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（ホテル京阪天満構／2名1塞くセミ 鞘用貴■なレのぞみ／ひかり義濃虎鞘用の蠣合／大人お一人機）



■設定期間2013年10月1日～2014年3月31日の毎日（但し、ホテルにより除外日石り）

■京節・滋九・奈良・大阪・神戸共遭注書事礪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔販売店の皆様へ）価格帯・利用時間／55（1泊）・56（連泊）・5G（早割）・5H（早割＋連泊）

■基本代金／往復JR代金（のぞみ／ひかり号利用・博多駅または小倉駅発着）＋宿泊代金（1泊朝会付）※一群ホテルは食事なし　■おとな1名様以上でお申し込みください。（最少催行人員／1名）■こと
も代金（満6歳以上12歳未満）は、おとな1名標＋ことも1名標より適用となります。■お申込み金（お「人様）旅行代金20％　■添乗員は同行しません。お客様が旅行サービスを受けるために必要なクー
ポン類をお渡し致しますので旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。■パンフレットに掲載の「おすすめポイント」は基本代金に含まれます。ご利用にならなかった
場合でも払い戻しや代替サービスの提供はございませんのであらかじめご了承ください。■お申し込み／ご出発当日まで受付（通信版元、代理店販売の場合は受付期限が異なります）
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く宿泊について〉

■宿泊プランのみの設定はございません。■大人代金・こども代金は同額となります。■最大6泊までの連泊・延長が可能です（6泊7日）※要事前予約　■基本代金表中の休前日とは、土曜日及び祝日の前日を示
します。日曜日及び祝日が休前日にあたる場合は休前日代金となります。●基本代金表中の日付はすべて宿泊日基準です。■洋室を3名様以上でご利用の喝合、エキストラベッド使用となります。（一部除く）
※エキストラベッドとは簡易ペットソファーベッドなどの総称です。■連泊割引は同一ホテル・同一部屋タイプ・同一入室の場合に頻ります。■30日前割引は、お一人様に付き泊数分、官己鮫の金額を割引いたします。

宿泊日の前日から起算して30日前までに予約完了したお客様が対象となります。30日前を過ぎてからのプラン・出発日・旅行期間・氏名・人数儲屋タイプ・食事条件の変更等があった場合は割引の対象外となります。
くJRについて〉
●同一発着地の往復利用に照ります。■6歳未満のお子様でも指定席をご利用の場合lにども運賃料金が必要となります。tJR券面上の駅以外の途中下車はできません。芳面上の駅以外での途中下車は全て前途放

■スケジュール　　　　　　※滋重郡白・奈良泊は京都駅までの往復JR代金を含みます。京都～滋賀又は奈良間はお客様負担となります。 

－ �三日 ��1▼ 〔 J �■■ J ヱ」L � �▲ 

－ ■■■■■ －▼ �1 �芸芸≡芸＝業詳1博多駅川嘲濫京都駅態蒜㌫言完蒜舌二・ホテル � 

2 �ホテル繭義認を蔽・京都駅盟聖監博多駅′小怠駅筈等篭≡：霊芸…芸 

護 �＿†′ �けi � �町、軌 暮、．二▲ �－2㌔ � � � �⑪：佐 ⑧：新 �覧駅・佐世保酔打早駅・烏櫛～博多駅と中津駅・大分駅・別府研一小倉駅は特急指定席となります。（‡：‡1新飯塚～博多は普通列軍） 

鳥栖駅・久留米駅・筑後削僧駅・新大牟田罰・醐・鹿児島中央駅発は九州内完桔新幹線さくら・つばめをご利用の上博多駅にてのぞみ・ひかりにお乗換えとなります。 ダ、、お得なの鞠琶眼圧！戦ミ涌■博多・小倉発着のことも1泊2日基本代金 ブリ－ン重刑桐 

1 ■ �講 �� 

【ご注意】 �� � � � �謡票差副藍箋藁岩削l萱－，1蒜語蒜。引き 
胃割 切 の場合は新幹線 通新幹線さくら ご了承ください ��み・ひか ほ胃には 京都駅発着 山陽九州直 あらかじめ 

★JR割増代金・各地発着追加代金★（大人お一人様／片道）点こどもは糊です。
博多駅発着くのぞみ・ひかり利用）の基本代金に下記の追加代金で、最寄りの駅からのご乗車が可能です。

†■各　i　小暮 ��新飯塚 �佐賀 �薪鳥栖・久留米 �筑後船小屋 �新大牟田 �照本 �佐世保・胃早 �畏峰 �中澤 �大分・別府 �慮児上申央 

京 都 �のひ ぞか みり �下記以外 �基本代金 ��200円 �1，200円 �1，400円 �1，700円 �2，200円 �2，900円 �2，000円 �2，300円 �1，000円 �1．700円 �5，300円 

12／27～1／5 �3，000円 �2，600円 �3．200円 �4β00円 �4，800円 �4，900円 �5，500円 �6，600円 �5，500円 �5，900円 �4，100円 �5．000円 �9，500円 

