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易彰室誰抄
ご当地クルメクーポン

ふらり限定オプショナルプラン。

北海道のご当地グルメが
なんと500円で楽しめちゃうl

話題の旭山動物園を観光l

かわいい動物たちに

会いに行こう。

カンタン便利なJALタッチ＆ゴーサービス
～空港カウンターへ寄らずにそのまま搭乗できるサービスです～

＊事前に座席指定をお済ませであればご利用いただけます。便出発15分

前までに保安検査場のピッと端末に「eチケットお客さま控」に記載の2

次元バーコードをかざし、「ご搭乗案内」をお受け取りください。搭乗口へは

便出発10分前までにお越しください。

萱師手荷物はおご人様芦Okg声で無料で

お預かりいたします。（個数制帽はありませ人
＊無料手荷物許容里を超える場合は、別途超過手数料をいただきお預かりいたします。

また、お一人様合計100kgを超える場合は、お預かりできません。
＊機種により大きな手荷物はお預かりできない場合があります。お預け可能なサイズ等、詳しく

はりALホームページ」にてご確認ください。

・JALスマイルサポート

＊ご高齢のお客さま、赤ちゃんをお連れのお客さ

まや妊娠中のお客さまについて優先的に機内
へとご案内を行うなどサポートが充実していま

す。お手伝いが必要なお客さまに、安心の旅を
お約束いたします。
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慧警欝磯箭
函能・札幌を

楽しむコース

ぴっ旅

日程・フライト・ホテル部屋

タイプが自由に選べる！

フリーコース・レンタカー

コース・JRコースと

旅のアレンジ思いのまま！

愁窮挺康勝
茅吾訝
移動や観光に便利なバス、
レンタカー、北海道なら

ではの食事をご用意。

JAL北海道キャンペーン

写1提供：旭川市旭山動物園

鳩山動物隅考のイメ、－ジでも

A〟翳し〃Vf篭針

JAL地山動物国号乗車無料
■パス運行期間：2013年11月18日～2014年4月7日

（12月30日～1月1日は運休）

【麺㌘卜巨頭車重噌野卜垂垂・（軒
※パスの増便および整備なとにより予告なしに通常パス、またはタクシーと

なる場合がございます。
※他山動物園入園券は含まれておりません。パス車内にて販売いたします。

（高校生以上．800円／中学生以下．無料）

JAL北海道長髄対象僅意搭乗の方にもれなくプレゼント！ 

憲芳芸浮豊だ讐翳ク「ハピリカ」 �土：閤 （表紙イメージ） 
●配布期間： 

2013年11月9日～2014年4月6日 

羽田・大阪（伊丹・関西卜中部・福岡・広島覚北海道路線のうち12 

時台覧の出発便まで。ただし羽田発煙は14時台出発便まで。 

＊上記キャンペーンはJAL実施・運営のキャンペーンとなります。t旅行出発前予約（出発日の前巳から起算して10巨］前までにご予約ください）

l謎碓ヨ瀾　ゝ＝日本航空利用　＊」ALグループ内のほかの運航会掛乗務員にて運航となる場合がございます。

匿童画＝お客さまのご希望の便をご利用いただけます。
欄＝JALキャンペーンバス利用　1＝－＝＝JR利用

m闇1匹コ＝フリータイム（ご利用便によってはフリータイムがおとりできない場合がございます0）
※＝お客さま負担

●設備・サービスについては、設備有無のご案内となります（一部対応や貸出し、期間限定の場合がありま
す）。ご利用方法・料金等の詳細については各施設へお問い合わせください。●各施設の駐車場は隣接する
契約駐季場になる場合があります。また、立体駐車場の場合、一部車両につきましてはご利用いただけない
ことがありますのでご注意ください。●駐車場料金は現地払いとなります。

【利用便】●フライトスケジュールの変更に伴い、便名・発着時刻が変更となる場合があります。また、お乗り継
ぎのお客さまは空港での乗り継ぎ時間が必要です。最新の国内線時刻表でご確認ください。

