
橿原市内ご宿泊ホテル

■所要時間：約4時間

※食事代・有料道路代・駐車場代・観光施設入場代は料金に含まれておりません。当日、
お客様負担にてお支払いください。

田顧寧日円価画コ届60896D

京都駅から京都市内のご宿泊先まで手荷物を配送
いたします。

■運営管理者：
（株）デリバリーサービス

（現地販売価格750円）

勘謂至言5　17時までにお届けいたします。
※交通事情により遅れる場合がございます。

※一部配送除外地区がございます。※壊れやすいものなどお取り扱いできないものが

型寧璽型芦璽璽弧58】ございます淵しくはお問い合わせくだ乱lo　　　璽璽寧竪些事璽蔓璽独特OB