○ホテル　　　　　⑳ダイワロイネット
クランヴイア京都　　ホテル京都四条烏丸

○ホテルビスタ京都　◎からすま京都ホテル

○京都第2　　　　◎京都乗急ホテル
タワーホテル　　◎三井ガーデンホテル

0京都新阪急ホテル　　京都四条

○新・都ホテル　　◎ホテルモントレ京都

◎ホテル近鉄京都駅」◎ホテル日航

○ホテル京阪京都　　プリンセス京都

◎ダイワロイネット◎アークホテル京都
ホテル京都八乗口◎ホテルギンモンド京都

○アルモントホテル京都⑳京都ロイヤル

◎ホテルセント　　　ホテル＆スパ
ノーム京都　　　◎京都ホテルオークラ

○アーバンホテル京都◎ロイヤルパークホテル

◎京都リッチホテル　ザ京都
⑳ホテルユニゾ京辞

⑳ANAクラウンプラザ
ホテル京都

◎京都国際ホテル

◎京都シティホテル

◎ウェステイン
都ホテル京都

※各備品、設備はホテルによって有料または貸出の場合もございます。詳しくは予約申込時または当日チェックインの際フロントでご確認ください。
※禁煙ルームについては璽馴こ限りがあるため消臭対応となる場合やご利用できない場合もございます。あらかじめご了承ください。



棄接し叱なり、払い戻しは出来ません。■往復のご利用が条件となります○片道不使用でも払い戻しlト切出来ませんので己主意くだ乱、01新幹掛は指定席のご利用となります。ご旅行のお申し込み時にご希望の列幸、

時間をお申し出ください。ただし満席の場合もござい康すのであらかじめご了承くださし、○　■指定席の確定はご乗車日の1カ月前以降となります8■お申込後の指定席の変更は・ご乗車前1回のみとなり・同一日・同一区

臥同一設備、同一種別の列車に限り、ご旅行出発日の出発時刻2時間前までにお申込店舗の営業時間内にお申出くだ乱、。JR券の差し替えが必要となります0（取扱店矧こわて条件が異なる場合がご乱1ますので・お申

込店矧こてご確琵ください）■取消の際はお申込店にて手続きを行ってくださし、0出発当日の喝合でお申込店にお立寄りできなし場合は・お近くのJR窓口にて出発時刻の2時間前便でに列車の取肖手続きを行ってくだ

さい。（聡肖証明のなし場合I払い戻しできません）※変更・取消の際tJ＝必ずJR券をお申込店へご提出ください○■ご旅行出発乱JR券の乗車日・列車の変更等はできません0■JR券を紛失した唱合、再交付はできませ

ん。r指定列車の2時間以上の遅延や運行不能の場合は、駅にお申し出いただきJR券面にその旨の証明を受けてください。その際のJR券lS必ずお持ち帰りいただき・お申込店舗へご捷出ください。

●「山陽九州直通新幹線」とは九州から山陽エリアを直通運転
する列車を指します。●「九州内完結新幹線」とは九州内終始

着の列車を指します。（新下関終始着のさくら弓を含む）

列車名 �番弓 � �列車名 �番号 

山陽九州直通 新幹線 �さくら �さくら451・458・500番台 �九州内完結 新幹線 �さくら �さくら300馳せくら鳩1・45堆除く咄描畠 

lみずほ �l　　全便 ��lっばめ �l　　　全便　　　l 

r ▲一■L ��� �」 ��t l �l l �■『■ � �1 �霊芸≡芸＝諜静博多駅′小倉駅濫話芸芸磁器㌫言蒜誌訂ホテル ���� 
2 �復路は往路の逆行程となります。 

㊧！ �佐賀駅偲世簾駅・甘早肝長嶋駅一博多駅と中郷・大分隕別府駅～小倉駅は特急籍定席となります。（き：ミ1新開～博多は普通刑事） 　　　　　　　・捌中央駅発は九州内完結新幹線オくらつばめをご利用の上博多駅にてのぞみ・ひかりにお乗鋼えとなります 

T ��阿 �罰 �■・■〒「、 ゝr �i ■■ � �rr‾ ▲ �弼 �� �ヨ；㌧＼’幸■ � �⑧．新 ■ス ；1 �鳥栖駅・久醐・筑後船小屋駅・新大牟田耕・醐 　　　一女■　繁　の囁創 ��C　　　　　　　　　しこ 

彿二 十 ����ケジュールl山鴇九州直通Cくら・みずほご利用 認諾・Ⅰ撥詳□】博多駅′小倉帽忍冠諾芸交通蒜㌫言憲誌：備ル 

辺■■抒皆田淵闇頒∃l■■lESヨ駆 グリーン車刺閏フ ������������…2　　　　　　　　瀞は細の逆行程とな。紺。 
㊧：佐賀駅・佐世保臥所早臥長崎駅～博多駅と申達酔大分掛別府駅～小倉駅は特急指定席となります0（崇l新飯塚～博多は普通列車） ⑧：新鳥栖酔久留米酔筑後馴l屋掛新大牟田駅・熊本臥鹿児削嘆駅矧ま山陽九州召還新幹線さくら・みずほご利用となります。 