【宿泊施設】●宿泊施設に記載した部屋タイプの「または」表示はいずれかのお部屋タイプとなり、指定はできませ
ん。●特に記載してある場合を除き、宿泊施設はパス／トイレ付きとなります。また洋室をご利用の場合、原則として1
名ノ1室はツインルームまたはダブルルームまたはシングルルーム、2名／1室はツインルームのご利用となります。3
名以上でご利用の場合はツイン＋エキストラベッド、ソファーベッド、スタツキングベッド、デイベッドのいずれかとなり
ますのであらかじめご了承ください。●3歳未満の幼児をお連れの場合、一部宿泊施設では、別途施設使用料がかか
る場合があります（現地払い）。●客室写矧は一例となり、実際と異なる場合があります。また、ホテルの立地状況、お
部屋の向き、ご利用階数によりお部屋からの景観（オーシャンビューなど）に差異がある場合があります。●「おもてな
し上は矧こ注釈がないかぎりお1人様につき1泊につき1回のご利用となります。なお、ご利用にならない場合でも返
金の対象にはなりません。また、ご利用できる時間や休業日などは宿泊施設に直接お問い合わせください。

けプシヨナルブラン取消料について】●間瀬料四囲消料I彊取消料基準は取消料Aまたは取消料Bを適
用します。（裏表紙をご覧ください）●l榊料なし瀾闇料はかかりませんが、予約をしている場合は、必ず事前に取
り消しの連結をしてください。無運緒の場合は取消料が請求される場合があります。●各コースに適用取消料が

喜己載されている場合は、その取消料を適用いたします。

趣無料駐車場あり　遍有料駐車場あり
画チェックイン時刻　l【Dアーリーチェックイン時刻

画チェックアウト時刻　田レイトチェックアウト時刻

也＝温泉付きホテル　虫＝ニッコー・ホテルズ・インターナショナル

＠＝」ALキャンペーンパス（21ページ）乗車ホテル

t罰慧置mE匹折損釦■禁煙ルームがお選びいただけます。ご予約時にお申し出ください。

■■Ⅸ深染♯ぷ■■■客室は全室禁煙となりますが、喫煙所やロビー等一部スペースで喫煙可能です。

閑禁煙ルーム利用となります。
■特に指定がない場合は、禁煙・喫煙はお選びいただけません。
ただし、宿泊施設によっては喫煙が可能なお部屋となる場合があります。

【食事】●料理の写真と器は一例です。時節により内容が一部変更となる場合があります。●年末年始のお食事
は、記載されている内容から年末料理またはお正月料理に変更となる場合があります。●料理内容および食事場

所の「またはJ表示はいずれかのお料理・食事場所となり、指定はできません。●ご利用便によっては、朝会が召し
上がれない場合があります。また夕食付き宿泊施設をこ、利用で、お客さまのご都合により宿泊施設への到着が遅
くなる場合、夕会を召し上がれない場合があります。

【旅行代金表】●出発日により旅行代金が異なります。該当の出発日カレンダーのアルファベットをご参照のう
え、旅行代金をご確認ください。●旅行代金表、くびっ旅〉商品のホテル差額に1名／1室の表示がない場合は、1名
様参加およびシングル利用はできません。●旅行代金、くびっ旅〉商品のホテル差額は宿泊施設の1室当たりの利
用人数を単位として適用します。●こども旅行代金は、満3歳以上12歳未満のお子さまにご利用いただけます。
おとな・こどもの区分表示がない場合は、満3歳以上からおとな・こども同額の旅行代金適用となります。●こど
も旅行代金は、3名以上／1垂利用で1室につきおとな旅行代金適用者2名以上ご利用の場合のみ適用となりま
す。（例）おとな1名、こども2名でご参力口の場合、こども1名は「おとな旅行代金Jとなり、2人巳からrこども旅行代
金」適用となります。ただし、くびっ旅〉商品は、ホテル差額について同様の適用となり、基本代金はご参力軋1ただく
おとな・こどもそれぞれの旅行代会が適用となります。●rこども旅行代金」にてご参加のお子さまの食事はおと
なに準じた、もしくは数晶少ない程度の料理内容となります。また、一部施設においては、お子さまメニューとなり
ます。●「こども添い乳については、裏表紙のにども添い寝旅行代金jをご覧ください。

