
ご利用ホテル※特に記載。ない剛バス．ト．レ付き娼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。ます。

回国園田
∧　　　－　‾　　　　　　‾‾　　　　　‾　　　　　■‘▲、　　　　L L　　‾　　‾　　■、　　‾　　　、　　1

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

★中部国際空知lら車で約150分

★JR下呂駅から徒歩約8分

Arウェルカムドリンク付き

（コーヒーチケットサービス）

adam上の地域名．岐宇

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝会付き
●lN14：00／OUT12：00

★中部国際空港から
車で約90分

★JR・名鉄岐阜駅から
車で約15分

☆ウェルカムドリンク付き

adam上の地域名：践早

●和室（2－5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUT12：00

★中部国際空港から車
で約150分

★」R下呂駅から徒歩約3分
※JR下呂駅から送迎あり

（」R特急に接続）

」国国図匹田

●1泊朝夕食付き　　　　　　■■Fl　　　■　■

●lN14：00（通常15：00）／

OUT11：00

東宝三吉1
※宿泊除外白（共通）：10／30　にTT Y・Ll■一一‾　－

●和室（2～6名1霊）全蔑共通※夕食は和食のご用意となります。洋食ヰ華をご希

望の場合は、ご出発前に各自ご予約くだ乱1。

（TEL．0577－33－4600）※禁煙室ご希望の方は事前にご連

絡くだ乱1。（禁煙室または消臭対応させていただきます。）

adam上の地域名．枝幸 adam上の地域名●肢辱

adam上の地域名：岐阜

鮎■闇
回国臼

●洋室（ト3名1室）／蟻翻会付き

和室（2～5名1室レ1泊朝夕鮒き
※夕食付きの場合、夕食は

和食・洋食・中華のいずれ
かとなります。蔓≡逼≡：）

●lN14■00（通常15：00）／

OUT12：00（通常日：00）

★」R・名鉄岐阜駅から車で約15分

道義＝＝コ
た」R・名鉄岐阜駅からの往路タクシー送迎付き

（1室につき1台）

附12．100円（0～2歳）

adam上の地域名●岐阜

●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

★」R下呂駅から徒歩約10分　さ、
※」R下呂駅から送迎あり

（要予約）

点ウェルカムドリンク付き

国正】2．500円（1～2歳）

1r

古い町並み（2月頃／イメージ）

●和室（2～6名1室）　　　　　　　　　●和室（2～6名1室）

●和室（2～5名1室）　　定立

圏園園因
匪頭転転義疲

●1泊朝夕会付き
●lN15：00／OUTlO：00

★中部国際空港から車
で約180分

★富山空港から車で約120分

★JR高山駅から徒歩的8分
※」R高山駅から送迎あり
※宿泊除外日：

12／17、12／18

垂遍泰阜　　二二コ

☆館内飲食施設割引クーポン付き

adam上の地域名枝幸

●洋室（1－4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUT12：00

★中部国際空港から車で約180分

★冨山空港から車で約125分
★」R高山駅から垂で約10分
※」R高山駅から送迎あり
※夕食は和食・洋食のいず

国広コ圧国　許訂還ラブ義義行
E三三茎重要惑壇重量）惑≡蚕豆二＝＝コ
☆ウエルカムドリンク付き
☆朝食を昼食に変更可能

●洋室（2～3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180分

★冨山空港から車で約120分

★JR高山駅から徒歩約8分
※JR高山駅から送迎あり

園園四囲※
宿泊除外臼：
12／17、12／18

●洋室（1～3名1室）
※喫煙ルームはリクエスト

対応となります。
●1泊朝食付き
●lN15：00／

OUT12’00（通常日：00）

★中部国際空港から車で約180分

★富山空港から車で約120分

★」R高山駅から徒歩約1分

宗詣喜岩窟蕾。画

●和室（2～5名1室）

∂dam上の地域名‘瞼章

●和室（2～4名1室）
●1泊朝夕食付き
●削14：00（通常15：00）／

OUTll：00（通常10：00）

★中部国際空港から車で
約180分

★JR高山駅から車で約7分

でrご到着時、抹茶でおもてなしいたします
☆選べる浴衣（女性のみ）※替え浴衣、足袋榔

駁穀範窓闇13′150円（2歳）

∂d8m上の地域各岐阜　その他校

●和風洋室（1～2名1室）
※客室のバスルームは

シャワーブースのみと
なります。

●1泊朝食付き
●lN15：00／0UTlO：00

★中部国際空港から車で

∂dam上の地域名岐阜

●和室（2～4名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は飛騨牛ステーキかしゃぶ

しゃぶをご予約時にお選びくだ乱1。

●lN14：00（通常15：00）／

OUTll：00（通常10：00）

★冨山空港から車で約80分

★凱芸濃ら車で約12。分画面薗扇認諾讃豊字書
★」R高山駅から徒歩約5分　※6歳未満のお子様のご宿泊はできません。

‾‾‥　一‥　∴‾．＿‾．‾　‾＼‾、二▲■．・■∴∴▲　‾、　　‥　‾

☆讐諾諾芸コロッケな指山食べ歩き＝画面画商

＿＿山肌一　匹巫証匿l525円（0～2歳）

丹朝食を昼食に変更可能
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ご利用ホテル※特に記載のない限りパス小．レ付き※基本グル＿知テル以外をご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

㌫早
国毎蘭留

●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250分

★富山空港から車で約
100分

ヤ夕食時に飲料1本付き（女性3名様以上）
皇湯の花お一人様1個付き（大人のみ）

闘里11．050円（2歳）

adam上の地域名●岐阜

回国園田

●和洋室（2－3名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は17：30から／
20：00からの2部制に

なります。（チェックイ
ン時にお伺いします）

●lN15：00／0UTll：00

★中部国際空港から
車で約240分

★冨山空港から車で約
120分

参画童強電怒ぬ

で㌻女性のお客様に色浴衣貸し出し偶性用もあり）

ddam上の地域名．その他静岡県

団因
「
L山一▲

●洋室（1～2名1室）

31

adam上の地域名：岐阜

㌻㌣　●洋室（2～3名1室）

和室（4－5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：30／OUTlO：00

★中部国際空港から華で
約260分

★富山空港から車で約90分

趣函田園

☆新穂高ロープウェイ他周辺朝光施設の
割引券付き（グループ1枚）

adam上の地域名●枝幸

璽軍雷纂

●和室（2－5名1室）
●1泊朝夕食付き
●嘉N15：00／0UTlO：00

★中部国際空港から車で
約250分

★富山空港から車で約
90分

☆モーニングコーヒー付き

固…l2．100円（2繍）

adam上の地域名：その他静岡県

「佃佃洲叩「曾洋室（ト2名1室）
●1泊朝食付き　　　　を

●lN14：00／OU丁目：00　ぎ

★中部国際空港から車で
約150分

★JR静岡駅から徒歩約1分
※宿泊除外臼：

12／31、1／1、1／19

☆18階宿泊者専用ラウンジにて、セル
サービスでコーヒー・紅茶をお召し
がりいただけます。（7：00～20：00）

adam上の地域名．その他静岡県

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は和良でのご用意となります。

洋食ヰ章をご希望の場合、ご出発前

までに各自ご予約くだ乱1。

（TEL：053－592－2222）

●lN14：00（通常15：00）／

OUTH：00

国国田園‡票諾許諾認諾
因　　　※JR舞阪駅から送迎あり

こ；ウエルカムドリンク付き

（コーヒー・紅茶・オレンジ飲料）

∃●1泊朝食付き
三●lN14：00／OUTll：00

★中部園際空海から車で
約150分

★」R静岡駅から徒歩約1分

湧　‾

ト　　三

国囲
adam上の地域名●その他静岡県

1－　●和室（2～6名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：30（通常15：00）／

OUTlO：00

★中部国際空勤lら車で約100分

★富士山静岡空勤lら車で約70分

※」棚から送迎バスあり（ホテル
へ2日前までに要予軌満席でご希

透溺※罵誤写祭慧窺
遊園地「浜名湖パルパル」入園券付き
（休園日除く）（滞在中何回でも利用可能）

）adam上の地域名，岐阜

●和室（2－5名1室）
●1泊朝夕会付き
●lN15：00／0UTlO：00

★中部国際空港から車で
約260分

★富山空港から車で約90分

2，100円（0～2歳）

adam上の地域名’峰早

●洋室（2～3名1室）
和室（4～5名1室）

●1泊朝夕会付き
。√●lN15：00／0UTlO：00

★中部国際空港から
∃　車で約250分
★富山空港から車で約
100分

園回樋田

ルストラン・カラオケ列車20％割引券付き萱
と貸切露天風呂半額割引券付き　　　　弓

陪丁瞳汽也プ ��� � 
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ad∂m上の地域名その他静岡県

●和室（2～6名1室）
●1泊朝夕食付き
※食事会喝は広間となります。

●lN14■30（通常15：00）／

OUTlO：30（通常10：00〉

★中部国際空港から車で約
150分

★JR焼津駅から車で約10分
※宿泊除外巳：

12／29－1／3、

1／20、1／23

1，050円（1～2轟）

adam上の地域名その他静岡県

●洋室（1－2名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★中部国際空港から車で
約100分

★」R浜松駅から徒歩約2分

adam上の地域名．岐阜

●洋室（2名1室）
和室（3－5名1重）

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★中部国際空港から
車で約260分

★冨山空港から車で約90分

圏函園田
∴∵∵＿予亘予圭蕪‾三言1二十■‾‾…l■▼‾l

h廿新穂扁ロープウェイの割引券付き　：

」仙　ノ　ー　一一†¶　　＿　＿仙一仙－＿一一一二一¶仙ニー：一一一」

隠邪恋餞12．1伽円（qT2歳）

adam上の地域名：岐阜

●和室（2～4名1室）
※部屋にパスなレトイレ付き

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★中部国際空港から華で
約250分

★冨山空湾から車で約100分
※小さなお子様や、足の不自

由なお客様などは、事前の
ご連絡をお厨いします。

※連泊は2泊までとさせ
ていただきます。

趣因園薗
駈閣硬調11．575円（1～2歳）

adam上の地域名その他静岡県

「WWWW「●洋室（2－3名1室）
巨　　　　　ヨ●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。
Jここ∴