※各地発 ��潜の �基本代金に下記の追抑代金でグリーン席が ���������博多・小倉発着のことも1泊2日基本代金　■≠高多・小倉発着のことも1泊2日基本代金 

片道から利用可能（お一人緩片道／大人・小人周顔） ������������博多　　l若で…1： ��8、麓 ��博多　　　卜≧t∴■l田l■嘉一 

贋謂　2，000円l l※クリーン季除外日12／27－1／5　1 ������������新大阪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新神戸 
大人の1泊2日基本代金から　　　　　　　　　　　　大人の1泊2日基本代金から 

雲10，500円引きl10，000円引き　至10，300円引きl9，800円引き 

★JR割増代金・貴地発着追加代金★（大人お一人様／片道）※こどもは半錆です。
博多駅発着くのぞみ・ひかり利用〉の基本代金に下冒 �����己の追加代金で、最寄りの駅からのご乗車が可能です。 

t 

大 阪 ● 神 戸 �のひ ぞか みり �下記以外 �基本代金 ��200円 �1，200円 �800円 �1，700円 �2，400円 �2，000円 �2，300円 �1，000円 �1．700円 �4．800円 

蓋警 ��2，400円 �2，200円 �2，600円 �3，800円 �3，400円 �4．500円 �4，500円 �4，800円 �5，100円 �3，700円 �4，500円 �7，200円 

全 便 �12／27～1／5 �2，700円 �2，600円 �3，200円 �4，400円 �3，800円 �5，000円 �6，100円 �5，500円 �5，900円 �4，100円 �5，000円 �9，000円 

※－都区間 ��でも山陽九州直通さくら（さくら45ト458・5 ���00番台）・みず �l引こご乗車の場合は、直通さくら・みずほの割増代金が必要となります0 

恩忘忘㌫子嘉忘隻慧有料， g究ごサー毒白コンビニ◎



■設定期間2013年10月1日～2014年3月31 日の毎日（但し、ホテルにより除外日あり）

★JR割増代金・各地発着追加代金★（大人お一人様／片道）
博多釈発着の基本代金に下記代金を追加することで、最寄りの釈からのご乗車が可能です。（こどもは半鋼です）
点京鮒の場合陳新幹線のぞみ心かり弓利用となります。山陽九州直通薪蹄線さくら・みずほには一切ご乗車いただけません。

商品N0．日41101／早割141201／連割141301 ������徽班■．＿＿＿ ��� 

0ホテルゲランヴイア京都 ������≡■チカ■遭鐘 ��� � �ーくth 

▲ � 

2　1 ������� 

I定1（名）I1、3　1 

l広さくポ〉】30l Qa日日JR京都駅直結 

函㊧侃・舶周匝柳眉ロ ����ロ槻分 �������J■・・ノ攣ノ 

入… �夢 二r U �博多駅発暮 ��小■駅乗t ���延泊代金 ���雷 
平休日　■ �休前日 �平休日 ��休前・巳 �平休日 �休前日 

3名1里 �52 �32，8抑円 �36．800円 �31．800円 ��35．800円 �10．600円 �14．60加 

2名1壬 ��35．6伽用 �40．4恥 �軋60如 ��39．仙 �13．400円 �鳩200円 

1名1董 ��45．捕円 �乳粧円 �44．800円 ��53．800円 �23．槌8円 �3乙馳 �0円 

3名1室 ��乳900円 �測，即0円 �32．900円 ��37，600円 �11．700円 �16．400円 

2名1室 ��36，800円 �42．800円 �35，80伽 ��41．808円 �14，600円 �20，60 �0円 

1名1室 ��47．800円 �59．600円 �46．800円 ��58．600円 �25，朗0円 �37．4∞円 

3名1垂 ��37，800円 �調，払8円 �罪，000円 ��38．…円 �15，棚円 �17．6抑円 

2名1室 ��41，棚円 �44、闘円 �40，咄0円 ��喝6∞円 �19200円 �現400円 

1名1重 ��56．400円 �乳200円 �55．400円 ��62，200円 �34．200円 �41．800円 

2／9－13 �3名1童 ��31，600円 �41，20加 �叫600円 ��叫2伽円 �9，仙0円 �19，00 �0円 �ムの1名刺用です。 22は平休日扱い 
2名1量 ��軋80如 �45，抑恥 �幻．8∞円 ��叫釦伽 �12，600円 �礼60 �恥 