【その他】●観光施設の休業日巨イベント開催期計時閏などは変更・追加になる場合があります。また、パンフ
レット記載の観光地の入喝料金などは変更になる場合があります。●ダイヤ改正または列車の運用上の都合など
によりJRの運転時刻は変更となる場合があります。

旅行会杜の皆さまへ

園極圏マークはたび」AL胱びマ＝ユア仙にて詳しい情報がご軌、ただけます。■遡忘忘雪等望慧．諾欝完禁忌志望警鵠芳莞濃監怒諾濫諾冨諾芸呂妄す。

クふらり www．jaLco．jp／domtour／jaLpak／furari／

【1ページ上の写質●さっぽろホワイトイルミネーション（12月頃）】



㌢∴∴暦攣

〔璽萱頭〕（限定）NG5500A血500円（おとな・こども同部■旅行出発前購入（出発日の前日から起算して10∈前までに旅行会社にて掴入ください」 】駁肖料なしl〈旅行企画項施ジャルパック〉

店で正激増・味噌の3種類の味を用意しています。全体的に油が多く、

味も濃いめ、野菜が入っていることもあってtも多めなのが特徴です。

札幌ら～めん共和眉l　荘三菱㌢済闊墾銅椚わ疹母憲

郡11：00－22：00　筐通無休

1985年、札幌グランドホテル内レス

トランrビッグジョッキ」オープンから

現在に至るまで不動の人気を誇る定番メニュー。「サラダ感覚で味わえるラー

ちメン化して、全国の居酒屋・レストランでもお馴染みの定番メニューです。

札爛グランドホテル内rビッグジョッ利

二三±こ　キ∴フ亨－∵：・ノラナ∴■フトトLt∴∴二二；∴二

ランチのみ11：30～14：30（ラストオーダー）

定休　二二二二二二980円

〔要望蜃≡≡
感【ou山喜i

とろみがなくさらさらのスープ

と大ぶりの異が特徴です。札幌

から始まり、道内各地に広がっ

ていますが、やはりスープカ

レーの本場は札幌。本場札幌

で味わうスープカレーは格別Il

カレー＆ごはんカフェ【ouChi】

㌻・、‘＝二三　ご亡　イ二二・一：．‾ノー‾∵∵∵∵往∵一㌧∵バレー

、，‾二子」と◆∴‘二’二二．三∴三∴二・＿一三二二一・バ▲一．■＿一一・二：ノ．lL・一・．－

緋経机抱訝捕り≡慧這日月0～2300（ラストオー

ダー22：00／日・祝は20：00）荘盃惑不定休

済1，050円＋ソフトドリンク代

⊂垂コ雷雲霊諾慧雪雲芸
魚介類。威勢のいいかけ声とともにところせましと

並ぶ商品は見ているだけでも楽しめます。そんな朝

市の一角にある海鮮問屋直営の食堂で海の幸の親

子丼をご用意しました。

函館朝市架靂／北の味処よさこい　　聖盟沼声潮岬砂州

転意建親子辞　m5：00～14：00（ラストオーダー13：30）

耶無休　ml．050円

チロイ二一・ズチキンハ血カー

「地産地象」で函館つ子に愛されているハンバーガー

ショップ。手作りにこだわって調理しています。各店

き　甜まそれぞれ異なったテーマを掲げていて・ベイエリ
ア本店ではブランコ席をご用意。童心に戻って楽し

んでみてはつ

ラッキーピエロ

8ヨヨ⊃チ十イ二lユチキンハ】芳一÷ワ一・ロン∴裾ウイ∴）仁一：二
＋ラ半在■テ＋ハッシまたはシール

監ヨヨ10：00～24：30　桜詔ヨ不定体　※全16店舗で利用可熟

ソ・し⊥l＿、ミニ1．260円

代金に含まれるもの食事代（サービス料・消責税諸税を含む）

上賞な国産豚ロース

を秘伝の甘辛いタレ

で焼き上げ、ご飯の上にのせたシンプルなどんぶり。北海

道十勝地方、帯広発祥の料理です。

はl乃≡・ぶたはげ・はなとかち・無副群摺えん・ふじ

もり・ぽんちょう　以上6店舗よりお選びいただけます。

l擾亭亡卜豚丼：営業時憫・定休日は各店舗で異なりま