●lN14：00／OUT12：00

★中部国際空港から車で
約180分

★」R静岡駅から車で約40分

※JR静岡駅・JR清水駅よ
り無料シャトルバスに
て約30分

∂dam上の地域名：その他静岡県

固回田畠

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

★JR三島駅から車で約120分
★伊豆急行下田駅から
車で約45分

※宿泊除外B：
12／27～1／5、

4／26～5／6



ご利用ホテル※矧こ記載のない隈。バス．卜．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。ます。

adam上の地域名金沢市内

金沢　　　　　　　a由m上の地域名．金沢市内

叩叩「●洋室（1～3名1室）

≦　▼′1‾エIl　‾J「コl二王三′

≡●1泊朝会付き
●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

ジュニアスイート

‾「　●洋室（2名1室）

r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

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き

㌍ヤj●lN14：00／

三：：　∩‖T14：∩〔OUT14：00（通常12：00）

★小松空港から杏林坊
（ホテル前）までリムジ
ンバスで約45分

★JR金沢駅から車で約7分

☆金箔入りあぶらとり紙付き
☆朝食を昼食に変更可能（メニュー限定）

adam上の地域名金沢市内

●洋室（1－2名1室）
※客室のバスルームはシャ

ワーブースのみとなります。

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★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2分
※温泉は加温・循環ろ過です。

塾Ⅰ画聖㊨晶］

金沢 adam上の地域名金沢市内

デラックスツイン
17ヽ

●洋室（2－3名1室）

adam上の地域名●金沢市内

●洋室（1～2名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常11：00）

★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2分

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★小松空港から香林坊まで
リムジンバスで約45分

★香林坊から徒歩約5分
★JR金沢駅から車で約5分

六g朝食を昼食に変更可能（洋定食に変更可能）1

ルディースセットご用意（女性グループのか要事前連絡）・

adam上の地域名その他石川県

国包団巨頭

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN13：00／OUTH：00

★小松空港から車で約25分
★JR松任駅から車で約15分
※小松空湾から送迎あり

（要事前予約）。金沢市
内送迎あり（10：00ホ
テル発／16：00金沢駅発）

（要事前予約）

デラックスルーム

●洋室（1～4名1室）
※シングルは20nj以上、2名様以上は38rパ

以上の客室となります。

鳳凰（露天風呂付き客室）

●和室（2－6名1室）

☆ウェルカムドリンク付き

adam上の地域名金沢市内

adam上の地域名．金沢市内

四国園田

●洋室（1－3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。そこから軍
で約5分

★」R金沢駅から幸で約10分

☆あぶらとり紙付き
皇ウエルカムドリンク付き

■∵せこ霊か撃

adam上の地域名一金沢市内

●和室（2～4名1室）　i
●1泊朝夕食付き
●lN14：00／0UTll：00

★小松空港から武蔵ケ
辻までリムジンバスで
約45分

★武蔵ケ辻から徒歩約2分

回国圏㊥
二　　　、三．一・．う：J1．．′ノ

A；お抹茶と上生菓子付き、記念日にお札瀾理を一品献立にご用意

㍍谷衣をお一人様2枚ご用意、朝食はおか
ゆかごほん、お魚は3種から選べます。

adam上の地域名金沢市内

●洋室（1～2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／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
※1半露天風呂となります。

回団1団因
金沢

；：　　　までリムジンバスで約
40分

．；一喀鼓，★」R金沢駅から徒歩約1分

「●洋室（1～3名1室）

畑；㍊守発讐uTl用。
こ　★小松空港から金沢駅

えr朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名．金沢市内

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★小松空湾から金沢駅まで
リムジンバスで約40分

★JR金沢駅から徒歩約2分

ヰ朝食を昼食に変更可能

adam上の地域各金沢市内　重訳 adam上の地域名：金沢市内

●洋室（1～4名1室）　　を
※4名1室は和洋室の場合

がございます。
●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常日：00）

★小松空港から華で約40分

★小松空港から金沢駅行き片町下

国風　　★莞墓荒㌶詣認…急
蚕桑迦壷塗痩産室薫透怨⊥二仙」

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00／

OUT12：00（通常11：00）

★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

■　　　　　　　　　　　一・　　　　　　　　　　　　　■■　　ヽ

：ミ′朝食を昼食に変更可能　　　　　　　　忠ウェルカムドリンク付き（15：00－）
Ar金沢市内～小松空港間特急パスに利用可能なパス乗；てナ朝食は近江町市場「じもの亭」も選べます

車券またはガソリン給油引換券（現／お一人様）付き （定休日：水曜・祝日／9：00から営業）

adam上の地域名その他石川県

叫‾∵「●洋室（1～3名1室）

●1泊朝食付き
●lN13：00（通常15：00）／

OUTll：00

★小松空港から車で約15分
★JR小松駅から徒歩約10分
※14t以上の大型車のみ

（マイクロバス含む）
有料・3．150円／1泊

十三ネラルウオーター1本付き

憺
酌
の
渇
稽
　
一
璧
響
㌫
ぬ
璧
蒜
精
一
幹
部
観
光
周
遊
　
義
隆
周
遊
路
諷
紀
指

北
極
観
光
周
遊

盈
盈
電
車
舷
羞
電

最
後
の
ペ
ー
ジ
◇



ご利用ホテル※特に記載のない削バス．卜．レ付き絹本グル＿プホテル以外をご桐の場合は、追加代金が必要とな膵す。

山中温泉　　　　　adam上の地域名加箆温泉

広大な敷地にわずか10室。

どんな世代の人もくつろげる工夫がなされている、

いつまでも居たい我が家のような宿。

山中温泉　　　　　adam上の地域名加だ温泉

“日本の宿”に和のモダンテイストを

プラスした心地よい空間

●和室（1～5名1室）
※部屋にバスなし
●1泊朝夕食付き
●lN12：00／OUT12：00

★小松空5葛から
華で約30分

★JR加賀温泉駅から
車で約20分

調査団喜窃
ホテルからのおもてなし

1－－自家製ミントティーをアンティークカップにてご用意

豆記念日（お誕生日など）にお祝い料理一品
（要事前予約）

●和室（2～5名1宴）
●1泊朝夕食付き
※お食事場所は朝・夕と

も禁煙となります。
（喫煙スペースあり）

●lN12：00／0UT12：00

★小松空港から
車で約40分

★」R加賀温泉駅から
垂で約20分

趣率田園
隠捌享′150円（1～2席）

夕食グレードアッププラン

n讐讐慧吉
（2名様以上でお申込みください）

萱蚕室萱幸11／7～12／29、1／7～2／28

●和洋室（2～4名1室）
●IN13：00／OUT12：00

（お品書き一例）

●【食前酒】花梨酒または梅酒
●【光付】季節の和え物
●【前菜】五種盛り
●【御椀】清吸、璧しんじょ、おぼろ昆布、茶花、柚子

●【御造り】蟹洗い、妻一式
●【しのぎ】石焼き、蟹味噌

、●【焼物】焼き蟹、酢橘

。去　●【炊き合せI具足煮、青昧

ざ　●【揚げ物】蟹磯辺揚げ、野菜色々
●【酢の物】香箱、胡瓜、宅布、かに酢
●【食事】台場米白銀または璽雑炊
●【止椀】赤出汁
●【香の物】季節もの三種
●【果物】豆乳杏仁

藍匪描完こ鷲讐竺空仙由、悪霊胴，l讐讐翌讐監＠・

宅、あしらい一式　●【焼物】活ズワイ蟹の炭火焼

（地酒「獅子の畢」で甲羅酒もお楽しみください）
●【凌ぎ】香箱蟹の茶碗蒸し　●t鍋物】毛蟹鍋とズワ

イ蟹のしゃぶしゃぶ（うどん、野菜一軒　●【揚物】

オープンキッチンのr加賀の台所jよりお好みで揚げ

たての天婦羅（ズワイ蟹定・紅ズワイ蟹瓜など）をお召

しあがりください。●【酢の物】蟹1杯付き　●【食

胞三億110′1～3／31　　　　　　　　理長おすすめの甘味5種盛り合わせ

★JR加賀温泉駅から車
で約25分

※小松空港送迎あり

由薗貞百三・三∴しで芋ござデ‥■■‥言・い、二二・1、、∵∵∴＿ノ∴三・二：二二甘
言

☆2連泊以上「〔山bKissho」その他おもてなしあり
良；記念日のおもてなしあり
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●和室（2～4名1室）
※夕食は加賀料亭「千尋」でのお食事とな

引篭蟹鍋を使った蟹雑炊、岩海苔●【デザヰ】料　　ります0

クを

鯛の兜、寒鮒、地鶏の棒景味噌焼き、五郎
島金時芋、加賀蓮椙、能登椎茸、南瓜、青唐

●【台の物】姿ズワイ蟹（蟹酢でお召し上がりください）

●【煮物】鴨の冶部煮
●r酢の物】能登産もずく酢、蟹身と加賀丸字を添えて

●【鍋物は本海鍋（ズワイ蟹、紅ズワイ蟹、鼠筋諭など）
※鍋コーナーよりお好きなだけお召し上がりください。

●【カニ三田ズワイ蟹、香箱蟹、毛蟹、ズワイ墾足
賢璧三昧ワゴンよりお好きなだけお召し上がりください。

●【食事】石川県産こしひかり、渡り蟹汁、香の物

●【デザート】林檎のコンポートゼリー

●lN14：00／OUTll：00

★小磯空港から車で約45分
★」Rカロ賀温泉駅から車
で約30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）