1名1重 ��44．800円 �糾，側0円 �43．800円 ��63．40加 �22．6沌円 �42、200円 

数佃島なしの場合1．800円引き（12／31～1／1は朝食なしの設定はござしほせん） 

商品N0． �1141103／運割141303 ����（02－ ��口3〉　　　　　　　　　　　血 

3　元 �緋第2タ ��タワ �� �� � �　　　　誓諾・那捗 証匝面相3分∴ 

四14・00　－泄タイプーシングル■　ツイン　■　　　　　元沼 ������������ノ，、恒 　t 

旬日：00卜祭器上皇，l弓妄…】 1旬日ロaJR京都駅鳥丸中央口より徒歩3分 宙⑳M（当日矧思し〟儲無料田鮎田併分 

こ．竺竪翳二等≠一二 

人妻人員 �事 ＝r リ � �博多駅発雷 ��� ����≡ 

平休日 ��休前竃 ��平休日l休前日　ま平休日　蔓　休約・日 

1／3～3／7 ��3名1室 �52 �訂，60的 ��29，m円 ��26，抑〇円 �加，仙0円 �5，棚円 �印00円 
2名1睾 ��2札400円 ��30 �，200円 �27，40伽 �詔，200円 �6，200円 �8，00〇円 

1名1室 �41 �為，2 �00円 �3 �，200円 �28，208円 �叫200円 �7，m円 �9，00的 

3名1室 �52 �神，M円 �� �，抑0円 �加，000円 �28，800円 �6，800円 �7，608円 

2名1童 ��軋200円 ��3 �6m円 �劫，20m �30，600円 �8，000円 �9，40鵬 

1名1要 �41 �31，200円 �� �〇円 �30，200R �31，400円 �9，000円 �10，200円 

12／21～22 ��3名1室 �52 �軋400円 �� �400円 �29，400円 �叩朋伽 �8，2∞円 �9，200円 
2名1重 ��31，00〇円 �� �80円 �30，600円 �31，600円 �9，4t伽 �10，400R 

1名1重 �41 �32，8 �00円 � �600円 �31，的0円 �3ち600円 �10，椰円 �11，400円 

3／21【一31 ��3名1室 �52 �31，20伽 �� �0伽 �30，200円 �30β00円 �9，0叩円 �9，600円 
2名1享 ��泊，200円 �� �0円 �32，200円 �33，280円 �11，000円 �12，000円 

1名1重 �叫叫200円 ��� �00円F追，200円 ��叫御伽 �12，000円 �13，000円 

入主人1 �塑 ゴ リ �陶 �捌 �小倉 �抽■ �騒泊代 �金 
平休日 �休前日 �平休日 �体罰8 �平休日 �休前日 

3ノ16′、■20 �3名1要 �53 �礼200円 �弧朋0円 �27，加0円 �29，闘0円 �6，仙帥 �8，6伽円 

2名1賓 ��；乳600円 �3ち600円 �28．¢00円 �31，600円 �7．4伸円 �10，側0円 

1名1室 ��31，600円 �34．600円 �3仇608円 �33．608円 �乳400円 �12．400円 

3名1室 ��29．800円 �追，600円 �28．800円 �32，6伽円 �7．m円 �11．400円 

2名1軍 ��30．抑0円 �3＄．600円 �29，抽伽 �35．馳0円 �8．60恥 �14，40伽 

1名1室 ��33．000円 �38．8∞円 �32，000円 �37．800円 �10．800円 �16，600円 

3名1室 � �31．糾0円 �35．200円 �30．捕0円 �34．200円 �9．600円 �13．0伽円 

2名1重 ��33，800円 �37．舶円 �32，880円 �36．800円 �11，600円 �15．600円 

1名1喜 ��36．200円 �39．800円 �35．208円 �38．808円 �14．000円 �17．600円 

3名1圭 ��33．600円 �35．2仙 �32，600円 �34．20加 �11．400円 �13．M円 

2名1室 ��36．60伽 �37．8∞円 �35．梯〇円 �38．抑0円 �14．40餉 �15．6閲円 

1名1室 ��38．糾伽 �39．80加 �37．800円 �38．8叫円 �16．600円 �17．600円 

⑳

崇各地発着の暮春代金に下記の追加代金でクリーン席が片遭から

利用可能　　　　　　　　　（お一人緩片遭／大人・小人同欄）

掠グリーン車除外日
12／27・－1／5

大人の1泊2日基本代金から

11，100円引き 10，600円引き

商品No． �14日02／早割141202／連割141302 ������ttI羽田巳■■ ��� 

2 �ルビスタ京都 ������…一チカ繍■1分 ��� � �トッ ：－＿　よ 

匂旺ロ15‥00博覧等ドン響町ツイ宅芦）l 四10：00卜夏雲濃1，去Sl，圭，l Qa日日JR京都駅八集口より徒歩1分 超し㊧鳳・鴨場恩臓料口鮎0鯵一分 

入暮人■ �列　間 ���小冊 ���粧泊代金 ���園 
冒 �■　平休日 �・休粁・日 �平休日・ ��休前日 �中休8 ��■　休前日 

2名1室 �52 �27，棚円 �軋200円 �益，4m円 ��29．200円 �5，2船内 ��8，00鵬 

1名1室 �41 �為，200円 �31，20加 �礼200円 ��軋2∝h �7，∝肋 ��9，叫伽 

2名1室 �52 �29，4叩円 �30，600円 �2札400円 ��29，600円 �7，200円 ��8，4抽円 

1名1室 �41 �30，200円 �31，嘲円 �29，劫〇円 ��30，400円 �8，00〇円 ��9，200伺 

3／10－20 ��2名1童 �52 �30，600円 �叫2∞円 �鱒朋伽 ��氾御伽 �8，400円 ��12，裾円 1名1室 �41 �31，嘲円 �封，200円 �軋4伽円 ��軋2伽円 �9，200月 ��12，000円 