す。群しくは旅行会社へお問い合わせください。

随ヨヨ諾ヨ700円～950円

されたカキがたっノミ叫のった和風味のどんぎりです。牡書

が口の中でとろける食感や濃厚な旨味が堪能できます。

道の駅、厚岸味覚ターミナル・コンキリエ

画岳えもん＃＋お味噌汁（あさり汁）

F藍ヨ迄∃百Ill：00～18：00；莱11・12月は19：00まで、

4・10月は19：30まで（ラストオーダー開店30分前）弓道ヨ月曜日（祝祭日の

場合は火曜日）12／28～1／2　転蓑空韮ヨ詞罰1．000円

オホーツクバザール直営レストラン可留茶屋倶榔

睡ザンギ拝＋みそ汁＋薫物　蜘10：00－16：00（ラストオーダー
15■00〉　臼ヨヨ無休　臨録　ヨ犯闇950円

ご注鳥：●おとな・こどもとも同じメニューとなります0●指定されたメニュー以外はお客さま負担となります。追加飲食に伴う代金は現地にてお支払いくだ乱、。●料理の写真と器は一例です。●ラーメン券をご利用の場合、

現金とのお引換え・並びに釣り銭はできませんので、あらかじめご了承願います。差額が生じた場合は現金にて不足分をお支払いください0●他の割引のサービスとの併用はできません。●食事メニューの内矧は、食材の仕入

雄離虐漱げ

フJ



ほっきよくくま舘
蟻を利用したスペ¶スではオリもガ
ラスもなく雲の上で霊ているホッキ

ヨフグマや聖で遊ぶ冬でしか見られ

ない空を見ることができます

・一　一　●

～－【～叫竹W＿【】，．イ＿㌦（一〆－

ノ左＝卦酬W〔警警旭…市鳩山動物臨′W　　　、〝、′

●航空便の発君時刻は、最新の園内綜時刻表をご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　※＝お客さま負担

●往復籍羽田空湾での乗り継ぎが必要となります。ただし、福岡発は直行便もご利用いただけます。
●2日目、〈」AL旭山動物国号〉のラッピングパスは座席数に関りがあるため、ご予約時の先矧順となります。ラッピングバスが

満席の場合は通常のバスでのご予約となります。ご予約の際ご曜認ください。また〈JAL旭山動物園胃〉はほかのツアーの

お客さまと混索となりますのであらかじめご了承ください。

住）福岡矧まフライトによっては≡酎七会が必要となります。l詳しくは8ページ

パス走行距離　2日自最大約350km

出発日カレンダー
日 �月 �火 �水 �木 �金 �士 �日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �巳 �月 �火 �水 �木 �金 �士 �日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �日 �月 

11月 � � � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �‖ �12 �13 �14 �15 �16 �17 A �1．寧 A �19 A �2p A �21 A �型 ⊂ �23 8 �24 A �25 A �26 A �2 A �2号 A �鱒 ⊂ �30 B � � 

12月 �1 Å �2 �3 �4 A �5 D �6 �7 �8 日 �9 D �10 D �1＿1 D �12 D �13 �14 �15 �16 �1＿7 D �18 D �19 D �蔓q G �賀 し �22 �23 �革4 D �2早 D �嬰 l �27 J �鱒 M �29 �30 �31 � � � � � � 
A �A ���D �F ������G �G �D �D ������石 �D 

