
田札幌＆道南2・3・4日間 〈福岡発／基本グループホテル・往復新千歳直行便利用〉
※福岡発着往復新千歳直行便利用以外はフライト追加代金が必要となります。

■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■－

1基本代金（お一人様）

※早トク（10／31までにご予約）の場合
は、商品コードの末尾を「A→H」に変更
してご予約ください。

※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。※6名1室の設定があるホテル

をご利用の場合は、4～5名1室の基本代

金を基準とし、ご利用ホテルグループごと

に追加代金が必要となりま‾れ　※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。

単位：円
出舞8 1稟朋人■‾＼→　＼ ��A �8 �C �D �E �F　十j ��H �l �J ��K �L �州 �N ��0 

4－5名1量 �29．800 �31，300 �37，800 �38．000 �39，800】 �42，300． �46．300皇 �50．300 �52，300 �54．800 ��58．300 �58．300 �69，800 �70．800 ��74，800 

29800 �31300 �37800 �38000 �39800 �42800∃ �46800 � � �55300 ��56800 �58800臣　70800 ��71800 ��75．800 7年．鱒＿ 77，800 2 日 間 �2名1重 �29．800 �31．500 �37．800 �38．500 �40．300 �43．800 �47，800 �51，800 �53．800 �＋＋鱒． �800 �57，800 �≧59，800i71．800 ��72竺： �嬰や 

1名1皇 �29，800 �32，500 �再8．800 �巨泊．500 �40．800 �44，300 �48．800 �52，800 �54，800 �57，80・○ ��58，800再0，800 ��72，800 �73．000 

小人 �29．800 �31，300 �37．800 �38．000 �39．800 �42，300 �46．300 �4乳800 �51．800 �54，300 ��55．80：0 �57．300 �68，800 �69，800 ��．70，800 

」と空阜！，圭 　3名1王 ��31．800 �33，800 �38，600 �39，30・0 �40．300 �40，800t　42，的0 ��46，300 �∈　52，800 �55．800 ��59．800 �65．800 �72．800 �75，300 ��86，300 

31．800 �33．800 �38，600 �39，300 �40，300 �41800≧　43800 ��46さ00 �喜　53，800 �57．800 ��t堅！J800 †63．300 �66，800 �73，800 �76．300 ��88，m 

日 間 �2名1王 �32，800 �34．800 �39，500 �39．800 �41，300 �42．800　44．800 ��48．300 �55，300 �59，800 ���68，800 �74．800 �77，800 ��88，30 

1名1圭 �34，800 �36，800 �41．000 �41．300 �43．300 �44．800　46．300 ��51，800 �56．800 �工学0，300 ��68．800 �71，800 �77，800 �∈78，800 ��88．300 

小人 �31．800 �33，800 �38．600 �39，300 �40．300 �40，800‡42面も ��ぎ46．300 �52，300 �54．800 ��58．800 �64．800 �71，800 �73，800 ��76，800 

4－5名1圭 �35．800 �38．800 �41，800 �43．800 �45，800 �50，300 �竪　52，300 �55．800 �≡　59．800 �63．800 ��71．800 �77，800再7．300 ��97．300 ��102，300 

4 8 円l �3名1塞 �36．800 �39．800 �42．300 �44．300 �46，300 �50．800 �52，800 �56．800 �560，800 �64．300 ��72，800 �80，80呵　88．300 ��98．800 ��104．80 

2名1量 1名1皇 �37，800 �40．800 �43．300 �44．800 �46．800 �52．300 �‡甲，叩 t57，800 �57，800 61．800 �61．800 64，800 �叫叩 68，300 ��アナ，哩！．300 ���99．800 ��107．300 110．800 96．800 

41．800 �44，800 �46．300 �47，800 �49，300 �56．800 ������77．30・0 �岬 ��103，800 

小人 �35．800 �38．000 �41，800 �43，800 �45，800 �50，300 �2　52．300 �54，800 �宣　58，800 �62，800 ��70．800 �76．800い9，800 ��85．800 

◆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（羽田ヰ部国際空港乗り継ぎの場合）③規定の宿泊費、食事代
④うれしいポイント代（P18）早トク対象者のみ　※④をご利用にならなかった場合の払戻はございません。※規定以外の交通費、食事代、入園料等はお客様負担となります0

…ホテル追加代金（お＿人様／1泊につき）

※★は土曜日代金適用となります。

宿泊 �宿泊日 �10／1一一10／13 ���10／14～12／22 ��1／5～1／31、2／12～4／25、 ��12／23・－ �12／28 �12／30～ �2／1～2／4 �2／5～ �4／26～ �5／2～5／5 

ホテル グループ �1室 利用人数 �（★10／13） ���（★11／3、12／22） ��5／6－5／8（★ �1／12、3／21） �l12／27 �12／29 1／3、1／4 �1／2 ��2／11 �5／1 

日～金 ��土★ �日一会 �土★ �日～金 �土★ 

訪珍妙＝飼転一 ��追加 �������代金なし0円 

感 ・勲桓群 �嶋以上1董・小人 �1000 ��1．500 �500 �1．000 �1，00011．000 ��500 �1′500 �2．000 �1′500 �2．000 �2′500 �1，500 
3名1室 �1 �l ．000 �1．500 �500 �1－000 �1，000 �1．000 �500 �1′500 �2．000 �2，500 �3．500 �2，500 �1．500 

2名1室 �1000 ��1．500 �1．000 �1．500 �1．000 �1．000 �500 �2．000 �2．500 �2．500 �3．500 �2′500 �2．000 

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

4名以上1室 �2500 ��3000 �2．000 �2．500 �1，500 �2，000 �2．000 �3．000 �4．000 �2，000 �3，000 �3．000 �2′000 

0 �3名1圭 �′ 2．500 ��′ 3．000 �2．000 �2．500 �1′500 �2′000 �2．000 �3．000 �4．000 �2，000 �3．000 �3′000 �2．000 

例b〒夢 �2名1室 �2500 ��3．000 �2．000 �2．500 �1．500 �2．000 �2，500 �3．000 �4．000 �2．000 �3．000 �3，000 �2．500 

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

電 弥夢 �4名1室 �3500 ��5′000 �2′500 �3．000 �2′000 �2．500 �2．000 �3．500 �5，000 �4．000 �5，500 �3．000 �3．500 
3名1室 �′ 3500 ��5．000 �2．500 �3，000 �2．000 �2，500 �2．000 �3．500 �5．000 �4，000 �5′500 �3．000 �3，500 

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

1名1室 �5，500 ��6．500 �3．500 �4′500 �3．500 �4．000 �3′500 �5．500 �6．500 �6，000 �8．000 �3，500 �5．000 