3／21、31 ��2名1室 �52 �軋2∞円 ��33，200円 ���12，0∝b 
1名1塞 �41 

商品N0． �l141104／連割141304 ���� ��　　r■「『：ヂ∴′ ア■■r㌣～ここ 

4　元 �轟’ヲ」・．，▲．巧 ���� �� � �■●　廿 ���′　コ � 

匂14・00　群星タイプ】シングルr　ツイン1　　　′慧警察∋芸当≒芸箋 lカテゴ 匂11：001芸 屯JR京都駅鳥 函㊥凪・帽旭恩爛科 ���丸中央口より徒歩3分 留8批む鰍分　　濾－ 

朝食付） ����������■田■■－L 

人妻人■ �カ 妄 U �博多駅発書　　蔓　　小倉脛発十 �������駐泊代金 ��雷 璽 ～2、3／16－21 は体前日扱い、 
平休日 � �体罰8 ��平休日 ��体熱日 �平休日・ト例礁旧 

1／5－31 ��3名1壬 �52 �28，200R ��軋2∞円 ��27，200円 ��31，200円 �6，000円 �10，000円 
2名1聖 ��鱒朋伽 ��軋400円 ��遡，400円 ��32，400円 �7，神0円 �11，200円 

1名1室 �41 �31，600円 �� �周伽 �叫600円 ��34，200円 �9，棚円 �13，000月 

3声1韮 �52 �29，朋氾円 �� �200円 �28，40餉 ��31，20伽 �7，2伽円 �10，腑円 

2名1重 ��30，棚円 �� �，4m円 �29，400円 ��3ち400円 �8，200円 �11，200円 

1名1宴 �41 �32，胡恥 �� �200円 �31御伽 ��糾，2∞円 �10，6仰円 �13，仰帥 

12／1～7 3／15 ��3名1重 �52 �31，抑〇円 �� �40餉 �30，800円 ��叫，一拍0円 �9，600円 �13，罰0円 2名1室 ��32，80伽 �� �200円 �封，朋〇円 ��37，200円 �10，600円 �鴨000円 

1名1室 �41 �鱒．200 �円 � �200円 �軋200円 ��39，200円 �13，000円 �18，0仙円 

12／14、1／1 3／21～31 ��3名1室 �52 �お，払〇円 �� �100円 �32，8∞円 ��叫8如円 �11，600円 �13，60伽 2名1空 ��糾，00円は ���円 �泊，808円 ��38，200円 �12，6t伽 �17，000R 

1名1室 �41137，20 ��40 ��600円 �喝20伽 ��39，608円 �15，000円 �18，棚円 

ございません） 

商品N0．l141106／連割141306 �����（09758〉 ���‡′三・・二′ 

0ホテル近鉄京都剖 ����l ．1 �証匡司脚1分 

匂E＝辺牙15：0 �Ol継タイプ1ツイン（難）lトリプル（祭）‖ �������言 �こ逐刊ii ��l i �こ■ 二iv 〉 ★」 

11・001広さ（dH　1 ������6　1　21 ��iら �■了tJ∴・ここ一　　　　　事華　　　‾d－′ 

旬日日日近鉄京都駅直結 ��������！ �≡賢魅惑芋宗筆帯零軋 

田、㊧濫温恩」州帥料口鮎 ������0秒1分 
大人おひとり欄＝泊2日基本代金（JR往復／帖付）　　　　　　　　　　　　　‾　払ユ貞一 

入聖人1 �引　博多厭発着 �����小倉輔発義 ���延泊代金 ��の1名利用です。 くださいマ 
す �平休日 ���体前日 �平体8 ��体前日 �平休日 �体前日 

3名1室 �73 �27，200円 ���30，朗0円 �26．200円 ��劫，餌0円 �5，∞〇円 �8，仙 

2名1室 �52 �2 �，200円 ��31．480円 �27，200円 ��30．400円 �6，M円 �乳200円 

1名1室 �� �．408円 ��乳甜0円 �30．400円 ��33．608円 �9．208円 �12，400円 

3／15～20 �3名1要 �73 �2 �200円 ��31．帥0円 �劫，200円 ��30．800円 �7．…円 �9．槌0円 

2名1室 �52 � �80か】 ��32，400円 �28．00〇円 ��31，40恥 �7，槌0円 �10．200円 

1名1董 �� �仙0円 ��35．…円 �32．0加 � �34．800円 �10．800円 �13．600円 

3名1雲 �73 � �00円 ��31．8抽円 �30．4（氾 � �30．808円 �乳200円 �9．600円 

2名1室 �52 �3 �．800円 ��32，硯円 �30，800 � �31．4仰円 �9．608円 �10．20伽 

1名1室 �� �00円 ��35．800円 �34．208 � �34．800円 �13．000円 �13．600円 

12／31～1／1 �3名1睾 �73 �32，800円 ����3 �800円 ��叫600円 2名1室 �52 �33．800円 ����3 �00円 ��11．600円 