1月 � � � �1 �2 �ゾき， �4 �＿5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �1き �13 �14 �15 �16 �17 �柑 �19 �20 �21 �革軍 �23 �24 �2号 �2年 �27 �鱒 �2 �30 �きツワ � � � 
し �L �L � �H �D �D �D �D �F �」 �E �D �D �D �D �F �F �D �D �D �D �D �F �F �D �・D �D �D �D �G 

2月 � � � � � � �1 G �2 G �3 日 �4 1 �5 K �6 K �7 K �8 �9 �10 l �11 H �12 �13 �14 �15 �16 �17 D �柑 D �19 D �20 D �21 �22 �23 D �享や D �25 D �2年 D �草7 D �享卑 F � � � 
M �し ���D �D �F �F �D �����F �F 

3月 � � � � � � �1 F �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �tl E �1号 E �13 �14 �15 �1阜 E �1～ E �1阜 E �1号 E �呈p E �㌢ L �22 F �蔓き E �些 E． �努 E �些 〔 �努 E �28 F �29 F �享p E �蔓1． E 
E �E �E �E �E �F �F �E �E ���E �F �F 

4月 � � �1 G �2 G �3 G �4 H �5 H �6 G �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �1 �15 �16 �1 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �2 �29 �3 � � � � � 

旅行代金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位・円

福岡発星本代釧名標 ��A �B �C �D �E �F �G �H �l �」 �K �L �M 

おとな �3～5名／1室 �32，800 �35．800 �36，800 �吼弧） �42，800 �44800 �41800 �職即0 �57．折0－ �63．800 �70．800 �791800 �乳800 2名／1塁 �33。即0 �36都0 �37，800 �41．800 �亀約0 �45．的0 �48，800 �50800 �58800 �餌．8m �72，8m �80800 �91．め0 

1名／1室 �漁色00 �40．800 �41，即0 �44，800 �42，800 �49，800 �52．約0－ �53，800 �62，800 �68．的0 �77，800 �84都0 �95．8的 

こども �3－5名／1室 �32】800 �35．800 �36．800 �40，800 �佗800 �44月00 �47．800 �49，808 �57，800 �63，800 �70，800 �71．800 �花800－ 

北九州・山口宇部・ 大分・長崎・熊本・ 宮崎・鹿児島発 旅行代金差顔（1名機） ��†12．500 �†13．駅0 �†14，000 �＋5．0（】0 ��＋7．000 ��†10．M �†16．M �†21．M �†12，m0 �†16，000 �十21，000 

㊤上記塑春代蓋に各ホテルの追加代金を力□算してください。（おとな・こども同郡）
●北九州・山口宇部・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島発のお客さまは、福岡莞⊆本代余に上書己旅行代金差甑を皿印してください。

（おとなこども同日）

●福岡発フライトによっては差額代金が必要となります。ト詳しくは8ページ

JAUtyク　●札幌グランドホテル・京王プラザホテル札幌の5名／1室、札幌乗急インの4・5名／1室の設定はありません。
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≠やつン千ノリノ騨
動する習性を生かして散歩が実施さ
れます。散歩の時間に合わせて元気な
ペンギンたちの姿を見ましょう。