感 動軽薄 �4名以上1室 �4000 ��6．000 �4，000 �5．000 �4．000 �5．000 �3．500 �10′500 �13．500 �3．500 �3．000 �9′000 �7．500 
3名1圭 �l 4．000 ��6．000 �4．000 �5′000 �4．000 �5．000 �3，500 �10，500 �13．500 �4．000 �3．000 �9．000 �7．500 

2名1室 �4．500 ��6，500 �4′500 �5′500 �4．500 �5．000 �4．000 �10．500 �14′000 �4．500 �3．000 �9．000 �8′000 

1名1室 �4．500 ��6．500 �4．500 �5．500 �5′000 �5，000 �4．500 �10．500 �14′000 �6．000 �6．500 �10．500 �8．000 

嶋以上1量りj、人 �9500 ��11．000 �9．500 �11′000 �9′500 �10，500 �9．500 �10．500 �20．500 �9．500 �6，500 �10．500 �11，000 

グ∫Eプ �3名1室 �l 14000 ��16．000 �14．000 �16′000 �12．500 �13．000 �14．000 �14，500 �20．500 �12，500 �10．000 �14．000 �14．500 
2名1室 �l 14，000 ��16．000 �14′000 �16．000 �12．500 �13．000 �14，000 �14．500 �20，500 �12．500 �10．000 �14′000 �14．500 

b・（・dグループ小人 ��各グループの4名以上1室追加代金よりお一人様1泊につき一律500円弓 ����������きとなります。 
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ロ］函館＆湯の川2・3・4日間 〈福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島・那覇発／基本グループホテル利用〉
※宮古・石垣発着は、フライト追加代金が必要となります。

■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）

ヽ基本代金（お一人様） Aフライト追加代金は必要ありません。

※早トク（10／31までにご予約）の場合
は、商品コードの末尾を「A→H」に変更
してご予約ください。

※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。　※4～5名1室の設定があるホ

テルをご利用の場合は、3名1室の基本

代金を基準とし、ご利用ホテルグループ
ごとに追加代金が必要となります。
※ご宿泊ホテルにより追加代金が必要と

なります。※基本フライト、A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。

単位：円

，忘蒜＼」讐 ��A �8 �⊂ �D �E �F �G �H　　l　t ���J �∃　K �し． �…」肌 �N �0 

2 日 間 �3名1室 �48．800 �49．800 �52，300 �54，300 �57，300 �59，800 �62．800 �66，300 ��i70，800 �73．800 �78．300 �81，300 �83．800 �87．80・0 �121．80 
2名1王 �47．300 �50．300 �52．800 �54．800 �57．800 �60．300 �63．300 �67，300 ��71．800 �74．800 �79．300 �82，300 �84．800 �88．800 �122，800 

1名1塞 �48．300 �51．300 �53．800 �55．800 �58．800 �61，300 �84，M �68，300 ��72．800 �75，800 �80．300 �83．300 �85．800 �89，800 �123，800 

小人 �46．300 �49．300 �51．800 �53．800 �56．800 �59，300 �62．300 �65．800 ��70．300 �72，800 �73，800 �74，800・ �76．800 �79．800 �89．800 

3 日 間 �3名1呈 �49800 �52800 �53．800 55．300 �55．800 57，800 �57．800 59．300 �58．800 60．300 � �毒 �� � �70800 72，300 �84800 �88300 �108300 �い熱学鱒 125，800 
2名1圭 �51，800 �54．300 �����62，300 �i4． �i由 �65，800 �87．300 ��86，800 �90，300 �109，800 

⊆　1名1主 �53，800 �55，800 �56．800 �59．300 �引），800 �61．800 �旨63，800 �引i．300 ��67．300 �69．300 �73，800 �88．300 �91，800 �111．3〇・〇 �127，800 

小人 �49．300 �52，300 �53，300 �55．300 �57，300 �58，300 �59，800 �61．800 ��62，800 �65，800 �69，800 �82，800 �86，300 �93．80・0 �95．80 

4 日 用 �3名1基 �54．80叫56．000 ��57．800 �59．800 �61．300 �62，800 �84．800 �67，800 ��68．800 �73，800 �75．800 �04．300 �90．800 �112，800 �126．8 
2名1重 �57．300 �59．300 �60．300 �62，300 �63．さ00 �64．800 �66．800 �69，800 ��71，300 �76，300 �78．30・0 �85，300 �92．300 �113．800 �127．800 

1名1皇 �59，300 �61．300 �62，M �64，300 �65，… �66．800 �68，800 �】72，300 ��73，800 �78．300 �－80．300 �87．300 �94，300 �115，300 �129，800 

小人 �54，300 �56．300 �57，300 �59，300 �引）．000 �61．800 �い日周00 �6与．800 ��67，帥0 �72，800 �74，m �77．800 �け8．800 �99．80：○ �99．8 

◆基本代金に含まれるもの　①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃　②国内線旅客施設使用料（羽田・中部国際空港乗り継ぎの場合）　③規定の宿泊費、食事代
④うれしいポイント代（P18）早トク対象者のみ　※④をご利用にならなかった場合の払戻はございません。※規定以外の交通費、食事代、入園料等はお客様負担となります。

ホテル追加代金（お一人機／1泊につ剖

※★は土曜日代金適用となります。

㌢23

宿泊 �宿泊白 �10／1～10／13 ��10／14～12／22 ��1／5－1／31、2／12－4／25、 ��12／23－ l12／27‾ �12／28 �12／30・－ �2／1、2／4 �2／5－ �4／26～ �5／2－5／5 

ホテル グループ �1室 利用人数 �（★10／13） ��（★11／3 �、12／22） �5／6～5／8（★ �1／12、3／21） ��12／29 1／3、1／4 �1／2 ��2／11 �5／1 

日～金 �土★ �日一一金 �土★ �日～金 �土★ 

錮匪沸鯵脇 ��追加 ������代金なし0円 

最も 珂軽や �3名1室・小人 �1．000 �1．500 �500 �1．000 �500 �1′000 �500 �1．500 �2，000 �2′500 �3．000 �2．000 �1′500 2名1圭 �1．000 �2．000 �1．000 �1．000 �1，000 �1，000 �500 �2，000 �2．500 �2，500 �3′500 �2，500 �2．000 

1名1重 �2．000 �3．000 �1．500 �2，000 �2′000 �2．000 �1．500 �2′500 �3．000 �3，500 �5′000 �3．000 �2．500 