1名1室 ��36．608円 ���� �．60加 ��14．400用 

懇ウオツシ｛闇惚項簡断章銚鵠卜妻㊧芸等筈諾卜垂西国志望勘凰孟謡識志望慧有料，



（JR往復／ 入日 �戦士 力重 �付） 　博多 �脚■　i �か倉駅発着 ��雇泊 �代金 

＝f U �平休日 �休前日 �平休日　重　体前日 ��平休日 �休前8 

1／2－3／6 �3名1皇 �53 �27．40餉 �29．800円 �2各．400円 �28．抑円 �5．200円 �7．600円 
2名1董 ��28．60加 �3え200円 �27．600円 �31．200円 �6．400円 �10．000円 

1名1壬 �41 �31．200円 �33．8（氾円 �30．20〇円 �32．800円 �9．0∝b �11．600円 

3名1室 �53 �28．600円 �32．200円 �27．釦0円 �31．20加 �6．棚円 �10．M円 

2名1璽 ��30．400円 �34．600円 �29．400円 �33．600円 �8．200円 �12．400円 

1名1重 �41 �3乞68〇円 �36208円 �31．…円 �35200円 �10．400円 �14．000円 

3／16－20 �3名1圭 �53 �29．800円 �33．醐円 �28．8抑円 �32．M円 �7．600円 �11．6【旧円 

2名1璽 ��3え200円 �37．400円 �31．2m円 �3＄．400円 �10．∝旧R �15．200円 

1名1壬 �41 �33．8∝I円 �37．808円 �32－8仙円 �38．附加 �11．馳円 �15．60加 

3／21－31 �3名1重 �53 �32．200円 �34．400円 �31．20如 �33．400円 �10．000円 �12．200円 

2名1重 ��34．600円 �37．800円 �33．600円 �36．800円 �12．棚円 �15．680円 

1名1竃 �41 �36．200円 �38．20伽ヨ �35．5弧8円 �37．280円 �14．080円 �16．000円 

商品No．日41109 �（10878〉　　　　　　　　　　　　　　　r ����������� �‾■一転 て1∴ ア1 ：J 十 �ヽ ・、ノ肴■ ㌢■1■、・九．ご 

9i′J生 �一　轟 

四14＝00　　　　　t悪賢誌lシ諾ルl響l 

四日：00　　　　1禁針，王，l孟　日野 
laaロaJR京都駅八乗乗口より徒歩5分 ��������������‡ ・－鞭■い＿，一一ィ、・ ニ箋垂薫誓∵ 

囚㊥侃・嶋旭思し欄鯛留口鮎ロ ������組分 �� � �� 

刀l　博多駅 ���積　！　小義駅榊　　蔓　　延‡脈金 �������� � 

入里人1 �雷　平休日 ��休航81 � �����休前日 

1／5－3／14 ��2名1韮 �52 �加，600円 �糾，仙 �27，00 �0円 �軋400円 ��6，40加 �12，200円 
1名1辛 �42 �29，200円 �37，抑帥 �礼200 �円 �38 �，削0円 �7，000円 �15，600円 

2名1里 �52 �31，200円 �叫400円 �卸，200 �R �33 �，400円 �9，M円 �12，加0円 

1名1睾 �42 �31，200円 �37，800円 �30，200円 ��36 �，紡0円 �9，仙0円 �15，600円 

2名l壬 �52 �34卿〇円 ��33，8m円 ����12，600円 

1名1垂 �42 �37，800円 ��36，脚円 ����15，600円 

商品No． �141111 � 

11 �▲ � � ��穴 ��＝1I � � � 

霊芸こて…33：芸二三三三闇討語 句ロロロJR京都駅八乗口よ。車で8分 ����������、亀　　；？ �弓芸艶t �　篭 凶－＝ 

憶（J職復／朝食何　　　　　　　　　奴奴ふれ一二∴ニ ��������� 
仙 

劉　博多駅発書　l　小食釈発♯　　　　槌創世象 �������� 

14：00 11：00 郡長券で 新Ⅶサービス （烹ヒ㌫芸訂 朝食なしの場合、 無料サービスあり （有料の朝食は 冒‡平休日l休罰臼　平妹日 �����棚8 �平休日．ト憫礁旧 