※ペンギンの散歩は積雪がないと冥

了1施されません。
′・

r　≠■月ヽ－■■■■　■　■1■　‾、、

撃転鯉雌ぎ動地斬

JAL鳩山動物園弓（イメージ）

鳩山動物園では動物たちがエサを食べる様子を見る
ことができる時間を「もそもそタイムjと言っています。

飼育展示係の解競を聞きながら覿ホしてみてはフ

http：／／WWW5・〔ity・aSahikawa・hokkaido・jp／asahiyamazoo／

～－■’■二■’川∴●；■　′／′　■i一年

暮廟　　　　潜在中

川増ルーム剛

在郷ろうI i占加代怠（1甲・攣胤　　㊧織ト

＿＿＿　＿＿　＿　＿＿＿　＿＿　日日　＿

駈田札幌エクセルホテル東急
●洋室（1～5名に1董）、禁煙ルーム（1～5名に1室）
●朝食付き　画14．00鴎12二〇〇
●地下鉄中島公園駅より徒歩約3分

桝書にアイス

1障一瓢・叔玉コ型損■拍船■

置遇札幌東急イン
●洋室（1～3名に1茎）、禁煙ルーム（1～3名に1室）
●朝食付き　⑪14▲00厘団11．00
●地下鉄すすきの駅より徒歩約1分

彊壷▲サ：ビス
胞⊂刑i■型

札幌地区では夕食お楽しみオプションをご用意　旅行出発前予約膵しくは18ページ

お書き蓼へのご井内　●行程内の色文字は赤文字（下線）入場観光地を表示しています。また、行程内に表

記している場所以外で休憩をとる場合がございます。

旅行代金に含まれるもの　●各旅行日程表に明示した往復の航空運賃（個人包括旅行割引運賃適用）・料金
（羽田・北九州空港利用の場合は旅客施設使用料を含む）、宿泊費、食事代、旭山動物周入園券（高校生以上／
3～15歳（中学生）のお子さまは動物医グッズ代金）、消費税等諸税。●前記以外の各観光地における入場・入

国料金は旅行代金に含まれておりません。

JAL事サンペーンパス（JAL旭山■犠撫号）のご暮内　●全席禁煙となります。補助席は使用しておりませ

ん。正座席のみとなります。●増車対応、整備などのやむを得ない事情により、予告なしに通常のバス（大型・

小型卜タクシー（ジャンボ・小型）となる場合があります。なお、タクシー（ジャンボ・小型）の場合はバスガイドは

付きませんのであらかじめご了承ください。●ほかのツアーのお客さまと混乗となります。●季節・天候・道

路・そのほかの雪偶により、予告なしにルートを変更・乱愛または運休する場合があります。また、各旅行日程

表に記載している発着時刻が前後する場合があります。●旭山動物園の見学時間は道路状況等により変更と

なる場合があります。また、見学時間の変更に伴い「ペンギンの散歩」「もぐもぐタイム」等のイベントがご覧い

ただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。●旭山動物園への到着時刻が大幅に遅延すると

想定される場合は、旭山動物園まで運行せず、引き返すことがございますので、あらかじめご了承ください。

●座席は自由席ですが、ほかのお客さまと相席となる場合があります。また予約状況により乗務員が指定さ

せていただく場合があります。●2008年6月1日の道路交通法一部改正により、「バス乗車中はシートベルト

の着用」が露務付けられました（一部座席を除く）。バスをご利用いただくお客さまはシートベルトの着用にご

協力をお願いいたします。

＼
1
－
・
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ー
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盟ぼ眺画乱／

′＞二練あがき弁婆

以来、継ぎ足して使用。
ヲキワカメとニシンの
相性も抜群l長年愛さ
れ続ける伝統の疎、み
かどの看板商品です。

伍ヨ田：NS5943E　四：定型コース型
●出発地：福岡・北九州・山口宇部・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島発
●出発日：2013年10月1田～2014年3月29日の毎日発（ただし、11月19日～29日・12月30日～1即日発は除く）

●食　事：各ホテル欄をご覧ください。●最少催行人員：1名

●ツインクルバス函館夜景号乗車券付き　　　　●函館⇒札幌・札幌⇒新干横川裾引自雇侶

盲閥＝EF 

1ほ等禦洗宍莞㌫諾豊山夜祭掛ご案内撒くは上記函館／湯の川（泊， 

2！田ホテルヱ（宗男芳警）聖で欝）・」R札幌駅踊レ ●函館⇒札幌間はお好き欄の特急列車にご乗車いただけます。また、追加代金にて〈特急スー 

パー北斗海側指定席事前確約プラン〉がご利用いただけます。乙〉誰しくは息語　　　札幌（泊） 

3辺ホテルエJR札榔＝快速■普通列車新千歳空港匿園（注）ゝ各地 　　　　　自由席 

●航空便の発着時刻は・最新の国内線時刻表をご確認ください。　　　　※＝お客さま負担 ●往復路羽田空港での乗り継ぎが必要となります。ただし、福岡発の復路は直行便もご利用いただけます。 