0 銅〕⊃汐 �3名1室・小人 �2．500 �3．000 �3．000 �3．000 �3，000 �3．000 �3．000 �3，000 �3，000 �3．000 �3．000 �2′000 �4．000 
2名1圭 �2．500 �3．000 �3．000 �3′000 �3．000 �3．000 �3′000 �3′000 �3．000 �3．000 �3．000 �2．000 �5，000 

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

∴ �4名以上1室 �3′500 �4，500 �3．500 �4．500 �3．500 �3．500 �3．500 �4，000 �11．500 �3．500 �3′500 �6．500 �8．000 

3名1室 �4′000 �5．000 �4．000 �5．000 �3．500 �3′500 �3．500 �4′000 �13．000 �3′500 �3′500 �8．000 �9，500 

2名1室 �4′500 �6．000 �4．500 �5．500 �4′000 �4′000 �4，000 �4．500 �13．500 �4．000 �4．000 �9．000 �11．000 

1名1重 �9．000 �10．500 �9．000 �9．500 �8′500 �8．500 �8．500 �9．000 �18．500 �8．500 �8．500 �13．500 �15．500 

感 動締 �4名以上1室 �5，000 �6．500 �4．500 �5．000 �4．500 �5．000 �4，500 �5′000 �11．500 �5．000 �5．000 �8′000 �8．000 
3名1室 �5′000 �6′500 �4′500 �5．000 �4．500 �5．000 �4，500 �5．000 �11．500 �5．000 �5′000 �8．000 �8．000 

2名1室 �5．000 �6．500 �5．000 �5．500 �4．500 �5．000 �5．000 �5′000 �11′500 �5．000 �5′000 �8，000 �8．000 

1名1董 �6．500 �7．500 �6．000 �6．500 �6．000 �6．000 �6．000 �6，500 �11．500 �6．000 �6．000 �8．000 �8．500 

4名以上1皇 �8．000 �11．500 �8′000 �11，500 �7．500 �11．500 �11．500 �12．500 �15．000 �8．500 �11．000 �10．500 �10，500 

3名1重 �9．000 �12．500 �9′000 �12．500 �8．500 �12．500 �12，500 �13．500 �17′000 �9，500 �12．000 �11．500 �12．000 

2名1室 �9′000 �12．500 �9′000 �12，500 �8，500 �12．500 �12．500 �13．500 �17′000 �9，500 �12．000 �11，500 �12．000 

甘・ご 左・ここ、； �4名以上1室 �16．000 �18．000 �16．000 �17．000 �15′000 �17′000 �16．000 �17′000 �22．500 �17，000 �16．500 �14，000 �15．500 3名1圭 �19′000 �20．500 �19．000 �20．000 �18′000 �20．000 �18．500 �20．000 �25．500 �19′500 �19．500 �17．000 �18．500 
ク　　＿Z �2名1圭 �22．000 �23．500 �21．500 �22．500 �20．500 �22．500 �21．500 �22，500 �28．500 �22′500 �22．000 �20′000 �22．500 

⊂～fグループ小人 ��各グループの4名以上1室追加代金よりお一人様1泊につき一律500円弓 ���������きとなります。 



旅の作り方

追加代金で復路列幸を

北斗星個室
（デュエット、

ツインデラックス）

カシオペア
A寝台個室

（カシオペアツイン）

にグレードアップ可能！

●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：〈北斗星利用〉2013年10月1日～2014年5月6日の毎日出発

蛋カシオペア利用氾013年10月旧～2014年3月知日の特定日出発罪詳しく臥貴朝カレンダーをご覧ください。

●食事条件：朝食付き（ただし、ご利用ホテルによって蘭掛夕食付き※詳しくは、各
ご利用ホテルのご案内をご覧くださいか※復路列車での朝食はございません。）

●最少催行人員：2名（ただし、1名1室の設定があるホテル・北斗星B寝台のみ
を利用する場合は1名様となります¢）

3日廟 �4日間 �5日間 �相聞 �7日間 �行　程 �食事 

1 �1 �1 �1 �1 �直垂画す新千歳空港紀は函館空港 � 
（各自負担）＝ホテル㊨到着後フリータイム 

2 �2 l 3 �2 ‡ 4 �2 i 5 �◆終日フリータイム �亘 

2 �3 �4 �5 �6 �◆出発までフリータイム �匝］ ホテル（各自負担）＝札幌駅（夕方発） 

∈璽聖∃聖一室≡要望（車中泊） 

3 �4 �5 �6 �7 �Ⅰコ】】】コ】】】】】】＝■＝■＝■＝（午前中着）上野駅（各自負掛 � 

羽把漕軒ターミナル〈11：30以降出発の便ヰ匡童画 

陶についてはお客様のご利用空港となりまも利用空港・榊倭につい¶まフライト鞘ページをご覧ください。
くご注意〉※1名様でご参加の場合、北斗星の個室・カシオペアはご利用いただけません。
※カシオペアツインの1名利用は3名様以上の奇数人数でご参加の場合のみご利用いただけ
ます。ただし、大人の方のみ対象となり、小人のお子様は2名利用にてご予約ください。※3名

様以上でご参加の場合、列車の号車が分かれる場合がござい爵苑また、北斗星の個室を奇数
人数でご利用いただくことはできません。※号車・階数・お部屋の指定等はできません。

札幌駅発車時刻17：12（上野駅到着9：38）

0置㌫絢an
お一人様（大人・小人同額）

食堂車で
本格的なディナーを。

芸も二・
フランス料理7．800円

※ディナータイムは18，00～19：20、19．40～21：00

となります。※満席等の理由によりご利用いただけな
い場合がございます。※季節によりメニューが異なる

場合がございます。※混雑時は相席となる場合がござ
います。※お食事のご利用時隈の指定はできません。

札幌駅発車時刻16：12（上野駅到着9：25）

0置蒜静Ian 一箪確率軽無沌重奏臼

お一人様（大人・小人同額）

夕食は食堂車にて。
お弁当は個室へお届けします。

フランス料理　　懐石御膳　　　カシオペアスペシャル弁当

7．800円　　　5．500円　　　3．500円

※ディナータイムは1715～1815億石のみ）、18．30～19こ50、20：柑～

21：30となります。※漬席等の理由によりご利敵＼ただけない場合がござい

ます。※季酎こよりメニューが異なる場合がご凱＼ます。※混建時は相席

となる雛がございます。粗食事のご利用番蹄の指定はできませんや

※カシオペアスペシャル弁当はカシオペア潤の雛メニューとなります。

′‥，一】射し叶もば軋磁寓軋、濾麗姐
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匡匝台特急の旅3～7日間
〈福岡発／基本グループホテル・北斗星B寝台・往路新千歳直行便利用〉
※福岡発着往路新千歳直行便利用以外はフライト追加代金が必要となります。