2名1室 他ミダフル） �68 �26，1姐〇円 �27，2的円 �25卿円 �26，200円 �4，000円 �5，㈱円 

1名1蔓 �41 �27，600円 �30，鋸0円 �26，6mR �29，8M円 �5，棚円 �8，680円 

2名1圭 （セミダブル） �68 �27，000円 �28，200円 �26，抑〇円 �27，200円 �4，抑OR �6，000円 

1名1重 �41 �29，800円 �31，脚円 �28，抑〇円 �30，8m円 �7β00円 �9，600円 

2名1睾 （セミダブル） �68 �28，200円 �礼200円 �27，200円 �劫，200円 �6月00円 �7，000円 

1名1室 �41 �32，仙 �33諷円 �31，400円 �3ち200円 �10．却伽 �11，000円 � 

入力璽 

商品No．l141108／早割141208／連割141308■ ������ � �� �溝・甚　‾ ��′′やぎ人 ■し・ 

0ダイワロイネットホテル京都J ������］ � ��■ ���叫， 

ト‡r i．！ 衰＿・ �県潤重き毒 墨高射闇だ棋 　ー沌l毒 ¢6 

l正1（名） �������1～2 

l鉱粛rポ）1　18 

嘔ロロaJR京都駅八集口より徒歩4分 

固・㊧MM恩仏側科ロ口跡分 

入土人1．割 ���博多… ��か暮餅発鸞　　　　　蔽忌代金 �������琶 
平体81体罰臼 ��刊種l日柄旧　套 ���平体8 ���休前日 

2名1睾 （ダブル） �66 �27，200円 �28，000月 �26，200円 �27，折〇円 ��5，000円 ���6，600円 

1名1室 ��叫200円 �32，4鵬円 �29，200円 �31，仙0円 ��8，的0円 ���10，200円 

2名1璽 （ダブル） 1名1壬 ��28，紺円 �31，200円 �27，200用 �30，200円 ��6，00〇円 ���9，M円 

31御伽 �35，200璃 �30，帥0円 �糾，200円 ��9，600円 ���13，000円 � 

3／21・－31 �2名1壬 （ダブル） ��31，600円 �32，800円 �30，600円 �31朋伽 ��9，珊円 ���10，600円 
1名1睾 ��37，400円 �－ �36，400円 �－ ��15，200円 ���－ �1／1、1／18、 2パ5 

商品N �0．1 �141110／早割141210／連割141310 ������07388）　　1 ���� 

1 � �ルセントノーム京都 ������四声元1隷書3分 ���� 

臨⑳ 大人おひ 12／15 10／1 10／1 1／2 数観象な � �15：00　　　　　櫻誓封シ弓詳 ��������l　ツイン　l ��争覇■与 野甥 ’恥シ， � 

53　　1 

【定Al名）1　1 ��������1、3　l ���澗＝攣捷梁 
l広★（ポ）1172 ��������22．8　1 

QT巳＿ とり様 �JR京都駅八乗東口より徒歩3分 鵬相恩爛科8鮎 ����8徒鮒 

力　　付多駅発暮　‡　小義解発雷　　　　　暖色代金 ����������� 

は人1 �引　平休日l・休前日l平休日　を障前日‡ �������平体白 �休前日 �★連泊割引★ 1泊∃よりお一人様 500円引き 

～29 �、1／4－3／14 �3名1室 �53 �27，800円 �31，400円 �26．800円 ��30．400円 ��5．即円 �9．200円 2名1聖 ��28．肋 �32、600R �27．800円 ��31．600閂 ��61600円 �10．480円 

1名1室 �41 �29．脚円 �33．800円 �28．80加 ��32．800円 ��7，600円 �11．600円 

一・18 �、12／8－14 �3名1竃 2名1妻 �53 �29．200円 �31．400円 �28．2帥 ��30．400円 ��7．80〇円 �9．200円 32．600円 �2乳4抑円 ��31．600円 ��8．208円 �10．400円 �．■　－　▲・・ 

1名利用OK！ 1名1塁に 3．000円迫力巳 あぶらとり紙 プレゼント 1名1室 �41 �31．抑〇円 �33．800円 �30．800円 ��3乙8m円 ��9．60伽 �11．600円 

9～1 －3、 12／3 �2／7、12／30 3／15－31 �3名1室 �53 �31．280月 �33．2町田 �30．200円 ��32，200円 ��9．∝旧円 �11．000円 
之も1董 ��32，208円 �34．4∝h �31t28 � �33．400円 ��10．000円1122肋 

1名1婁 �41 �33．600円 �35．600円 �32． � �34．600円 �� 

1・－1／1 �3名1憂 �53 � �200円 � �劫恥 ���13．00円 2名1塞 �� �4mR � �400円 ��� �円 �白扱い、2／10、 

1名1室け1 ��3 �700円 � �00円　　　　15． ����円 

しのt■ � 

商品 �No． � ��������� �6） � 

⑬月 �亡 �郁リ � �j∋ ��トテル ����′ � � �－1■■■・ 1痍鴫巨■‾ 

函 大人おひ � ����������� 

52 �73lシソ 

定■（名）】　1 �����������2131 

広さ的㈹1　1 ������0 �15117l 

⑳‾ と。 �地下鉄烏丸線五条駅より徒歩10分　　醸 ㊧郎旭思し棚科口恥n桝分　　寧 ������������二塁欝型 �　　－£′J‾亡 鞭理攣撃禁ニ 

12／ 10 11／1 路鞘嚢 � ��i �入華人1 �力つ　　博多併発書　　　　かか　積　‡　碇泊代金 ����������lうれしいポイント▼t 

＝r リ � � �平休日 �体罰目　上平休日1■休前日　平休日　　休陥臼 ������★30日前割引★ お一人様 300円引き ★連泊割引★ 2泊巳より 300円引き 