（注）福岡矧はフライトによっては蓑田代金が必望となります。岬しくは8ページ

のみどりの窓口にクーポンを提出し、JR券賃とお引き換えくだ乱「。（ご乗車になる30分前までに必すお引き換えくだ乱＼。）●函館

⇒札幌問は指定席をご希望の場合、当日東部訓こ空席がある場合に限りご利用いただけます。お客さまご自身で、函館駅みどりの

窓口などでご乗車前に蒜定席券の交付をお受けくだ乱1剖用当日は追加代金なしで変更できます。満席の場合は自由席のご利用

となります。（海側指定席寧前確約プランを除く。はた、途中下車された場合は前途無効になります。●」Rの運転時刻はダイヤ改正

により変更になる場合があります。あらかじめこ了承くだ乱1。●「ツインクルバス函館夜宗胃」軋夜酎唱えない場合でも払い戻

しは行いません0●函館山ロープウェイ、もいね山ロープウエイ【ま悪天候・そのほかの理由などにより運休となる場合があります。

旅行代金に含まれるもの　●旅行日程表に明示した往復の航空運賃（個人包括旅行割引運賃憩恥料金（羽田」仇州空

斬り用の場合は旅客施設使用料を含む）滴泊贅、食事代、」R運昏料金、「ツインクルパス函餞夜累号J乗車料金（11月8日～3

月29日出発のお客さまはロープウエイ代含む）、「」AL駅弁クーポン」代、もいね山ロープウェイ＋ミニケーブルカー（もーりすカ
ー）往復乗車券代、消費税等諸軋※「各区間の」R券」「ツインフルパス函館夜景軋「」AL駅弁クーポン」、「もいわ山ロープウエイ

往復乗幸券」未使用時の払い戻しはありません。●各観光地における入場、入国料金は旅行代金に含まれておりません。

甲鱒■」恥　研首相●全席禁煙となります。●補助席は使用してお元せん。恵良膵ああ毎海となり
ます0●ツインフルパスは」R北海道による運行となり、ほかのツアーのお客さまと混乗となります。●ガイド付

きとなります0●ダイヤ改正により発着時問が変更になる場合や、天候・道矧犬況などによりルートを変更・割

愛する場合があります0（その際代金の払い戻しはありません。）あらかじめご了承ください。●多客時の増車
対応、整備などのやむをえない事情により、予告なしに小型バス・タクシー（ジャンボ小型）となる場合があり
ます。●2008年6月1日の道路交通法¶部改正により「バス乗車中はシートベルトの缶用」が義務付けられま

した（一部座席を除く） バスをご利用いただくお客さまはシートベルトの着用にご協力をお願いいたします。

豚とんとん
森町屋のSPF冴

使用し、特製タ
で仕上げたボ

※上記写真はすべてイメージとなります。

●和室（1－5名に1室）
●朝・夕食付き　夕食リ1、ィキング（レストラン）
画1400顧1000
●函館空港より辛で約10分、」R函館駅より肇で約15分

■誌．00置竺

二言二古市声．り二㌧

●洋室（1～4名に1室）、禁煙ルーム（1～4名に1室）

認憲讐遣り鷲監二ビス
l温　　滅温
画　　（北のグルメ事）に煉Ⅸ

出発日カレンダー
日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �日 �月 �火 �水 �木 �金 �⊥ �日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �B �月 �火 �水 �木 �金 �＿」 �日 �月 �火 �水 �木 �金 �J＿ 」 �臼 �月 

10月 � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �3□ �31 � � � 
D �D �D �E �首 �D �D �D �D �D �‾E � �D �D �D �D �D �E �‾E■ �D �D �D �D �D �E‾ �E‾ �D �D �D �B �B 

