
JRで行く◎西鉄旅行
マイネ押し元ノニラ妄ゴ

当日まで受付可能宗鑑陰欝より

九州各地発着



●スケジュール［のぞみ／ひかりご利用の場合］沼宮島口語発の場合、広丘潤で途中下車可（有人改札をご利用ください）●スケジュール［山陽九州直通さくら・みずほご利用の場合］・鮎口琶莞の堕合、広島町指中下重可（有人改札をご利用くだ乱＼）

芸≡≡≡芸ヨ器・博多駅′蝿駅盗＝広盟主宮島。臥＿蕊誌）＿＿＿お宿

2日目は1日目の逆行程になります

④佐矧駅催せ俣駅・譲早野虜は駅～1守多崇と大分崇・別府駅、中津崇～小倉崇は特別旨定席となります。（●1至言貸戊～博多は芸迫列五行倍～小倉は特鯛由庶となります）・㊦佐貴明・佐世保崇・喜頁早崇・責潤～博多問と大分訳・別府汎申達駅～小倉駅購蘭定宿となります。（1託日長～博多は着通列車、榊～小倉は碍三伯由席となります）

⑨育郎譜・久留米訴・王溌別唱訳・露＝大牟田崇・拓鮨甘机僧侶訝偲針目l鵬帽児島中央駅は九州内完結粕寮焉さくら・つはめをご利即上†蔓多訳にrのそかひかりにお菜換えと糾ます。⑧・新点橋駅・久留米駅1筑後船小屋駅儲大牟田駅・す絹本阻儲八代駅・新水俣掛川内附毘児島中央駅は山巨∃九州直通新幹娘さくら・みすほご利用となります。
＼．宅基本代金について　広丘・呉泊は広島駅までの往復JR代全（普通車指定符）、宮島泊は宮島口駅までの往復JR代全（普通吏指定席）が含まれています。（宮出口～宮島までのJR船はお客様負担となります。）ぎ；苫広島駅を宮島口駅に変更する唱合、片道300円の追加が必要です。

博多駅発電の基本代全に下記料金を加算することで、最古駅からのご乗車が可告巨です

一部区間でも山間九州直通新辞鰻さくら（451・458・500番台）・みずほ（全便）に

ご乗平の唱合はさくらみずほの割増代金が必要となります。

広 島 � �� �小煎 � �佐賀 � � �新大隼田 � � � � �中津 � � �川内 

のひ ぞか みり � �基本 代金 �－900円 �200円 �1，200円 �800円 �1，200円 �1，700円 �3，200円 �4，200円 �2，000円 �2，300円 �600円 �1，500円 �6，100円 �5，200円 

12／27～1／5 �2】400円 �1，200円 �2，600円 �4，200円 �3，600円 �4，000円 �4，800円 �6，400円 �7，800円 �5，700円 �6，000円 �3，400円 �5，000円 �10，200円 �9，000円 

小倉 � �佐‡壬 � � � � � � � � � � �川内 

みさ ずく ほら � �2，000円 �800円 �2，200円 �3，700円 �3，200円 �3，600円 �4，300円 �5．300円 �6，600円 �5．100円 �5，400円 �2，900円 �4，300円 �8，900円 �7，800円 

12／27～1／5 �2】400円 �1，200円 �2，600円 �4，200円 �3，600円 �4，000円 �4，800円 �6，400円 �7，800円 �5，700円 �6，000円 �3，400円 �5，000円 �10，200円 �9，000円 

出発日 � �カテ ゴリ �JRセソ �トプラン � 
平休日 �休前日 �平休日 � 

1／3～3／14 �3名1室 �52 �17，200 �19，600 �5，600 �8，000 
2名1空 ��18，800 �21，8DO �7，200 �10，200 

1名1室 �41 �21，400 �こj二〇0 �9，800 �11，600 

12／31～り2 3／15～31 �3名1窒 �52 �17，600 �20，200 �6．000 �8、600 2名1皇 ��19，600 �23，200 �8，000 �11，600 

椙 �41 �22，200 　5，80 �24，200 0円引き �10，600 　同 �1乙600 野頁 

出発日 �入室人員 �カテ ゴリ � �� 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

2／25～3／31 �2名1空 �52 �17，600 �18，200 �6，000 �6，600 1名1室 �41 �18，200 �18，800 �6，600 �7．200 