3名1室 �73 �2 �7 �，200円 �札8∽RL26，200Rl27，釦0円 ����5，0鵬円 �6．6t】〇円 

2名1重 �52 �2 �7 �，600円 �29．200円 �26，6脚円 �劫，200円 ��5，400円 �7，伸0円 

1名1圭 �41 � � �，刷円 ，20（l円 �29．000円 �27．棚円 �2札800円 ��6，200円 �7，000円 

3名1圭 �73 �� ��劫，抑0円 �27，卸0円 �乳800円 ��6，00円 �7，6脚円 � 

2名1室 �52 � � �，抽0円 �30，6∞円 �訂，800円 �詔，600円 ��6，600円 �8，咄0円 �1名利用DK！ 12：00 

1名1室 �41 � � �，400円 ，4脚円 �軋…円 �孤，4拍円 �訝，抑0円 ��7，200円 �8，600円 

／2 �3名1圭 �73 � � ��30，釦0円 �加，亜0円 �刃，800円 ��7，200円 �8，6鵬円 2名1璽 �52 � � �，8仲田 �31，200円 �28，8m円 �卸，280円 ��7，印0円 �9，000円 � 

1名1壬141 �� � �，…円 �31，醐円 �衿，帥0円 �恥6伽円 ��8，400円 �9，400円 

商品No．1141113／早割141213／連割141313 ������� �096 � � 

⑳ダイワロイネットホテル京都 �������u �■L �ll �l ▲ �し恥　銅価訴ゝ－、 

冨監丸線四条駅よ。徒歩2分堅塁 鎚L㊧M入力思し棚料留臼田桝分 �����������射訳はぷ ttU lr萄仁礪嚢． 重症．。．一姦狼中■■†」二 

大人おひとり機1泊2日基本代金（J闇／融付） 
延泊1金 ��お一人梯 500円引き ★連泊割引★ 500円引き ★確日割引★ 日曜日はお一人様 

入主人■ �ゴ リ・ � �平休日1 �休前日 �平休日′l休前日 ����平休日 �体罰臼 

1／2～3／1 �2名1璽 � �27 �脚0円 �31，鋸的 �誰，㈲0古 ��30，80伽 ��5，400円 �9，600円 
1名1室 ��29 �，800円 �軋200円 �祖，00伽 ��軋200円 ��7，即0円 �12，00伽 

2名1璽 ダプル ��2 �8．帥円 �32．郁伽 �27，6舶用 ��31，6（氾円 ��6，400円 �10，400円 

1名1重 ��3 �1，餌0円 �誠，劫〇円 �30，6仙135，200円 ����9，400円 �14，000円 

10／1～11／15 �2名1雷 ダア鳥 �66 �3 �2，400円 �泊，200再1，棚円 ���32，卸〇円 ��10，200円 �11，000円 � 
1名1雲 ��34 �朋伽 �3＄，200円 �乳400円 ��お，200円 ��12，200円 �14，000円 

3／21－31 �2名1重 （ダブ朗 �� �封，仙 ��刀，400円 ����12，200円 1名1室 �� �乳M円 ��37，800R ����16，馳0円 

商品No． �141114 �■ �毯 

14　ノ �● � �－ ��損 ��r � � � 

感12：00　　1蔓巨軍l2筆。l鍼㌃翌＿－、j 
屯田11．00　．広さ柵」，5．2。．25■　“ 亜地下鉄烏丸線四条駅南出口6より徒歩1分　　ア・‾■笛漂3、 

臨⑬鳳＋鴨場思し即蘭料口鮎 ������ロ鯵1分 ����▲一首で卵 �’溢軋 
／朝食付） 

入主用至 　リ ���博多脚　‡　小楯積 ����額泊代金 ��矧除外． 12／31へ・1／2 
平休日 �休鱒日 �平休日l体前日 ��平休日 �体軒8 

3名1室 ��52 �27，408円 �33，600円 �26，400円 �32，600円 �5，200円 �11，亜0円 

2名1量 ���2叩00円 �軋200円 �27，000円 �幻，200円 �5，800円 �12，000円 

1名1笠 ��41 �劫，600円 �33，糾0円 �2軌6仰円 �32，抑0円 �7，朝餉 �11，600円 

3名1塞 ��52 �29，200円 �引，○油円 �乳紬吋卸卿0円 ��7，0仙円 �9β08円 

2名1室 ���3吼200円 �糾，800円 �29，200円 �軋机円18，0帥112，6伽 

1名1室 ��41 �31，600円 �坤抑再0，600円 ��乳400円 �糾00円い2，200円 

3名1董 ��52 �31，印加 ��30，8 �00円 �9，600円 

2名1蔓 ���糾，800円 ��33，800円 ��12，6 �00円 

1名1婁 ��41L　軋棚円 ���刀，4∞円 ��12，200円 

厨W瀾応　慣ズボンプレッサー庖コンビ二　　匹至司郎欄（」R大阪駅又はJR新大排）より徒歩約3分以内のホテル
◎