ろご2連泊以上「CIubKISSho」その他おもてなしあり

Ar記念日のおもてなしあり

adam上の地域名加賀温泉　山

囲因団囲

●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。
※事前にこ1旨定のない場合

は18：00でご用意します。

●tN15：00／OUTll：00

★小松空港から車で約40分
★」R加賀温泉駅から車で約20分

※」R加賀温泉駅から送迎あり

（14：05、15：10、16：30発／

ホテルへ前日までに要予約）

温泉　　　　　adam上の地域名加貰温泉

●和室（2～5名1室）

場になる場合がございます。
●lN15：00／OUTlO：30

★小松空港から幸で約30分
★JR加賀温泉駅から章
で約20分

温泉　　　　　addm上の地域名力昭温泉

自然や光の織り成す風情と四季の料理を
※5名様以上は食事場所鯛愴　味わう療しの胤

●和室（2～4名1室）
※夕食は加賀懐石レストラン「彩」でのお

食事となります。

国国趨四国

rlO種類のカラフルな甚平羽織をこ
こ還暦、古希などのお祝いにちゃんちゃんこ無料貸し出し（

駁覇就甜2．100円（ト2歳）

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUT12：00

★小松空雇から車で約40分
※」R加賀温泉駅から送迎あり

約20分（13：30～17：00

家で／ホテルへ前日
までに要予約）

※宿泊除外臼：
12／31～1／3

画壇国率垣



ご利用ホテル※特に記載のない限。鳳ト．レ付き※蔓本グル＿プホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

禦要撃置　慣評判買悉無蓋諾「

温退転遮憂
●和室（2～7名1室）

圏圏団囲
10：45発の定期運行です。

たゆのくにの森入村券付き

●和室（2～6名1室）
※次の間（掘りごたつ付き）がございます。

●和室（2～6名1室）
※客室の露天風呂も温泉となります。

南西★詣宗空音言遣
扇▼‾‾　迎あり（ホテルへ前日までに要予約）

⊂＝惑議塗盛塗遠慮憂盛夏＝コ
☆賢切露天風呂割引／50分（3，150円→1，575円）・
ヮたマニキュアセット無料貸し出し

2′100円（1～2歳）

回国

重奏車重室琴寧＠

新・星の棟源泉露天風呂付き

●和洋室（2～5名1室）●lN14：00／OUTll：00

☆「新・星の棟」「星の棟」専用ラウンジの
ご利用、シャンパンサービスなどご用意

山代温泉　　　　　adam上の地域名．加賀温泉

回国畠田
固
ま∴＿㍉立上十1

●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限定：

迎え17：00発・送り10：00発／

隙∃既個111川～3′31※12′27～り6除く

山代温泉　　　　　adam上の地域名・加賀温泉

回回田
車　高

●和室（2－6名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食は料亭もお選びい

ただけます。
●lN15：00／OUTll：00

★小松空港から華で約30分
★JR加賀温泉駅からバス約15分

※」R加賀温泉駅から送
迎あり（ホテルへ前日
までに要予約）

還遍義盲漂着㌃　　「 ∃

☆貸切風呂利用可（50分／要事前予約）
※満員の場合はご利用いただけません

2，100円（1～2歳）

ルーム　レードアップ　ラン
ノ′叫、ヽ、　ろ　てん　ぶ　る　っ　　とゃくしっ

・．・＿・十露天風呂付き蜜豆

※浣墨濫芸乱盲ノ　覧；≡
（ホテルへ当日までに要予約）や二二⊥ニ

☆女性のお客様に色浴衣貸し出し
（男性には作務衣）

吏層上りにラウンジにてシャーベットをご用意（14：00～18：00）

adam上の地域名：加賀温泉

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

OUTll：00（通常10：00）

★り咄空勤1らタクシーで約40分

休テルにてお得なタクシー手配可）

※」勒〕贅温泉駅から送迎あり

（お迎え13：30～18：00、

お送り8：00－11：00／ホテ

ルへ前日までに要予約）

☆女性のお客様に色浴衣貸し出し

●和室（2～5名1室）
※客室露天風呂も温泉です。

adam上の地域名．加賀温泉

●和室（2～6名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★小松空港から車で約30分
★」R加賀温泉駅から華で約10分

※JR加賀温泉駅から15：00～

直面議壷蒜等笠選錨壷－－－－　朝の」R加賀温泉駅の送りは

因　　　　8‥20．8：50．9‥20．9：50発

感墓室逗惑⊆＝＝コ

●揚物（蟹足の天婦羅）整すき鍋・彗雑炊
など。

夕食グレードアッププラン

○講話室⑤琵賓昌㌘

●和室（2～5名1室）
※全自動マッサージ樵を完備

（お品書き一例）

●【食前酒】自家製蜂蜜入り柚子のお酒
●t旬粟】季節の小鉢と前菜盛り合わせ
●t御造り】旬の鮮魚五種盛り

●【進肴】津和井蟹姿盛り
●l焼物】津和井埜炭火焼き
●【焼炉】大網、蟹すき鋼、野菜彩々
●【留肴】津和井蟹のサラダ
●【食事】奥能登こしひかりの蟹雑炊
●【書物】三種
●【水物】季節のデザート

（お品書き一例）

rたちばな四季事Jが白檀を持ってお勤め
するカニ蓼l理をお召し上がりください。

t橋立蟹会席の献立の一例・抜粋】
●蟹刺し

閤；讐芸基ろ蒸し嗣
●蟹炭火焼
●蟹鍋すき、蟹ちり、蟹しゃぶをチョイスで
●蟹雑炊など
※女性のグループにはグラスワイン

またはソフトドリンク1杯付き

限三1日一　日′7～3′5※12′31～1′4除く

ad8m上の地域名加賀温泉

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
※ただし15名以上の
グループは宴会場

●lN15：00／OUTlO：00

★小松空港から車で約30分
※」R加賀温泉駅から送
迎あり（ホテルに直接
ご予約ください。）

宝諾諾慧悪緒言ユ詔ヲ課ミミ…国毎団園田
軸1．575円（2歳）

憧
れ
の
漂
摘
　
一
中
部
風
洞
風
踊
謁
紀
行
一
中
部
観
光
周
遊
一
北
陸
閤
逝
路
誌
紀
行
一
北
極
観
光
周
遊

孜
菩
竃
扉
独
望
電

最
後
の
ペ
ー
ジ
0



ご利用ホテル※矧こ記載のない田。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。ます。

山代温泉　　　　　∂由m上の地域名加賀温泉

湯量豊富な大浴場と老舗らしさが守られた
おもてなし◎バーラウンジもおすすめです。

adam上の地域名加賀温泉

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

★小松空港から華で約40分
★JR加賀温泉駅から車で約15分
※JR加賀温泉駅から送迎あ

り（14：30－18：00・当日

までにホテルに要予約）

adam上の地域名加東温泉

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き

享●lN15：00／0UTl

★小松空港から車で約15分
※」R力］賢温泉駅から送迎

あり（18：00まで対応可
／ホテルへ前日までに
要予約）

回国団宙因

㌣ウェルカムドリンク付き（お抹茶）
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㌻㌣＼●和室（2～4名1室）
●1泊朝夕念付き
●lN14：00／OUTll：00Ⅳ‘班で‾★小松空港から華で約30分

★J靭【贋温泉駅から幸で約10分
㌦※J朋賞温泉駅から送迎あり

（13：00－18：00ホテルへ

前日までに要予約）

週毎団喜※面白除外自：†2加～1／5

周
ホテルからのおもてなし（共通）

J㌧枕は硬め・やわらかめかをお選びいただけます

adam上の地域名その他石川県

Y「●和室（2～5名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUTll：00

★小松空港から幸で約25分
※小松空港・JR粟津駅・
」R加賀温泉駅から送
迎あり（14：00～17：00・

ホテルへ前日までに
詳細要確認・要予約）

☆ウエルカムドリンク付き
（お抹茶と和菓子のおもてなし）

隠捌3．15両（2歳）

adam上の地域名加賀温泉

団回田因

●和室（2－4名1室）
●1泊朝夕食付き
●IN15：00／OUTll：00

★小松空港から車で約20分
★JR加賀温泉駅から車

adam上の地域名能登半島

四回園田

●和室（2～5名1室）
和洋室（2～7名1室）

●1泊朝夕念付き
●tN15：00／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）

㌻ウェルカムドリンク付き
㌻浴衣お一人様2枚（小人は除く）

病癖疲l自11り7～12／27、1／6～3／31

●和室（2～5名1室）

adam上の地域名：加賀温泉

●洋室（2－3名1室）
●1泊朝夕食付き

きり　※夕食は和食かイタリアン

を選べます郡
●lN14：00／OUT12：00

★小松空港から車で約15分

包面詣面※濃謂誤諾影
因　　　※諜讐芳認諾慧㍊

’；朝食を昼食に変更可能
えごアローレプール＆スパの施設利用無料

adam上の地域名．能登半農

●洋室または和洋室
（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
★JR和倉温泉駅から車で約5分

※JR和合温泉駅から送迎あり

（ホテルへ前日までに要予約）
※1大浴場・露天風呂は
本館rのと楽」施設内での
ご利用となります。

団※1面巨酉田
園2′100円（2歳）

（お品書き一例）

●【食前酒】館主おすすめ季節の地酒
●【酒莱】加賀山海佳肴盛り
●【お椀】蟹真丈芽蕪柚子
●【お造り】生ずわい蟹刺し洗い、
寒鮒能登天然塩にて

●【焼き物】生ずわい炭火焼き酢橘
●【蒸し物】小坂蓮根のはす蒸し蟹身あん掛け
●t酢の物】ずわい蟹、香箱蟹
●t強者l蟹すき鍋
●【御食事】蟹雑炊、地野菜の香の物
●l水菓子】季節の果物と冷菓
加賀橋立漁港を中心に近海で水揚げされた
ずわい蟹を贅沢に使用しております。（時期
により内容が異なることもございます。何と
ぞご了承ください。）