※1室の利用人数が宿泊日ごとに異なる場合、最大の利用人数の基本代金を適用します。

※6～8名1室の設定があるホテルをご利用の場合は、4～5名1室の基本代金を基準とし、ご利用ホテルグループごとに追加代金が必要となります。

※ご宿泊ホテルにより追加代金が必要となります。※基本フライト以外をご利用の場合、追加代金が必要となります。

※北斗星（デュエット・ツインデラックス）およびカシオペア（カシオペアツイン）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航空運賃　⑦国内線旅客施設使用料　③規定の宿泊費、食事代　④JR運賃・料金（北斗星B寝台行程記載分）
⑤宿泊施設の有料駐車場代（宿泊日数分）※④①をご利用にならなかった場合の払戻はございません。※規定以外の交通費、食事代、入園料等はお客様負担となります。

■出発日カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください）
※カシオペア（カシオペアツイン）ご利用は○の出発日のみとなります。

■基本代金（お一人様）

』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）
※カシオペア（カシオペアツイン）ご利用は○の出発日のみとなります。

｛基本代金（お一人様）

25

■出発旧カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください）
※カシオペア（カシオペアツイン）ご利用は○の出発日のみとなります。

∈】 �月‾ �火 �村木 �金l土 ��白l月卜火 ��水＿木 ��＿金 �圭1日1月 12■1：｝1■ ほ。は �火 �水 ��木l金l土 ����□l月 �火 �水L木 �盆ト �土1白l月1些L埜 ユ822日9】 ��本金 �土 �l∃ �月 

■11≡ ■■≡ � � �1 D �昌⊥妄 】 �■≠5 ≡E 12 亡 右下‾ラ 1 ��‘胤 � �910 。H 67 ��11 �� ��8 3 � � ��119 モ 1■10 ．■ �芸）等 �ユ2　23、24 ��25 ���31 H � � � 

■ ������ ��� ���22 ���‾加ノ29 ■ll �10 ■ � � 

■l■三 �1 � �ユ A �■　′ ���0　　0 ��1T �12 D 9 E ¢ bl ¢ モ 1曹 〔－ � �訂，いも �¶1一ブ1 1＝ 14 C lfフ J 11 F 1≦ F � �� �‾貞巧 �21 �� �㌫ il 一＝ 18 1＝ 1丘‾ F 要i F �王．蒜 �2 � � � � � � 

1ユ N 【 �34 K l G ��与● 遭羞‡ ��■ 5‾ ��10 ������● 3 テ �110 ，卜毘 D ��19id l 117 l ��22i3 1喜 �2412 1‾i �5227 Dl 2　ユ■ ql �摺ン2 江詔 �301 D 27≡ E． � �l l �F 【 

】 】 �1 F �】i ・さ一・・1 �ll去 ‡■這 ��惜・一夏毒 � �rS i‾… ��7 tl l島 �������ェ還し呈 ≡1■：1● it≦■蔓 ��　K ‾ユOTil FK ��塚一芸 要FE �足裏 書芸喜2 �蔓渾芸 �125r2 ！＿F＿j i29‡30 ll �】 �晋j �30 l⊂ 「‾‾■‾ �31 l 

1！ユ ��慧圭 � �チ蔓五重 � �� � � � � � � � � � ��う○【21L22l刀l24lおl28 ����27】卸 �2，l沖 �31 � � 

■基本代金（お一人様）



■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）
※カシオペア（カシオペアツイン）ご利用は○の出発日のみとなります。

2月

■基本代金（お一人様）

■出発巳カレンダー（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）
※カシオペア（カシオペアツイン）ご利用は○の出発日のみとなります。

臼 �月 �火 �水 �木 �金l土 ��日l月日火 ��水木 �金土 ���lヨ　月l ��水l木l金l土 ��日l月l射水l木l金土 ����l∃　月l、 �� �水l木l金l土 ���日 �月 

■11≡ � � �1 D �ユ D �3 D �三長足 �� �7■　ヽ・■ �19　10 �11　12 ��� �3　14 �F16　17 �19 l �20　　1　2：2　23　24　2 ����27　　8∩∴之 �� �’　0　31 ��� �」 

11月 � � � �l ��1＝ �� �。Il」8 �8．8 � ��� � �8 � �損　　8　　　8 ��】辱 28 �� � � �三　芳 �L更 

12月 �1 � �A �141．5 ��0　　7 �� �9　10 �111j �1314 　K l011 ��� �5　1 �110　19 �21 N �ぞ㍉′23、Ii■Jrid ���� �� � � �� � 

1月 ����1ユ 」■l ��31‾■ l �� �r6　7 　E �●　■ 　D ���� �2　13 �⊂ �1■ H � ����畠だ4▼ユ �� �30 亡 も「ラフ D 古でララ G＿＿ � �� � 

2月 � � � � �l ��1 ll∧ � �r3　4 　M � �� � � � �1213 ．く＝ �15 H �16 ⊂： � �������■ F �� � 

イ　三 � � � � �ト ��1 l ゝ‾〟岳‾ J �卜 l �ヨ∵1・4 　D＿ �D＿ ��� � �10 �‾12nj 　一戸 �＿J＿ �Lf �＿EA£まf �空俸 ��23 E �之5 加1一志 d妻l ���加 ．P �2■ 」Hr �30 ＿＿く＿ �31 （＝ 1 E �2 �3毒4 EFE ����7■● EEE �91011 Ell≡lE �����打軒 �皆昔 �19 J �i三〇 ヲE �ヤ甲準 ���「i7 トG ���．管 ��� 
一十71r J皇l ����－　　　　　　　　　　　　▼ �l � � � � �12 �l �17110 ���23 �24 �ユ5 �20l27 � �20l29 �ユ○ �31 � � 

｝基本代金（お一人様） 単位：円

」ホテル追加代金

※3名様以上の奇数人数でご参加の場合のみご利用いただけます。
ただし、大人の方のみ対象となり、小人の方は2名利用にてご予約ください。

ご利用日 ���10／2一一12／26、1／6～2／4、 　2／12－3／30 �12／27～1／5、2／5、2／11 �3／31～4／25、5／7～5／11 �4／26■－5／6 

北 斗 星 �デュエット �大人（2名利用） �2．500 �1，500 �2．500 �1，500 小人（2名利用） �2．000 �2．000 �2，000 �2，000 