子ども（小学生）差書房 ���5，800円引き ��同客員 

出発日 �入室人員 �カテ ゴリ � �� 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

3名1室 �73 �15，800 �16，400 �4，200 �4，800 

2名1宴 �52 �16，400 �17，800 �4，800 �6，200 

1名1室 �41 �17，400 �18，400 �5，800 �6，800 

3／23～31 �3名1室 �73 �16．200 �17，400 �4，600 �5，800 

2名1室 �52 �16，600 �18，200 �5，000 �6，600 

1名1室 �41 �17．800 �191000 �6，200 �71400 

子とも（小学生）差額 ���5，800円引き ��同額 

出発日 �入室人員 �カテ ゴリ �JRセッ �トプラン � 
休日 �平日・休前日 �休日 �平日・休前日 

10／1～3／31 �3名1室 �53 �13，600 �15，600 �3．400 �4．000 
2名1室〔ダブ佃 �66 �15，400 �16，000 �3，800 �4．400 

2名1室 �53 �16．000 �16．600 �4．400 �5．000 

1名1空 �41 �18．000 �18．600 �6．400 �7．000 

5，800 �円引き �同額 

利用駅 �おひとり様 
片道／大人・こども同顕 

広島 �1，000円 

広島　ホテルニューヒロテン編出縫盛 　　　　　　　　　　　リ岬0円訝‖ 

窄腎習；護憲慧冠曇慧：≡芸；ニフト／11＝芸＝。 

車 園田田匹】 �出発日 �人望人員 ��カテ ゴリ � ��� 

平休日 � �休前日 �平休日 �休前日 

3名1室 ��73 �16，200 � �17，200 �4，600 �5，600 

2名1室 ��52 �16．800 � �17．800 �5，200 �6，200 

41 �18．800 � �18．800 �7．200 �7．200 

2／1－3ノ31 �3名1室 ��73 �16，800 � �17，600 �5，200 �6，000 
52 �17，400 � �18，200 �5，800 �6．600 

1名1室 ��41 �19．200 � �19，200 �7，600 �7，600 

12／31～1／1 �3名 � �73 �18－400 ���6．800 2名 �諒 �52 �19．200 ���7，600 

1名 � �41 �19．600 ���8，000 

5．800円引き ���同翫 

∋ 広島／シ工卦ンホテル広島肇率粥顧溺 

J▲　　：■■虞■■わー　　‾ �◎連泊割引：1泊白よりお一人様500円引き　◎お部屋にミネラルウオーターをご用麓 
三㌻●大人お一人様1泊2日基本代金（のぞみ・ひかり号利用（博多⇔広尉／食事なし）　　単位：円 

‾‾－蝉1用nm■＋：媚 へ＿－r・ノ一、－－－ 園田 � � �カテ ゴリ � ��� 

平休日 � �休前日 �平休日 �休前日 

L／3～3／20 � �60 �19，600 � �24．000 �8．000 �12．400 66 �19．800 � �24．200 �8．200 �12．600 
1名1竺 ��23．200 � �28＿200 �11．600 �16．600 

3／21～31 �3名1室★ �60 �20，200 � �24，600 �8，600 �13，000 66 �20，400 � �24，800 �8．800 �13．200 
1名1竺 ��23，800 � �28，800 �12，200 �17．200 

12／31－1／2 � �60 �30，400 ���18．800 
66 �30，400 ���18，800 

36，400 ���24，800 

5，800円引き ���同顎 

出号己日 � �カテ ゴリ �JRセッ 平休日 �トブラン イ木前日 �　延泊 平休日 �代金 イ木前日 

10／1′▲－3／31 �2名1空 �42 �15，200 �15，800 �3，600 �4，200 2名1室 �52 �16，200 �17．400 �4，600 �5，800 

1名1室 �42 �18，400 �19，600 �6，800 �8，000 

子とも（小学生）差禎 ���5，800円引き ��同琶貞 

広島／ �　　　　　　　　引 戻跡玩茅屋認閑雲羞崇謂02975E逗窒］：：書 　　　　　　　　き 

ココ賀正E �◎連泊割引：1泊白よりお一人捜500円引き 

；四日 ��出莞日 � �カテ こヨリ � ��� 

平休日 � �休前日 �平休日 �休前日 

10／1～11、 12／2～28 1／5～3／19 �4名1室 �84 �18．000 � �21，600 �6，400 �10，000 
3名1室 �73 �17，200 � �19，600 �5，600 �8，000 

2名1室 �52 �18，400 � �20，200 �6，800 �8，600 

1名1富 ��22．600 � �26，200 �11，000 �14．600 

12／29～1／4 3／20～31 �4名1室 �84 �21，600 � �28，600 �10，000 �17，000 

3名1空 �73 �19，600 � �26，000 �8，000 �14，400 

2名1室 �52 �20．200 � �26，400 �8，600 �14，800 

1名1窒 ��26，200 � �37，200 �14，600 �25，600 

5，800円引き ���同拓 