adam上の地域名加賀温泉

●和室（2～6名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUTH：00

★小松空港から華で約25分
※JR加賀温泉駅から送
迎あり（ホテルへ前日
までに要予約）

園回国田㊧
「「「拒蕃窮叢薪琵
7皐J糸Ⅰ茶と季節のお菓子付き

☆オリジナルコースター付き（女性のみ）

顧～′100円（2歳）

adam上の地域名加賀温泉

●和室（2～6名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUTlO：00

★小松空雇から車で約25分
※」R加賀温泉駅から送迎

あり（ホテルへ前日までに
要予約）

・、7さ二二；ミ‥＿聖二・二二／∴：、さ‾‡∵．．．’・∴．．．

合ウエルカムドリンク付き（純金茶）
た女性のお客様に色浴衣貸し出し（通常800円→400円）

adam上の地域名白山・一里野高原

固回国団

●洋室または和室
（1－3名1室）
和室（4－5名1室）

※全室トイレ付き（バス
は一部客室のみ）

●1泊朝夕怠付き
●lN15：00／OUTlO：00

★小松空港から車で約
60分

adam上の地域名：能登半島

●洋室または和洋室
（1－3名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★能登空潜から章で約50分
★小松空港から車で約120分
★JR和合温泉駅から車で約5分

※」R和念温泉駅から送迎
あり（ホテルへ前田まで
に要予約）

国毎団因
臨臨喜喜帽12．100円（2歳）



ご利用ホテル絹に記載のない限。バス．ト仙付き※基本グル＿プホテル以外をご利用の場合は、追力帽が必要となります。

聖霊壷ナ還冨＝椚一帯軍二二㌔芸認諾姦完訳讃漂い⊂二南口‡等号誤認㌔）　　　　　　　　　　　、ア嘲舗鱒1止別欄．．t
るおもてなしの宿◎

位国窃
母

●lN15：00／OUTll：00

★能登空港から草で約50分

★JR和倉温泉駅から車
で約10分

※JR和倉温泉駅から送迎あり

（ホテルへ前日まで要
予約）

※宿泊除外日：12／31～1／2

i　　ホテルからのおもてなし（共通）

塁盛麗途完二㍍誓芸2枚ご用意

※お食事は、専用のお食事処汀茶寮hまた
はお部屋にてご用意いたします。

温泉　　　　　adam上の地域名瀧登半白

和倉温泉　　　　　adam上の地域各能登半島

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

※」R和倉温泉駅から送迎
あり（ホテルへ前日まで

●和室（2～5名1室）

adam上の地域名：能登半島

●和室（2－5名1室）

★能登空港から幸で約50分

すり些軍費空室誓約ユ鱒隻　脚ご爾こて

回国田園

●和室（2～6名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OU丁目：00

★能登空港から車で約50分
★小松空港から車で約120分
★」R和倉温泉駅から幸で約10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）

●和室（2～6名1室）

ンあぶらとり紙付き

●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

★JR和倉温泉駅から車で約5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）

－　Ⅵ．＿　＿‥＿　＿，　＿．　＿．，．∴、、＿■h・イたこ■hth土

で㌻モーニングコーヒー付き

園園園囲

★能登空湾からパスで約50分

★小松空港から車で約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）

☆朝風呂1，575円でこ利閉止日朝およ聯巳を除く。還軌75胴）L

2′100円（2歳）

●和室（2～5名1室）
全室、七尾湾の美しい眺望を楽しめます。

●和洋室（2～4名1室）
※題天風呂はわかし湯になります

☆7－リーチェックイン14：00、レイトチェックアウト11：00

才コーヒー券付き
三㌻お一人様に浴衣2枚ご用意

adam上の地域名．能登半島　和倉

国回国因

●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
※JR和倉温泉駅から送迎

あり（ホテルへ前日まで
に要予約）

●和室（2～6名1室）※昆天恩呂付き客室をご希望の場合

☆アーリーチェックイン14：00、レイトチェックアウト11：00

●抱月・利久の部屋タイプにつきましては多EB屋ホームページをご覧ください。http：／／www．tadaya．net

わじま温泉郷　　　adam上の地域名儲豊半島

●和室（2～5名1室）
÷●1泊朝夕食付き

頭！鎧茎裟竃霜雪拐
ごr＿；★小職空港から車で約160分
言一一Ⅳさ★のと鉄道穴水駅からJマスで

生壁づくし

※慧冨霊獣詣諾霊芝
お問い合わせください）

た朝市みやげ処粗品引換券付き

脱】遵一　川26～2′28※12′22～1′14除く

囲毎園田

adam上の地域名：能登半島

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
※食事場所は紅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
★小松空港から車で約120分
★JR和倉温泉駅から車で約5分

※JR羽］合温泉駅から送迎あり

（ホテルへ前日までに要予約）

（お品書き一例）

●【先付】黒胡麻豆腐、蟹姿盛り、
蟹ちらし寿司、甲羅酒

●【遵里】蟹刺し、鮒他、蟹しゃぶしゃぶ、
蟹ソテー、蟹天婦羅

●【留椀】蟹汁、蟹ご飯
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ご利用ホテル※特に記載のない剛バス．卜．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。ます。

わじま温泉穆　　　a由m上の地域名能登半島

●1泊朝夕会付き
※夕離囲炉裏料亭または笹屋食をお

選びいただけます。（出発前予約制）

●lN14：00／OUTll：00

★能登空港から車で約25分

★小松空港から車で約160分
※運の駅輪島ふらっと訪夢から

送迎あり（要ホテル事前予約）

☆ウエルカムドリンク付き（あんみつ付き）
☆モーニングコーヒー付き

軸2．1鱒円（1～2轟）

前町　　　adam上の地域名能登半島

●和室または和洋室（ト4名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN13：00（通常15：00）／

OUTll：00（通常10：00）

★能登空港から幸で約40分
★小松空港から章で約120分
★」R金沢駅からバスで約90分
※能登空港から送迎あり

（ホテルへ3日前までに要予約）
※最寄りのバス停馳即日停ほで送迎別

回国園田
⊂＝＝：壷迂遠重要遠妻
☆夕食時ワンドリンク付き

富山

●鰐白子白味噌仕立て
〉盲　●毒卸造里

′嘉か享　●活加能蟹

●椀物（蟹真丈）
●国産ロース牛石焼き
●酢の物（甲箱蟹三杯酢）
●蟹御飯
★活蟹をお一人様日でイご用意します。蟹剰

身・焼き蟹・蒸し蟹の中からお好きな調理　だ竹
方法をお選びくだ㌫∴刷情叩佗」

由頭』1日tll／rO～2／28※12／21～り9除く

珠洲　　　　　　　adam上の地域名儲登半島

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTll：00

★能登空港から車で約40分
★小松空港から車で約210分
★のと鉄道穴水駅から
章で約50分

☆夕食時ワンドリンク付き

瑚　恐ホテル目の前の「すずの湯に利用券付き

adam上の地域名．塞山市内

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

OUTlO：00

★能登空港から車で約25分

★小松空雇から李で約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）

adam上の地域名富山市内

●洋室（1～2名1室）
※1名1室のバスルーム
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

★富山空港から富山駅
までバスで約20分

★JR富山駅から徒歩約15分
※朝のみホテルからJR富

山駅のお送りサービス
あり（定時運行・先着順）

回国団ノY讐欝団蜃

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00／OUT12：00

★冨山空港から総曲輪（そう
かわ）までバスで約20分

★JR冨山駅から市内環状線
セントラム国際会議場下
車目の前

★」R富山駅から徒歩約15分

adam上の地域名●冨山市内

●洋室（2名1室）
※6－7階・20m2の客室となります。

※宿泊除外日：10／12、10／13、日／2、
11／3、4／26、4／27、5／3～5／5

●洋室（1～3名1室）
洋室レディス（1名1室）

※レディスルームは禁煙ルームの

れリクエスト手配となります。

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★富山空港から富山駅
までバスで約20分

★」R富山駅から徒歩約2分

二r朝食を昼食に変更可能（洋食）

37

●洋室（2名1室）
※客室の広さ36．7「パ、ベッドサイズも120cm

X200cmのゆとりある客室となります。

月温泉　　　　adam上の地域名立山・黒部

●和室（2－5名1室）
●1泊朝夕食付き
※ただし、4名様以上は

料亭対応となります。
●lN15：00／

謁遥蓑違憲
団　‾‾　㌍豊艶に要予約）

；Arセレネ美術館入館割引券付き
た黒部の名水（ペットボトル）付き

プレミアフロア

☆アーリーチェックイン12：00
☆レイトチェックアウト13：00
☆朝会のブランチ対応可能

富山

エグゼクティブツイン

lL－1－・；茫
●洋劃2名1蟄　※客室は4加は室パス・トイレ別となります。

・－」⊂コIl1　－L√、一；こ／n一一＼一一，＝‾＝L一‾【、Ii

☆アーリーチェックイン12：00
☆レイトチェックアウト13：00
☆朝食のブランチ対応可能

adam上の地域名冨山市内　富山

－●洋室（1～3名1室）

●lN14：00／
OUT12：00（通常11：00）

鳥篭塩害諾謡繋ぎ

adam上の地域名：富山市内

へ＼　●洋室（1～2名1室）

●lN14：00／OUTlO：00

★富山空港から車で約20分
★」R富山駅から徒歩

※1半露天風呂となります。

画壇、、画圏
adam上の地域名立山倭部　宇奈月温泉

●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）

★冨山空港から華で約60分
※冨山地方鉄道宇奈月
温泉駅から送迎あり

adam上の地域名：立山・黒部

蒔抗議諒託善事的）回国園

団欝田

●洋室または和室（2名1室）
和室（3～6名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN14ニ00／OUTlO：00