ツインデラックス �大人（2名利用） �13．000 �10．000 �13，000 �10，000 

小人（2名利用） �11，000 �11．000 �11．000 �11．000 

カシオペア （カシオペアツイン） ��大人（2名利用） �14，000 �12，000 �－ �－ 
大人（1名利用）※ �35．000 �32．500 �ー �－ 

小人（2名利用） �11．000 �11，000 �－ �－ 
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1名様から催行保証
J　ご予約と同時に催行確定けアー催行中止の心配がありません。

／も地元の食材を活かした

ぎこだわりの昼食付き

回コース閻
ニセコノーザンリゾート・

アンヌプリ

「羊蹄弁当」
ニセコウオーター1本付き

【ヨコース肇墜墜圏
小樽貴賓館（旧青山別邸）

r選び丼jまたは

バス車内でのうれしいおもてなし

m¶噛り□醐　お茶をご用意

※ご乗車人数によりバスからハイヤー・タクシーに変更となった場合は
ご利用いただけません。

施設からのちょっぴりポイント
バスを利用して下記の施設に立ち寄ると・息．

下記のポイント付き！（お一人様1個）

ポストカード

オリジナル昆布商品

※内容は変更となる場合がございます。
※旅程表のご提示が必要となります。

ANAバスA・8号限定

小樽観光ガイドマップ付き！
小樽市内散策に便利なガイドマップを
バス車内でお渡しします。

観光施設からの匝］のご案内
下車観光する観光施設の入場料金などが割引になります。

蔚琶嶺 �三上匹ヨ厩昏　　　二㌦1■ 

石原裕次郎 �大人（中学生以上）1．500円→1．350円 

雷己念舘 �小人（小学生）300円→270円 

五稜郭タワー �大人840円→760円、中・高校生630円→570円 
小学生420円→380円 

※上記通常料金は2013年7月現在のものとなり、変更となる場合もございます。

その場合、害帽l料金も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。

0置詣静Ian定期観光バス「函銀山夜景ロマンコース」儲監㌫弧沌旧

乗車場所 ��出発 �時間 �所要時間 
10／1～2／28 �3／1～3／31 

湯の川地区 �平成館しおさい亭 �19：28 �19：23 �約2時間 15分 
望楼NOGUCHl函館 �19：40 �19：35 

函館市内 �ラビスタ函館ベイ �19：40 �19：40 �約1時間 30分 函館国際ホテル �19：45 �19：45 

函館駅前定期観光バスターミナル �19：53 �19：53 

※記載以外の乗車場所もございます。詳細はお問い合わせください。

27

■運行日：10／1～3／31の毎日※12／31～り1は運休

各ホテル＝函館山（夜景見学・約30分）＝各ホテル

※乗下車場所は同一となります。

料金（お一人様） �湯の川地区乗車 �函館市内乗車 

10／1－10／31 �大人1，200円 �大人　900円 
小人　700円 �小人　550円 

11／1－3／31 �大人1，800円 �大人1，500円 
小人1，000円 �小人　800円 

鵠　※函館市内ホテル、湯の川地区ホテルにご宿泊の方のみご利用いただけます。※－0／ト10／15は往路バス・復路ロープウェイ利用（料金に含まれます）、10／16～10／31は往復バス 

利用、1り1～3／31は往復ロープウェイ利用（料金に含まれます）となります。※降雪などにより登山道が閉鎖された場合は運休となる場合がございます。※天候や交通事情等により時間が変更 
となる場合がございます。また、補助席のご利用となる場合がございます。※当日の乗車人数によりバスをお乗り換えいただく場合がございます。※ロワジールホテル函館にこ宿泊の方は函館駅 

前定期観光バスターミナルよりご乗車ください。こ康幸の際はターミナル待合室の「北都交通窓口」にてお名前をお申し出のうえ、待合室でお待ちください。※湯の川地区ご宿泊のお客様は「函 

館山夜景ロマンコース」こ乗車前に夕食をお取りいただきますが、十分なお時間を取れない場合がございますので、あらかじめご了承のうえ、ご利用ください。　■運行管理者：北都交通（株） 

0芦品盲もIan冬の札幌もいわ山夜景パスコー

串18：00　　　　閉　串18：10　　　　串18：20 

札麟駅前バスターミナル＝札幌全日空ホテル・札幌グランドホテル 
窃18：45　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　章20：15 