★冨山空港から車で約60分
★冨山地方鉄道宇奈月
温泉駅から徒歩約3分

※富山地方鉄道宇奈月温泉臥黒

瓢硲鉄幹凛閲から送迎あり

（ほ00～19：00要事前予約）

甲琴驚買
園1．050円（1～2歳）

≡せア二／トサリー特典（誕生日偏嬉記念日・還暦・退琶記念の

こ瀧行にフォトフレーム入り写真をご用意※要事前予約）

☆儲漕緋㈲潮路こ節的やんちゃんこ層巾の3点セット馳度珊



ご利用ホテル ※特に記載のない関りバス・トイレ付き　※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。

温泉　　　　adam上の地域名丑山・黒部

笥　　轡鱒睾＿廷一う名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00（通常15：00）／

OUTll：00（通常10：00）

★富山空港から華で約60分
★富山地方鉄道宇奈月
温泉駅から徒歩約3分

ddam上の地域名その他恵山県

＿、　　■　■　　し垂重

商怠業鹿島舶誉蓋

●和室（2～5名1空）

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

★富山空港から車で約65分
★小松空港から幸で約65分
※JR氷見駅から送迎あり

（氷見駅到着30分前まで
にホテルへ要予約）

たウエルカムドリンク付き
（大人の方へコーヒー券一枚付き）

adam上の地域名その他富山県

自然と調和した昔ながらの暮らしを実感できるお宿
（2013年のライトアップは11／21－11／24、

2014年は3月、5月伯樫未定）に予定されています）

0‾準天阜　＿≡

●和洋室（2～6名1室）
※全室から海が一望できます

★海が一望できるお部屋でお部屋食

●和室（2～4名1室）
※部屋にバス・トイレなし

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★冨山空港から車で約90分

★小松空港から車で約90分

★」R城端駅から車で約20分
※予約時のご注意：柏倉地区の

民宿（庄七島ヨ門、与茂四郎、
五∃門、なかや）のいずれかの
宿泊となります。予約時にご
希望の施設をお選びくださ
い。ただし、ご希望の施設が満

室の場合は手配可能な施設
で回答させていただきます。

●洋室（本館）（1名1室）
洋室（乗館）（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

adam上の地域名’その他得井県

●洋室（1～2名1室）

adam上の地域名その他富山県

adam上の地域名．その他富山県　砺波

県　　adam上の地域名その他福井県

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★富山空港から高岡駅
までバスで約40分

★」R高岡駅から徒歩約5分

a由m上の地域名：その他富山県内

回国団因

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝夕良付き
※夕食‡和食・洋食ヰ帥理よりお選帆1

ただけます。グループ全閉－メニュー

でお申し込みくだ乱1。慮逆運

●【N14■0鳩常15伽レ0〕T12伽願1100）

★冨山空港から幸で約40分

★」R砺波駅から車で約15分
※高岡駅琵寵等口より送迎あり

（16：00と18：00の運行・ホテルへ

前日までに要予約）

£㌻ウェルカムドリンク付き

禰井　　　　　　　a由m上の地域名橋井市内

●洋室（1～2名1室）
洋室レディース（1名1室）

※レディースルームは禁煙

ルームのみとなります。

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

∃i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7分

国国
■■　　　■　　　、∧■、　　　　八　、、■‾　、‾　　　　　　　　　　－1　　、

㌢日替りで女性用のアメニティをご用忌
（レディースルームのみ）

●和室（2～6名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★小松空港から幸で約60分

★」R芦原温泉駅からバスで約15分

※」R芦原温泉駅から無料
シャトルバスで約10分

（14：30～16：30・30分ごと

画画面由／前日までに要予約）

：㌻貸切露天風呂1回50分（要事前予約）
Ar温泉たまご手作り体験付き

（お一人様1個）（15こ00～18：00）

●和洋室（2～6名1室）※全室題天風呂付きスイート

仁や…葡窮礪頑藤癖那詔転∵喜紆
☆チェックイン15：00／チェックアウト11：00

☆コーヒーやお茶を専用ラウンジにご用意（おかわり自由）

☆浴衣2枚をご用意（大人のみ女性は色浴衣を1枚選べます）

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／

OUTll：00（通常10：00）

★小松空港から幸で約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の間・

要事前予約）

国回国喜田
駁漂好　吉富逗13．150円（1～2歳）

かに・ふや尽くし会席

10／1～3／31（設定除外日■12／31～1／3）

（お品書き一例）

【かに・ふや三昧食べつくしバイキング】
できたての味をその場でご賞味ください。

【かに・ふや尽くし会席】
ふぐ刺、ふぐちり、かに刺し、焼がになど、
かにふぐ尽くしの会席となります。
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匡匝テルチョイス中部（航空券＋宿泊）1・2・3・4泊
く福岡発／基本グループホテル・往復基本フライト利用〉
※大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島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。

中部往復

※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。

※5～7名1圭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　②国内線旅客施設使用料　⑨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。）

日l �月 �火 �水 �木 �盆 ��土 �l∃ �月l �火 ��水 �貢 �金l土 ��lヨ �月 �火 �水 �木 �金 �土 �lヨ �月 �火 �水 �木 �金 �土 �包風塵 ��水 �禾 �金 �土 �El �月 

●　＝ � � �l A �2 �3 ▲ �■ ー ��ll �● A �ア A � � �9 A ��訃音 ��13 �14 �15 A �16 A �17 A �1● �19 �芸 �21 A �22 A �23 A �24 A �28 8＿ �三〇 品8 �27　20　29 ��30 A �31 A � � � � 

K � � � � � �▲ ��� � � �A � �8 � �A � � � � � � � �鼻⊥牟 汗ば 」仙＿事F 27お � � � � � � 

1 4 � �3　4 ▲：A ��ほ 2 1 �● 3 ��7 8 ■ �8 A iJ �書 A も �1‾J A 7 ��8 �▲ �131■ llB ‾101r ��1盲 人 11‾ �lt ▲ 13 � �1■ A �19 A 1■ �20 ．8 1プ �吏1 ■ � � �24 A＿ il �ii E �表書 H一 �24　25 ��29 J iも �� � �31 � � � 

： � � � � � �� �2 A i A �3 �4 �� � � � �‾i‾ A b � � � �■1‾3 A l‾i D �14 8 14 � � � �10 A 両 �19 A lす �‾知 A jも �21　22 ��2324‾25 AAA 23目上2■25 �� �� � � � 

5 Å �○ A �������������������1ぬ■．ゴナ ElE ��う錮 F �ぽ �30 だ �31 E 

1 ⊂ �2 ⊂ �l呈 T； � � �鞭 �i t＝ ■ L �ナ ⊆ � � �9 1こ 7 �澤 �tl D 9 �12 D �lll �t4 1＝ 1i �15 1こ す3 � �15いさ ��19 D 17 � � � �iユ1 � �23　‾2■ ��272029 D　D　D ��＿．1 28 � � � � � 

旨さ■ ll � �����10 ����14 ����18 �19 �20 ��22 ���15126r27 ���29 �3tI �31 � � 

lヨ �月 �火 �些 2 �＊ �盆 �土 �lヨ �月l �火 ● ▲ �ホ ■ ▲ � ��土 �E �月 � �水 �木 �金 �土 �lヨ ，‾誉 �月 ��火 �水 �＊ � � �臼 �月 �火 �水 � �寧 �土 � � 

●　＝ ���1 A ��ユ ll �■ 1 H �5 8 ユ H �○ ▲ う �7 ▲ ����� � � �� � � � �� �� � � ��� � � � 

■ A �5 ▲ � ����������� ������������� � 

l A �2 A �3 人 � � �● ll �ラ ll �● A �9 A �lb A 7 � � �1j ll 10 �l■ 8 �1S A， 12 �1‾i ＿▲ 1盲 A � � �1卓 �ヱ○ ＿p＿． � �「萱 19 � � �掌 �鰭 ○ �首羞 �� ��知 l �ゴ1 J � � � � � � 

J �l � � � � ��8 ▲ �9 8 �� ���14 ▲ � � � � �� � � � ��� � � � �：29 �晋摺 音工芸 之，‡芋 �� � 

1 ■ 1 8 �云‾‾ A ユ ▲ �A 3 4 �■‾ ▲ ‾■ �5 人 5 �○ 8 ■ �y b ‾ァ ■ �● �A �10 A �11 A �12 A �1才 �14 � �j苫 � � �1「i A �119 ��� ��24 急 E �A 25 E �芸 E ��� � � 

きた � � �E �E � �� ������� � � 

l �1 （＝ �ユ ⊂ �計 �■ D i l �D 3． L �C ■ r �5 1 �⊂ キ三 � �D ● �1 D 9▼ �10　11 �� � �14　15 ��D 1● � �� � �l⊂ �、H il‾ �2月＝：之B D　D ��2827 旦＿＿D＿ 2425 ��ュ● �27 �28 � � � � � 

7 ����������17　10 ����甜 ��豆きTララ �������29 �30 �31 

■基本代金（お一人様）
出舶 11朋人■ ��A �8 �⊂ �D �∈ �F �、G �H �l �J �iK E �－　L 

1 泊 �3、4名1王 �24．800 �25．800 �28．800 �29．000 �31，800 �32，800 �35．800 �37．800 �41．800 �46．800 �48．50：0 �53．800 2名1圭 �25．800 �26．的0 �29．800 �30．800 �32．800 �33．800 �▲36，800 �け8．800 �42，800 �47．800 �49．50。 �■54．800 

1名1圭 �26．000 �27．800 �30．800 �31，800 �33，800 �34，800 �37．800 �39．800 �43．800 �48．… �50．500 �55．800 

小人 �24，800 �25．800 �20，800 �29，800 �31．800 �32，800 �35，800 �37，800 �41．800 �∃42．800 �43．800 �44．800 

Lj型し 2　2名1圭 ��30，M �】31些0 32．800 �33，000 �34，800 �36，800 �37．800 �41，800 �42．．800 �盲46．300 �51．800 �53．500 �58，800 60，800 

31，800 ��35．300 �36．300 �38．300 �39．300 �43．300■ �44，800 �48．300 �53．800 �55．500 

泊 �1名1墓 �33．800 �34．000 �37，300 �38．300 �40．300 �41．300 �45．300 �46，800 �50．300 �55，800 �57，500 �】62，800 

小人 �30．300 �31，300 �33．800 �34．800 �36．800 �37，800 �41．800■ �42，800 �4も．300 �49．800 �50，800 �51．800 

3 泊 �3・－4名1婁 �35，300 �36．300 �38．800 �39．800 �41．800 �42．800 �46．800 �47，800 �53．300 �56，800 �58，500 �65．800 2名1婁 �37．800 �38，800 �41，300 �42，300 �44．300 �45．300 �49．300 �50．800 �55，800 �59，800 �，61．500 �68．300 

1名1王 �40．800 �41，800 �44．300 �45．300 �47．300 �48．300 �52．300 �53．800 �58，800 �62，800 �64．500 �71，300 

小人 �35．300 �36．300 �38．800 �39．800 �41．800 �42．800 �盲46．800 �47．000 �53．300 �54．800 �55．800 �58．800 

4 泊 �3・－嶋1圭 �40．300 �41．300 �43．800 �44．800 �48，800 �47．800 �51，800 �52．800 �60．300 �61．800 �63．500 �72，800 2名1王 �43．800 �44．800 �47．300 �48，300 �50，300 �51．300 �55．300 �58，800 �63．300 �65．800 �67．500 �75，800 

1名1圭 �47．800 �48．800 �51．300 �52，300 �54，300 �55．300 �59，300 �60．800 �67．300 �69．800 �71．500 �79，800 

小人 �40，300 �41．300 �43．800 �44．800 �46．800 �47．800 �51，800 �52．800 �ぎ60，300 �59．000 �60，800 �65．800 
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団ホテルチョイス北陸（航空券＋宿泊）1・2・3・4泊
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。

※5～7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　⊂）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
※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。

『出発眉カレンダー（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。）

tJt■：■－－

■基本代金（お一人様）

，孟こ訂＼、→＼讐ヨ ��A �8 �⊂　∃ �D �E �F　…　G」 ��H　　I　J圭 ���K �L �－　M �N �0 

1 泊 �3－4名1塞 �26，300 �28．300 �28．800 �30，800 �31，300 �32．300i �33．300 �33．…1 �36．800・38，300 ��40．的0】 �48．800 �52．300 �57．300 �68，800 2名1皇 �27，800 �28，800 �29．800 �30．800 �31．800 �33．300i �33．抑0 �34，800 �37．300 �39．300 �41．800 �51．300 �52．800 �59．800 �る9．帥0 

1名1圭 小人 �29．300 �29，800 �30．300 �31，800 �32，800 �33．800 �34，300 �35，800 �38，300 �40．300 �42，300 �51．800 �53．300 �60．300 �70，3○○ 

26．300 �28．300 �28，800 �30．800 �■31，300 �321300 �33，300 �33，800 �3も，800 �38．300 �39．300 �48，800 �49．800 �49，800 �49．800 

し．と二型睾＿＿ 2　2名1主 ��31，300 �33．300 �33，800 �35．800 �36，800 �38．800‡39．300 ��ぎ39，800重41．800 ��44，300 �46．300 �50，300は6．800 ��60．880 �77，380 

33，800 �34．300 35．800 �35．300 �37，300 �38．300 �38．800≦39．800 ��41．300 �42300 �45．300 �47．800 �55．300 �59，800 �61．000 �78，300 

泊 �1名1圭 �34．800 ��36，300 �38．300㌢39，800 ��40．300 �40．800 �41．800 �44，300 �46．800 �48．800 �56．300 �60．800 �64．800 �79．800 

小人 �31．300 �33．300 �33．800 �35．800 �36，800 �38．800 �39，300 �3乳800；41．800 ��44，300 �46，300 �50．300 �56．80・0 �56，800 �56．800 

3 泊 �3■－4名1圭 �36．300 �38．380 �3さ，800 �40．800　41，800 ��43．80：○ �44，300 �44，800…46．800 ��49，300 �53．300 �57，300 �63．800 �67，300 �78，800 2名1皇 �39，800 �40．300 �41．300 �43．300　44．300 ��44．800 �45．800 �47，300等48，00 ��51．300 �55．300 �62．的0≠67，300 ��69．300 �80．800 

1名1圭 �41，800 �42，800 �43．300 �45．300 �46．800 �47．300 �∃47．800 �48．800i51，300 ��53．800 �57．300 �64．800 �69，300 �71．300 �8え800 

小人 �36．300 �38．300 �38．800 �40，800 �L41，800 �43，800 �44．300 �44．800　46．800 ��49．300 �53．300 �57．300 �63．800 �63．800 �63，800 

4 泊 �3－4名1主 �41．300 �43，300 �43．800 �45，800 �46，800 �48，800 �49雷300 �49．800 �51，800 �54．300 �60．300 �64．300 �70．800 �77．300 �87，800 2名1妻 �45．800 �46，300 �，47，300 �49．300 �50，300 �50，800 �51．800 �53．300 �54，300 �57．300 �62．800 �70，300 �74．800 �83，300 �91．300 

1名1蔓 �48，000 �49．800 �50．300 �52，300 �53．800 �∈54．300 �54，800 �∃55，800婁5札300 ��60，800 �65．800 �73．300 �77．800 �86．300 �94．300 

小人 �41．300 �43．300 �43．800 �45．800 �46．800 �48．800 �妄49．300 �49，800 �51．800 �54．300 �60．300 �64．300け0．800 ��70．800 �70，800 
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回ホテルチョイス（宿泊のみ）1・2・3・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。

※5～7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。）

匹亘］

■基本代金（お一人様）　　　　　　　　　　　単位：円
＼　＼　出搬】 1■刑用人牡　＼→＼ ��A �8 �⊂ �D �】E 

1 泊 �3・－4名1真 �5，500 �6，000 �6，500 �7．500 �8，500 2名1圭 �6，500 �7．000 �7．500 �8．000 �9．000 

1名1量 �＿Z声00 �8，000 �8．500 �9．000 �10．000 

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

2 泊 �3～4名1重 �10．500 �11，000 �11．500 �14．500 �15，500 2名1圭 �12．500 �13．000 �13．500 �15，500 �16，500 

1名1寅 �14．500 �15．000 �15．500 �17．500 �18．500 

「‾面㌃】 �10．500 �110000 �11．500 �14．500 �15．500 

■基本代金（お一人様）

，忘蒜＼＼＼ヂ8 ��A �8 �⊂ �D �E 

3 泊 �3－4名1皇 �15，500 �16．000 �16，500 �21．500 �芦22．500 2名1量 �18．500 �19，000 �19，500 �23．000 �24．000 

1名1量 �21，500 �22，000 �22，500 �26，000 �27，000 

小人 �15，500 �16．000 �16．500 �21．500 �22，500 

し．卓二！阜！畢＿仙 4」2名1量 ��20，500 �21．000 �21．500 �28，500 �29，500 

24．500 �25．000 �25．500 �30，500 �31，500 

泊 �1名1主 �28．500 �29．000 �29．500 �34，500 �35．500 

小人 �20．500 �21．000 �21，500 �28．500 �29．500 
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ホテル追加代金（お＿人様／，泊につ剖

駐白 ホテル 列トプ ���言 �10／1、11／30 ��12／1～12／28 1／4～3／17 ��12／29 12／30 �12／31～ 1／3 �3／18－3／31 ��4／1～4／26 ��4／27～4／30 5／6、5／12 ��5／1 5／2 �5／3一一 5／5 

日～金 �土、10／13 日／3 �日～金 �土 12／22 ���日一会 �土 3／21 �ロー金 �土 �日～金 �土 4／28 

∈蔀劉亙桓郭陽動 ����追加代金なし0円 �������� 

畏姉が．， ���大人・小人同額 �500 �1．000 �500 �1．000 �1．000 �‾2．000 �500 �1．000 �1，000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．500 �500 

グ �● � �3名以上1皇・小人 �1．000 �2．000 �500 �1．500 �500 �2，000 �500 �1，500 �500 �1．500 �1．000 �2．000 �1．000 �2．000 
2名1室 �1′500 �2′000 �1．500 �2．000 �1′500 �2．500 �1．500 �2．000 �1．500 �2，000 �2′000 �2．500 �2．000 �2．500 

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

3名以上1室・小人 �2′500 �4．000 �2，000 �2．500 �3′000 �4．000 �2′000 �2，500 �1．500 �2．500 �4，000 �5．000 �3′000 �4．500 