＿　藻岩山ロープウェイ山麓駅 ‾【藻岩山ロープウェイ・ケーブルカー（もーりすカー）乗車】‾ 

¢20：45　　　　¢20：50　琵慧；¢20：55　　　　証慧 
＝札幌グランドホテル・札幌全日空ホテル＝札幌駅前バスターミナル 

■運行日：12／1～3／31の毎日　※棄下車場所は同一となります。

大人2′500円 小人1．400円
諾■　※藻岩山ロープウエイが天候等により運休の場合、運行中止とな 

る場合がございます。※雪まつり期間（2／5～2／11）は、大通雪まつり会場 

〈車窓〉纏由となり、藻岩山ロープウェイ（19：05～20：35）、札幌グランドホテ 

ル（21：05着）、札幌全日空ホテル（21：10着）、札幌駅前バスターミナル（21： 
15着）となりますも 

■運行管理者：北海道中央バス（株）



ご利用ホテル…望漂撃だ芸濃究；遥塞温こホテル追加代金が必要とな。ます。

adam上の地域名札幌 札幌（大通公地周辺）　adam上の地域名札幌 札幌（中島公園周辺）　∂由m上の地域名札幌 辺）　　adam上の地域名札席

●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

★地下鉄すすきの駅から
徒歩約1分

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札幌部から徒歩
約2分

●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／

笹朝食を昼食に変更可能

（中島公開周辺）　adam上の地捜名胤頗

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で約60分

★地下鉄中島公選駅から
徒歩約2分

※露天風呂は女性用のみとなり

ます。男性用はございません。

田園田圃田

adam上の地域名小樽　函館

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

OUT12：00

★新千歳空清から電車で約
70分

★JR小樽築港駅から徒歩
約5分

☆朝食を昼食に変更可能

還逗蜃濾讃琴
l

・士　　　　　　　　　⊆

の川　　　　　　　adam上の地域名．湯の川

●洋室（1－4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

●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
●lN14：00／

OUT12：00（通常日：00）

★新千歳空港から車で約60分

★地下鉄西日丁目駅
から徒歩約2分

国圏諸因因
a由m上の地域名・函館　函館　　　　　　　　　adam上の地域名函館

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★函館空港から車で約25分
★JR函臨駅から徒歩約7分

嬢朝会を函鑑朝市指定店の「海鮮剤に変更可能

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

★函館空港から車で約10分
★JR函能駅から車で約20分

回国領国田

た海羊事の入浴券付き

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

黙瀦索★農芸漂盈
■　t：1：　■　　　■　　L　■　ヽ■1「し＋‾ト‾　▲　■

1　t L　一一1L

垂錘羨恕
★」R函館駅から徒歩約1分

告ウェ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

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00／

OUT12：00（通常日：00）

★新千歳空港から電車
で約36分

★JR札幌邪から徒歩
約7分

た朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名：小橋

「1r「；票詰詔書1
室）

●lN15：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で
約80分

★JR小樽駅から徒歩
約7分

Ar朝食を昼食（ランチバイキング）に変更可旨

函館　　　　　　　　　adam上の地域名函館

●洋室（1－2名1室）
和洋室（3名1室）

※洋室は、バスなレ
シャワーブースのみ

●1泊朝食付き
●lN15：00／

繭繭適量毒呈琴品
頭‾‾‾★」R函館紛ら徒歩約10分

声女性のお客様にレディースセットご用意

㈹■※行程表記載の［亘至垂］についてはお客様のご利用空港となりまも利用空港・路線・便についてはフライト情報ページをご覧ください。※赤字の場所が下車観光場所、 

★印が付いている施設は有料入場施設（お客様負担）、E』印の施設は有料ですが割引料金でご利用いただけます。また、緑字の観光施設は入場料等が旅行代金に含まれております。昼 

食は各自負担となります（昼食付きコースは除く）。観光施設の入場料金の割引・施設からのちょっぴりポイントをご利用の場合は、ANAスカイホリデーの旅程表を各施設の係員にご提示 

ください。※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。 

※パスにご乗車の際は、必ず出発時間の10分前までにご集合ください（集合場所は、行程案内書の「パスのご案内」でご確認ください）。※行程中のパススケジュールは、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。※特に「接続」と表記のない場合、飛行機との乗り継ぎ時間は40分以上お取りください。※パスは、ご乗車人数によっては、予 

告なしに中型パスり小型バス・ハイヤー・タクシーとなる場合がございます。※各地区におけるホテルの到着順序は諸事情により変わ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。（中型バス・小型バス・ハイヤー・タクシー運行の場合、バスガイドが付かない場合がございます。）1日ごとにパスやガイドは異なる場合がありますの 

であらかじめご了承ください。※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。また、特に記載のない限 

り、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。※他の発地からのお客様との混乗のため、空港にてお待ちいただく場合がございます。 
※他社のツアーのお客様と混乗となりますのであらかじめご了承ください。※パ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 

変更にともな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。 
＋「ANAバス」の運営管理者：ANAセールス（株） 
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ノスタルジックな街、小樽
小樽運河
散策路やガス灯、倉庫群などノスタル
ジックな雰囲気がただよいます。

大沼臼定公置

駒ヶ岳を背景に「大沼」「小沼」「じゅん
さい沼」の3つのラ召の美しい風景が広
がります。

ニセコノーザンリゾート

アンヌプリでの昼食
ニセコの旬の食材
を使った「羊蹄弁当」

をご用意。

ニセコ　ミミP

撃計測夕納　品

l寄付き！

（イメージ）

ご利用ホテル

29

匝函館・湯の川

㍗ �函館国際ホテル東館 

ロワジールホテル函館 

ラビスタ函館ベイ 

平成館しおさい亭 

望楼NOGUCHl函館 

＝∵札幌・小樽

⑳ �札幌東急イン 

ホテルサンルートニュー札幌 

札幌エクセルホテル東急 

ホテルノルド小樽 

札幌全日空ホテル 

センチュリーロイヤルホテル 

追加 アートホテルズ札幌 

札幌プリンスホテルタワー 

グランドパーク小樽 



●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20日～2014年4月6日の木・金・日曜日出発
●食事条件：2泊2朝食1昼食付き※湯の川宿泊の場合は1夕食付き　●最少催行人員：1名

日程 �行程 �食事 

1 �院湿遡註　画室画十函館空港（各自負担）＝ホテル（函館・湯の川）◆到着後フリータイム �※ 回 

憶遜遍巳監‾直垂軋①ANA853便〉またはく④ANA393便〉ト函館空港晶＝函館市内観光（3～4時間※移動時間を含む） 
追加代金あり　［トラピスチヌ修道院・★①五稜郭公園匝El（各施設30分）・元町自由散策（30分）・沙羅の月（各自昼食・60分）】＝ 

（①15：45～16：15着②17：15～17：45着）ホテル（湯のJm＝（①16：35～17：05着②18：05～18：25着）ホテル（函館） 

薄霧塚融0芦品紬an定期観光バス「函塩山夜景ロマンコース」葦蔓添茸重野＜運行日・運行時間注意※詳細はP・27をご覧ください。＞ 

2 �　　　　　　A卑 ホテル（7：50～8：20発）因＝大沼国定公園（30分）＝ドライブインかなや（休憩・約10分）＝ �画 

ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ（昼食「羊蹄弁当J・60分）＝（15：25－15：45着）ホテル（小樽）＝ �画 

小樽市内自由散策【小樽運河・北一硝子・★②石原裕次郎記念館田などをお楽しみください（90分）】＝（17：45～18：15着）ホテル（札幌） 

「万轟帝陶雅章 

3 �◆出発までフリータイムホテル（各自負担）＝新千歳空港卜直垂画 �画 

有料観光施設の入場料はお客様負担となります。 田印の施設は有料ですが割引料金 （P．27参照）でご利用いただけます。 �★①五稜郭タワー展望料金：大人840円、中・高校生630円、小学生420円田 

★③石原裕次郎記念館：大人（中学生以上）1．500円、小人（小学生）300円田 

※バス共通のご注意はP．28をご覧ください。

国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日目・野蒜等撃落※フライトスケジュールの変更により15■00以降の到着となる場合は接続いたしません。

※函館市内観光の各観光施設の観光時間は30分、昼食は60分の予定ですが、ご利用便ならびに道路状況によっては観光時間および行程が変更となる場合がございます。

※12：00以降の到着便のお客様は昼食の立ち寄りがございません。

※トラピスチ対修道院が休園の場合は車窓観光となります。（休園日不定休）

※「函館山夜景ロマンコース」にお乗り継ぎを希望されるお客様は、道路状況により到着が大幅に遅れた場合ご利用いただけません。また、到着時間によっては、十分に夕食をお取りいた

だく時間がございませんので、あらかじめこ了承ください。

2日目：※小樽ご宿泊の方は、ホテル到着後お客様ご自身で観光となります。
※小樽市内自由散策時のパス下車場所は北一硝子駐車場、集合場所は北一ヴェネツィア美術館前を予定しております。「石原裕次郎記念館」の観光をご希望の方は、そのままバスでご