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

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

′dj 隼パ ���3名以上1室・小人 �3，500 �5，500 �3．000 �4，000 �3′000 �5．000 �3．500 �4．000 �3．000 �4．000 �3，500 �4，500 �3．500 �7．000 

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

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

3名以上1室・小人 �4′000 �5′500 �4．000 �5，500 �4．000 �7，000 �4．000 �5，500 �4．000 �5′500 �5，000 �6．000 �6，500 �6，000 

グ � �プ �2名1室 �5．000 �6′500 �4．500 �6′500 �5，000 �8．000 �4．500 �6．500 �4′500 �6．000 �6，000 �7．000 �8′000 �6′500 
1名1室 �8．000 �8′500 �7．000 �8．000 �7．500 �9．000 �7．000 �8．000 �7′000 �7．500 �9．000 �9′500 �10′000 �8．000 

・打 診鹿妻夢 ���4名以上1室・小人 �5．500 �7′500 �5．500 �6′500 �7．500 �11．500 �5．500 �7．000 �5．500 �7．000 �9′500 �9′500 �9′500 �9．000 3名1重 �5．500 �7．500 �5．500 �6，500 �7．500 �13．000 �5．500 �7．000 �5，500 �7．000 �10，500 �10．500 �9．500 �9．000 

2名1室 �6．500 �9．500 �5．500 �7．000 �9．000 �14．500 �6．000 �8，000 �6．000 �8，000 �12．000 �12，000 �12．000 �11．000 

1名1室 �7．500 �10′000 �6．000 �8．000 �10．000 �15．500 �7．000 �8．500 �7′000 �8．500 �12．000 �12．500 �12，500 �11．000 

4名以上1宝 �7．000 �10．000 �6．500 �9．500 �10．000 �13′000 �6．500 �9，000 �6′000 �9′000 �6．500 �9，500 �10．000 �11．000 

3名1室 �7．500 �10．000 �7′000 �9．500 �10′500 �15．500 �7′000 �9′000 �7′000 �9′000 �7．500 �10′000 �10，500 �13．000 

2名1室 �8．500 �10．500 �7．500 �9．500 �11．000 �17，500 �7．500 �9，500 �7．500 �9．500 �8．000 �10．500 �11，500 �14，500 

1名1室 �8．500 �11，000 �7．500 �9．500 �11，000 �17．500 �7．500 �9．500 �7．500 �9．500 �8．000 �10．500 �11，500 �14′500 

小人 �5′000 �7′000 �4．500 �6，500 �7．000 �9．000 �4．500 �6．500 �4．000 �6．500 �4．500 �6．500 �7．000 �7．500 

いじ 沼を ���4名以上1室 �10．000 �12，500 �8．000 �11．000 �13′000 �16．500 �8．000 �11．500 �8．500 �11′500 �11．000 �12．500 �13．500 �14．500 
3名1室 �10．000 �12．500 �9．000 �12，000 �13．500 �17．500 �9．000 �12，000 �9．000 �12，000 �11，500 �13．000 �13．500 �15．000 

2名1重 �11．500 �14′500 �10．000 �13′000 �14．500 �19．000 �10．000 �13′000 �10′500 �13．500 �13′000 �14．500 �14．500 �16′500 

1名1室 �15．000 �16．000 �14．000 �16．500 �15，500 �19．000 �15，500 �16．500 �15．500 �16，500 �18′000 �18．500 �18，000 �16，500 

小人 �7，000 �9．000 �6．000 �8．000 �10．000 �11．500 �6．000 �8′000 �6．000 �8，000 �7．500 �9．000 �9．500 �10．000 

4名以上1室 �11．000 �14．500 �9．000 �13．500 �10．500 �15．500 �9．000 �13．500 �9．000 �12．500 �9．500 �12．500 �14．500 �14．500 

3名1圭 �11，500 �15，000 �10′000 �13．500 �11′500 �18．500 �10，000 �13，500 �10．000 �13．500 �10．500 �14．000 �15′000 �16．000 

クJ⊥プ ���2名1室 �13，000 �15．500 �11′500 �15．000 �13．000 �20．500 �12．000 �15．000 �11．500 �15．000 �12，000 �15．000 �16．000 �18．000 

1名1室 �29．500 �30，500 �25．000 �30，500 �31．500 �31，000 �29．500 �30，500 �29．500 �30．500 �31′000 �31．000 �31．000 �29′000 

小人 �7．500 �10．000 �6．500 �9′000 �7．500 �11．000 �6．500 �9′500 �6．500 �8．500 �6′500 �9．000 �10．000 �10．000 

4名以上1董 �13．000 �18．000 �13，000 �18．000 �15．000 �16，500 �13．000 �18，000 �11．500 �15′500 �13．000 �16′000 �14，000 �17．500 

3名1室 �14．000 �18．500 �13．500 �18．000 �16．500 �21′500 �14′000 �18．500 �13．000 �17′000 �14．000 �17′500 �15，500 �20．000 

2名1室 �15．000 �21．500 �15．000 �20．000 �18，500 �25′000 �15．000 �21．000 �14．500 �19．000 �15．500 �20′000 �17．500 �22．500 

小人 �9．000 �12．500 �9′000 �12．500 �10．500 �11′500 �9′000 �12′500 �8．000 �11，000 �9．000 �11．500 �10．000 �12，500 

4名以上1室 �17，000 �20′500 �16．000 �19．500 �18，000 �19，000 �16．000 �19．500 �15．000 �19．000 �17．500 �20．500 �17．500 �20．500 

k－ ���3名1室 �17．500 �21′500 �16．500 �20．000 �20．000 �25，000 �17．000 �21，000 �17，000 �19．500 �18．000 �22．000 �20．000 �24′000 

2名1室 �18．500 �24．000 �17．000 �21．000 �22．000 �28．000 �18．500 �23．000 �18．000 �21，000 �20．000 �24．500 �22，000 �26．000 

小人 �6．500 �8，500 �6．500 �8．500 �7，500 �8′000 �6．500 �8′500 �5．500 �7，500 �6．500 �8′500 �7．000 �9，000 

茎と ���4名以上1室 �19，500 �22．500 �19′000 �22．500 �21．000 �19′500 �19′000 �21，000 �19．000 �22．000 �20′000 �22．500 �21．000 �21，000 

3名1室 �22′000 �25，000 �21′000 �25．500 �23．500 �25，000 �19．500 �23．500 �22．000 �25．500 �23′000 �26，000 �24．000 �25．500 

2名1室 �25．500 �29，500 �25′000 �29．000 �27．500 �30，000 �23．000 �27．000 �26．000 �29．500 �27．000 �30，000 �28．000 �29．500 

1名1室 �39．000 �39′000 �40．000 �40．000 �40．000 �40．000 �40．000 �40．000 �40，000 �40．000 �40．000 �40，000 �38．000 �38．000 

小人 �13．500 �15．500 �13′500 �15．500 �14，500 �13．500 �13．500 �14．500 �13．500 �15．500 �14，000 �15．500 �14．500 �14．500 

薫秤肌 一対陸や ���4名以上1室 �25．500 �28．500 �25．000 �29．000 �25．500 �28．000 �24．500 �28．500 �25．500 �28．000 �25，500 �28．500 �25．500 �28，500 

3名1室 �28．500 �31．500 �28．500 �33，000 �29．000 �35．500 �28．000 �33，000 �28．500 �31．500 �28．500 �31′500 �28′500 �32，500 

2名1室 �33．500 �38．000 �31．000 �37．000 �32．000 �40′000 �31．000 �37．000 �33′000 �37′000 �33，000 �37′000 �33．000 �38．000 

小人 �17′500 �19．500 �17．500 �20．500 �17．500 �19′500 �17．500 �19′500 �17．500 �19，500 �17，500 �19．500 �17．500 �19，500 

4名以上1室 �31．500 �34．500 �30．000 �32．500 �30，000 �27，000 �30．000 �32′500 �31．500 �34．500 �31．500 �34，500 �30．500 �31．500 

3名1圭 �36，000 �39．000 �34．500 �38．500 �34，500 �33，500 �34．500 �38．500 �36．500 �39．500 �36．500 �39．500 �34．000 �37．000 

2名1塞 �43，000 �46．000 �38．000 �44．000 �38′000 �37．500 �38，000 �44．000 �43．500 �46．500 �43，500 �46．500 �42′500 �44．000 

小人 �22．000 �24．000 �21，000 �22．500 �21．000 �19．000 �21．000 �22．500 �22．000 �24′000 �22，000 �24．000 �21′500 �22．000 

頑 顔か亭 ���4名以上1墓 �51．000 �53．500 �50，000 �54．000 �50．000 �47．000 �50，000 �54．000 �51′000 �53，500 �51′000 �53．500 �50′000 �51′000 
3名1室 �56，500 �59．500 �56．000 �60．000 �56．000 �55，000 �56．000 �60．000 �57′000 �59′500 �57，000 �59，500 �56′000 �57′500 

2名1室 �70．000 �73．000 �69．000 �70．000 �69．000 �68．000 �69．000 �73，000 �70′000 �73．000 �70．000 �73．000 �69′000 �70．000 

小人 �35．500 �37．500 �35．000 �37．500 �35．000 �33′000 �35．000 �37．500 �35′500 �37．500 �35′500 �37．500 �35′000 �35，500 
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中 部 �クラス �rノ屈■ �回トヨqレユqカー 