案内しますので、バス乗務員にお申し出ください。※石原裕次郎記念館は、12／27～1／1（予定）は休館となります。

■出発B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）

E �月 �火 �水 �木 �裁 �土 �lヨ �月 �火 �オく �木 �金 �土 �El �月 �火 �水 �木 �盆 �土 �lヨ �月 �火 �水 �木 �金 �土 �lヨ �月 �火 �水 �木 �虫 �土 �El �月 

10月 � � � � �3 �4 �5 �● i‾ ▲ �7 4 �8 5 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �1● �17 �10 �19 �ユ○ E �21 �22 �23 � �▲芸 8 27 N �2■ � � �29 �10 � � � � � 

2 � � � �1 8 �ユ ����6 �7 A �■ ■ �9 �lO ▲ 15 ⊆ �11 �12 �13 �14 A 1「さ く＝ �15 8 20 】F＿ �161 �17 嘉 ＿E �10 �19 �20 �21 A ��23 �24 A �25 �20 �27 � � � � � 1 ▲ ��3 �■ �S A �■ P �7 �○ 鼻 �i「 �lO �11 �12 A＿ �13 D �14 ��1● �17 �1■ ��� ��23 �24 �25 ��� ��30 �31 � � � ��� 

1月 ��� �1 � � �■ �■ 2 D �● �7 �● �9 ■ �10 D � �1ユ ■ �13 �14 �15 � � � � �20 �21 � � � � �ユ● A �27 �2a �29 � � � � 

1 ��3 �4 �5 �● l 1b‾ 8 ld �7 K � � �10 �11 �12 �13 A �14 D 14 D �15 �18 A fi 8 �17 rテ �10 � � � �22 �13 ▲ 13 E 27 �2■ �25 �28 �27 A ▼iブ E � � � � 

1 �2 ■ ▲ ■： �3 �4 �5 ��7 D 1イ �○ ��10 �11 �12 �1：｝ b ��15 ���18 �19 ���2ユ ��24 �25 �ユ■ ��ユ● F �29 �ユ○ E �31 

4月 � � �1 �2 �a F �● ．血 �5 ��7 �8 �9 ���12 �13 �14 �15 �10 �17 �1● �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �20 ��20 �ユ○ �30 �� � � � 

■基本代金（お一人様）く福岡発／気ままコース・基本ホテル・復路新千歳直行便利用〉
※福岡発着復路新千歳直行便利用以外は、フライト追加代金が必要となります。 往路のフライト追加代金は必要ありません。

※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。※復路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。

◆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　③規定の宿泊費、食事代　④ANAバス代（ただし行程に記載分のみ）
※④をご利用にならなかった場合の払戻はございません。※規定以外の交通賢、食事代、入園料等はお客様負担となります。

■ホテル・夕食グレードアップ追加代金（お一人様／大人・小人同額／1泊につき）

札幌全日空ホテル �1，500 �センチュリーロイヤルホテル �3．000 �ア小ホテルズ札幌1　2，000 

札幌プリンスホテルタワー �3．500 �グランドバーク小樽 �1，500 � 

ロワジールホテル函館 �1，000 �ラビスタ函館ベイ �4，000 �平成乱お乱、亭1　5，000 

平成箆しおさい亭＋夕食グレードアップ �8，000 �望楼NOGUCHl函館 �25，000 � 
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霊王誉慈し、小樽・祝津自慢の
よ王室を来しむ

か穫昌男館旧青山別邸）
にしん漁大網元の威信と17歳の少女の夢で建造された、「北の美術豪邸」。国の登

録有形文化財に指定されています。

か樽貴賓鰭
での昼食
脂の乗ったにしんや新
鮮な海の幸を使った4
種類から選べる「選び
丼」または「おまかせ弁
当」をご用意。

※時期によってメニューは変更となる場合がございます。

ご利用ホテル・棚

函館の 観光相牽コース

観光スポットをめぐる

五稜郭公竃
日本初の洋式城郭で、日本最後の内戦「箱館戦争」の舞台でもあります。

トラビスチ封書通院

明治31年にフランスから派
遣された8人の修道女が設立
した日本初の女子修道院。

圏札幌

◎ �札幌東急イン 
ホテルサンルートニュー札幌 

札幌エクセルホテル東急 

札幌全日空ホテル 

センチュリーロイヤルホテル 

アートホテルズ札幌 

札幌プリンスホテルタワー 

荘ヨ詔育館・湯の川

洲 �函館国際ホテル東館 

攣 �ロワジールホテル函館 

ラビスタ函館ベイ 

平成館しおさい亭 

望楼NOGUCHl函館 



●出発空港：福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島・那覇空港
●設定期間：2013年10月19日～2014年4月5日の水・木・土曜日出発
●食事条件：2泊2朝食1昼食付き※湯の川宿泊の場合は1夕食付き　●最少催行人員：1名

日程 �行程 �食事 

1 �直垂画十新千歳空港（各自負担）〒ホテル（札幌）◆到着後フリータイム � 

墜攣攣0芦品鉛Ian「冬の札幌もいわ山夜景バスコース」意表…還謹紗＜運行日・運行時間注意※詳細はP・27をご覧ください。＞ 

2 �ホテル（7＝30～8：30発）晶＝小樽市内自由散策【小樽運河・北一硝子・★①石原裕次郎記念館E田など各自散熟90分）】＝ �画 画 ※ 直】 

「両義光ガイドマッ珊き 

にしん御殿小樽貢賓舘（旧青山別邸）（見学＆昼食「選び丼」または「おまかせ弁当」・60分）＝道の駅ニセコ（休憩・約10分）＝ 

ドライブインかなや（休憩・約10分）＝北海道昆布餞（30分）＝（17：30－18：00着）ホテル（函館）＝（18：40～18：50着）ホテル（湯の川） 

攣壁画0芦品翫∩定期観光バス「函館山夜景ロマンコ一礼／r擢頭7号羞琵琶民選謂器漂誓吉宗悪賢さご 

3 �転殖産雇Eコ出－◇出発京でプリ勲タイム　ホテル（各自負担）＝函館空港卜直垂画 �画 
l諸手㍍張弧　ホテル（①8：00～8：45発②9＝40～10：25発⑨10：40～11＝25発）晶＝函館市内観光（3～4時間※移動時間を含む） 