S �☆フィット・☆スイフト・☆車種指定なし �★ヴィッツ・★車種指定なし 

SA �設定はございません。 �★車種指定なし 

A �☆カローラ・☆車種指定なし �★車種指定なレ☆カローラ 

WS �設定はございません。 �★車種指定なし 

WA �☆車種指定なし �★車種指定なし 

北 陸 �クラス �r屈■ �回トヨ『レュ可力トー 

S �☆フィット・☆車種指定なし �★ヴィッツ・★車種指定なし 

SA �設定はございません。 �★車種指定なし 

A �☆カローラ・☆車種指定なし �★車種指定なレ☆カローラフィールダー 

HV �設定はございません。 �★車種指定なレ☆アクア・☆プリウス1．8L 

WS �設定はございません。 �★車種指定なし 

WA �☆車種指定なし �★車種指定なし 

※エリアをまたがる場合は、配車する地区の車種をお選びください。※「トクトクレンタカー」は車種指定できません。※台数に限りがあり、ご希望に添えない場合もございま

す。※表記のクラスは、当社の基準で定めたものです。ニッポンレンタカー、トヨタレンタカー基準にて定められたクラスでの事前指定はできません。あらかじめご了承ください。※★禁

煙・喫煙ともに設定がございます。☆禁煙のみ設定がございます。

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種類があります。6歳未満の幼児は必ずご予約ください。

ベビーシート ��チャイルドシート ��ジュニアシート 

体重 �10kgまで ��9kg～18kg ��15kg～36kg 

身長 �65cmまで ��65cm～100cm程度 ��100cm～138cm程度 

年齢 �生後9カ月位まで ��9カ月～4歳位まで ��※4歳～10歳 
（首が据わらない） ��（首が据わり、お座りができる幼児） 

寸法（代表例） �W475×D525×H650（mm） ����W420×D350×H210（mm） 

利用会社名 �ニッポンレンタカー �トヨタレンタカー �ニッポンレンタカー �トヨタレンタカー �ニッポンレンタカー �トヨタレンタカー 

中部エリア �62550R �P13900 �625500 �P13906 �52550P �P1390P 

北陸エリア �65170P �65324A �651700 �65324B �65170R �65324C 

※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。※台数に制限がありますのでご希望に添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。※法律上義務付けられているのは6歳未満ですが、6歳以上でもシートベルトがきちんと着用できない場合もあるので安全面を考慮し、できるだけ着用を

おすすめいたします。※中部エリアは愛知県、三重県、岐阜県、静岡県となります。北陸エリアは石川県、福井県、富山県となります。

El全車種カーナビ・ETC・CD付き

車両標準装備
※ETC付きについては、ETC力一ドは搭載しておりません。

ETCカードはお客様のカードをご利用ください。※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こ確認ください。

【】クイックチェックインサービス、
WEBチェックインサービス
（＝ツボンレンタカーのみ）

空港営業所にてレンタカー手続きが手短に終わるチェック
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。

またWEBでもレンタカー手続きが可能です。詳しくは、
http：／／www．ana．COjp／tabuyoho／をご覧ください。

（パソコンからのアクセスをお願いいたします。携帯電話、

タブレットからはご利用いただけません。スマートフォンにつ

いても機種によりご利用いただけない場合がございます。）

Bオリジナルロードマッププレゼント
（トヨタレンタカーのみ）

※1台につき1冊
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8富山空港営業所からレンタカーを配車される場合、
富山県内の30施設以上でご利用
いただける割引クーポンブック

rぐるっと富山芳」付き！
※1台につき1冊

闘剛大人入館料200円引き

■珂■棚一売店で1，m円以上お買い上げの方10％割引

唾ガラス玉網掛け体験された方にコーヒーサービス

断川掛率聖文調度賢■300円ドリンクー00円引き

駆遊勘助拒逝取転瞳lお買い物された方5％割引（※一部商品除く）

唾お食事された方に白えび天ぷら等サービス

固2，000円以上お食事された方ドリンク1杯サービス

駐独鷹三Ⅷ旺6五鮎批判匝環積お食事された方－0％割引

l獅持運功入浴料大人100円引き

唾お食事された方にドリンクバーまたはミニソフトクリームサービス

などなど特典満載！！

■レンタカー料金に含まれる保険内容（ニッポンレンタカー〉●対物補償…1億円　〈トヨタレンタカー〉●対物補償…無制限 

〈ニッポンレンタカー・トヨタレンタカー共通〉●対人補償…無制限●車両補償…時価額●人身傷害補償＝・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・後遺障害を含みます）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。（損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施） 



■オプショナルレンタカーご利用料金（1台）〈ニッポンレンタカー・トヨタレンタカー共通〉
※中削ヒ陸内でのご利用に限ります。※下記の車種は一例とな。ます。※r宿泊の別にご参加の場合、レンタカーのお申し込み可能日はご利用予定巳から7日前になります。璧

6日前からはリクエストでのお預かりとなります。

※ご予約時にご希望のレンタカー会社をお申し出ください。

∠ユ虐■ゝて　＿て」だコ一・

Sフィット等　　　　　　　　Aカローラ等　　　　　　　WSウイツシュ等 WAステップワゴン等

▼ �撃 �利用期間 ��Sクラス �5Aクラス �Aクラス �HVクラス �WSクラス �WAクラス 

（定員5名） �（定員5名） �（定員5名） �（定員5名） �（定員7名） �（定員8名） 

車 種 例 �ニッポン レンタカー �フィット等 �－ �カローラ等 �－ �－ �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 �カローラ フィールダ蠣等 �プリウス等 �ウイツシュ・ アイシス等 �ノア等 

金 �同日中 ��4，500円 �5．000円 �6，000円 �7．00〇円 �7，500円 �11．500円 1泊2日 ��札500円 �9．500円 �11，000円 �12．500円 �13．500円 �20．000円 

2泊3日 ��13．伸〇円 �14，500円 �16．000円 �19．000円 �20．500円 �30，000円 

3泊4日 ��17．500円 �19．冊〇円 �22，000円 �25．000円 �27．000円 �40，000円 

4泊5日 ��22．…円 �24．000円 �28－Ot和円 �32．000円 �35．000円 �50．000円 

以降1日 ��4．000円 �4．500円 �5．000円 �6，000円 �7．…円 �10．000円 

盛欝
WAノア等

レンタカー会社 �クラス �中部エリア �北陸エリア 

ニッポン レンタカー �Sクラス �62550K �65170M 
Aクラス �62550L �65170N 

WAクラス �52550N �6517（厄 

トヨタ レンタカー �Sクラス �P13901 �P5171∪ 

SAクラス �P1390J �P5171V 

Aクラス �P1390K �P5171W 

HVクラス �－ �P5171Z 

WSクラス �P1390L �P5171X 

WAクラス �P1390M �P5171Y 

■トクトクレンタカーご利用料金（1台あたり）※「旅ドキ」商品限定となります。晦的鮎掛軸班噺

5■　　　　　　▲ � �利用期間 ��Sクラス（定員5名） �Aクラス（定員5名） �WAクラス（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 �ステップワゴン等 

同日中 ��3．500円 �5，000円 �10．000円 

以降1日 ��3．500円 �5．000円 �9′500円 

ォ �クラス �中部エリア �北陸エリア 

Sクラス �52550J �55170S 

Aクラス �52550M �65170T 

WAクラス �625506 �65170∪ 

tオプショナルレンタカー・トクトクレンタカー共通乗り捨て料金のご案内地域をまたがる乗り捨てについて臥別途下記の乗り捨て料金が発生します。

〈ニッポンレンタカー〉

［二二垂車重コ 
8，000円l名讐訝空港 

11，000円l �3，000円l �岐阜県 

11。900円l �3．000円l �5．400円l �三重県 

20．500円 �13，000円 �日．000円 �15，000円 �（石川県） 

16．000円 �11，000円 �11，000円 �16，200円 �3，000円 

くトヨタレンタカー〉

［二二垂車重コ 
7．000円【名誓選評空濡 

9，000円r �3，000円　F �三重県 

9．000由十云600円l �3，000円l �岐阜県 

17，000円 �9。000円 �11，000円 �9，000円 �（石川県） 

13，000円 �9．000円 �13，000円 �9．000円 �3．000円 

石川県 � 

3，000円 �富山県 � 

3．000円 �5．000円 �福井県 

●レンタカーの配車と返車場所が異なる地域となる場合、上記表のとおり乗り捨て料金がかかりますのでご注意ください。●同一県内は乗り捨て料金はかかりません。（例：小

松空港配車／能登空港返車）●乗り捨て料金は現地払いではなく、基本代金に追加されてのお支払いとなります。（税込）※配返車可能営業所等は販売店へご確認ください。

■運営管理者：ニッポンレンタカーまたはトヨタレンタカー

レンタカー利用時のご注意 
※料金は1台あたりの料金で、1日単位（同日中）となリ24時間制（時間制）ではありませんのでご注意ください。※適用料金は利用開始日が基準となります。※トヨタレン 

タカーはホテルチョイスプランご利用の方【∈限ります。※配車・返車は、空港・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。）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。※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ご確認ください。）※料金には基本料金、対物・車両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（NO⊂）、高速代などはお客様負担となります。※走行距離制限はありません。※ガソリンは満タン返しです。※時間短縮に対する 

払戻はございません。※配車時に、ご利用期間中の緊急連絡先として携帯電話番号をお伺いいたしますので、ご了承ください。※上記に記載しているクラスは当社の定める 

クラスとなり、ニッポンレンタカー・トヨタレンタカーに定められているクラスとは異なります。あらかじめご了承ください。※冬期間（12／1～3／31）のスタッドレスタイヤは北陸 

配車の場合のみ標準装備となりますが、上記期間以外かつ天候状況等により、旅行直前で装備が必要な場合はレンタカー営業所へお問い合わせください。 

エリアをまたがって配返車する場合は、配車する地区のオプショナルコードでご予約ください。adamに設定のない営業所への配返事はANAスカイホリデー予約センターへこ通路ください。

配車は飛行機到着時刻の30分以降、返車は飛行機出発時刻の60分前の時間でご予約ください。
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