追加代金あり　【トラピスチヌ修道院・★②五稜郭公園E田（各施設30分い元町自由散策（30分い沙羅の月（各自昼食・60分※②③のみ）］＝ 

（①ll：45着②13＝45⑨15＝45着）函館空港く①ANA854便〉またはく②ANA394便〉またはく⑨A．RD046便〉ト直垂5］ 

有料観光施設の入場料はお客様負担となります。 田印の施設は有料ですが割引料金 （P．27参照）でご利用いただけます。 �★①石原裕次郎記念館：大人（中学生以上）1．500円、小人（小学生）300円EEl 

★②五稜郭タワー展望料金：大人840円、中・高校生630円、小学生420円Eヨ】 

※バス共通のご注意はP．28をご覧ください。

圏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。

2日目．※昼食は「選び井」または「おまかせ弁当」となります。当日バス車内にてメニューをお選びいただけます。
※小樽市内自由散策時のバス下車場所は北一硝子駐車場、集合場所は北－ヴェネツィア美術館前を予定しております。「石原裕次郎記念館」の観光をご希望の方は、そのままバ

スでご案内しますので、パス乗務員にお申し出ください。※石原裕次郎記念館は、12／27～1／1（予定）は休館となります。

3日目．匠茎遜謬夏日診※ANA854便こ利用時はANAパスD号①、ANA394便ご利用時はANAパスD号②、AIRDO46便ご利用時はANAパスD号③のご利用となります。

函館市内観光の各観光施設の観光時間は30分、昼食は60分の予定ですが、こ利用便ならびに道路状況によっては観光時間および行程が変更となる場合がございます。ANAバス

D号①は空港到着1145頃となり、昼食施設の立ち寄りがございません。また、ANAバスD号③ご利用のお客様は、ホテルチェックアウト後、パス出発時間までお待ちいただく場合が

ございます。なお、フライトスケジュールの変更により、利用するバスが変更となった場合、昼食時間がおとりいただけない場合もございます。あらかじめこ了承ください。

※トラピスチヌ修道院が休園（不定休）の場合は車窓観光となります。

■出発巳カレンダー（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）

日 �月 �火 �水 2 �l杢 L3 �金 ‾rヰ �土 ‾i �lB lO �月 �火 �水 9 �木 ��金 �郵 ��∈l 1う‾ �月 了i �火 �水 �木 �金 �土 �∈】 20 �月 �火 �水】木 ��l盆 ‾蕗 �土 �日 �月 �火 �水 �木l盆 ��土 �∈】 �l月 l 

●■三 �� �1 ������7 �■ ��10 ��11 �����15 �10 �17 �18 �19 申◆ ��21 �二王ユ � ��� �27 �28 �29 �30 l �召し �� � 

■喜 」■三 � � �3 � �S A √‾皇’ N �1 8 �こ封3 ��＋▲ �5 � � �� � ��10 1‾i �11 �12 �13 E l● H �14 A 1‾香 E �15 �10 1⊂ ㌫ 18 D �17 �111 �19 i▲ �ユ○ ＋亡 25 … 葺 �21 ＿A＿ 悉 葺 �27 �ユユ 亡 �24 �25 �20 �27 E �ユ8 鼻 �29 �30 ⊂ � � 

1 �2 ��4、 D ���7● D ■S J ��9 �10 ��������10 �17 ���20 ��22 �23 i石 �����tゝ �29 �30 �31 � �� �� 

l N ��3 ���8 �7 �������12 �13 �14 �15 巳． �18l 8＿ �17 ��19 ��21 ���24 �芸 �28 �27 �三〇 �1● H �30 E �31 � 

2 �3 �4 � � � �7 � � �9 �10 �11 �12 �13 ■ � �15 D �18 �17 �18 �19 E �20 ⊂ �21 �22 � � �25 �神 E �27 く： �28 � � � 

4月 � � �1 � �■ r � �1且 は �2 �3 �■ �9 � ��フ �l � �9 �10 �11 �181 �17 � �1● �l● �17 �10 � �� �ユ● �27 � �25 �之● l �27 tF �28 �て・ － �30 �31 
2 1 ��4 ��18 �7 �8 ��� �11 ��2 �13 �14 �15 ���18 ��三〇 �21 �22 �追－24 ��25 ���20 �29 �30 � � � � 

■基本代金（お一人様）く福岡発／気ままコース・基本ホテル・往路新千歳直行便利用〉
※福岡発着往路新千歳直行便利用以外は、フライト追加代金が必要となります。 復路のフライト追加代金は必要ありません。

，i蒜岳－＼竺竺ヲ �A �8 �⊂ �D �E �F �…　G　　H　ぎ　ー ���J �K �ト1　hh　蔓　N ���0 

3・－4名1重 �49，800 �50．800 �52．300 �54．300 �56800 �59300 �61．300 �62，800 �65．300 �68．800 �73．800 �79．300 �88，800 �103．800 �109，800 

2名1圭 �51，800 �52．800 �53．300 �56．300 �58．300 �60，800 �63．300 �64，300 �66．800 �68，800 �75．300 �80．300い0カ00 ��105．00・○ �110，800 

1名1主 �53．800 �54，800 �55．800 �59．800】61．300　63，800 ���65，300 �67．800 �69．800 �71，300 �77．800 �82，300 �93，800 �107．000 �112，800 

小人 �48．800 �49．300 �50．300 �52，800【54，800　56，300 ���57，300 �59．300 �62．300 �63．800 �70，800 �76，800 �81．800 �09．800 �92． 

観光付きコースは、お一人様2．000円（大人。小人同額）の追加代金が必要となります。 ��������������� 

※1室の利用人数が宿泊日ごとに異なる場合、最大の利用人数の基本代金を適用します。

※5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、ご利用ホテルごとに追加代金が必要となります。

※ご宿泊ホテルにより、迫力ロ代金が必要となります。※往路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。

◆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　①国内線旅客施設使用料（羽田ヰ部国際空港乗り継ぎの場合）③規定の宿泊費、食事代
④ANAバス代（ただし行程に記載分のみ）※④をご利用にならなかった場合の払戻はございません。※規定以外の交通費、食事代、入園料等はお客様負担となります。

■ホテル・夕食グレードアップ追加代金（お一人様／大人・小人同額／1泊につき）

札幌全日空ホテル �1．500 �センチュリーロイヤルホ叫　　3．000　【ァートホテルズ札幌】　2・000 

札幌プリンスホテルタワー �3，500 � 

ロワジールホテル函館 �1，000 �ラビスタ函既ベイ �4，000 �平成凱お乱亭】　5．000 

平成館しおさい亭＋夕食グレードアップ �8，000 �望楼NOGUCHl函館 �25．000 � 
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