11月 � � � � � �1 日 �2 H �3 A �4 A �5 A �6 Å �7 A �8 C �9 B �10 A �11 A �12 A �13 A �14 A �ユ与 ⊂ �16 B �17 A �18 A �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 8 � � 

12月 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 � � � � � � 
A �A �A �A �A �‾C �B �A �A �A �A �A �C �B �A �A �A �A �A �‾⊂ �F �C �A �A �H �」 �K �し �K 

1月 � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �柑 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 � � � 
し、 �ル1 �K �K �A �A �A �A �⊂ �F �Å �Å �A �A �A �こ �B �A �A �A �A �A �⊂ �B �A �A �A �A �A �⊂ 

2月 � � � � � � �1 �2 �3＿ �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 � � � 
8 �B �F �G �G �G �H �G � �D �A �A �A �⊂ �B �A �A �A �A �A �⊂ �8 �A �A �A �A �A �C 

3月 � � � � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 
8 �A �A �A �A �A �C �B �A �A �A �A �A �C �B �A �A �A �A �A �G �B �A �A �A �A �A �⊂ �B 

■mJlヽ＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円 

嗣発基本代針1名様 ��′A �B �⊂ �D �E �F �G �H �】 �」 �K　f　L ��M 

おとな �ト5名／1室 �59，郎8 �亀的0 �絶800 �65が0 �69．800 �72朋0 �軌脚 �封，6○○ �9用00 �97．∽0 �用7朋0 �120500 �1518・00 2名／1室 �私闘8 �軋800 �64郎 �仏800 �701888 �73朋0 �軋約8 �85．約0 �92，800 �98．800 �吼靴 �柑橘的 �152約0 

1名／1室 �63朋0 �純800 �67朗8 �織800 �73．釦0 �76，800 �隠餌0 �88，800 �妬脚 �l軋800 �1800 �1248㈲ �155800 

こども �3～5名／1室 �55－8的 �56，800 �弛800 �軋即0 �65，餌8 �絶800 �73．800 �74，800 �75，800 �弘880 �92，800 �柑1．808 �184800 

北九鮒山口宇部・大外 掛陣・宮掛鹿児島発 旅行代金差夢（指標） ��†2，500　　＋3．500 ���＋4．500 ��＋1，000 ����＋12．500 ��‡11．500 �†24，000 

○上記三本代金に平成詑／しおさい事の追加代金を加許してください。（おとな・こども同矧 
0上記蔓本代合に特急スーパー北斗・海側指定席事前匠的プランの追加代金を加巨してください。（おとな・こども同掛
0北九朴山口宇郡。大分・忘L裾絹本・軋卦偏児島発のお客さまは、福岡莞空木代金に上記旅行代会差罠を加茫してくだ

さいこ（おとな・こどう同諷　●福岡発はフライトによっては差掛代金が必要となります。ト軌．くは8ページ
●函館国際ホテルの4・5名／1室、札幌東武ホテルの5名／1室の設定はありません。 JAU†yク
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自分にぴったりな旅が自由につくれる！

福岡発フリーコース1泊基本代金　基本フライト

鰯0滴90，800円
いろいろ選んで、自由に作ろう！自分だけのぴったりプラン。

プリ℡コーノ
丁＼ン‾二に

レノ二7カーゴ－㌻

または∴
JRコ「ス．

レンタカーコー： 淡硬紹奴こ沙離
婚抱蘭脇蘭鋳

■利用レンタカー会社：タイムズカーレンタル（旧マツダ）暮乗車定員：S・A・8クラスは5名、WAクラスは8名
■車種：Sクラス軍デミオ（マツダ）Aクラス＝カローラアクシオ（トヨタ）8クラス＝アクセラ（マツダI

WAクラス＝セレナ伯産）など同欝クラス

■手書の希王はお熟ナできません。
■昂刺としてオートマチック車、エアコン、カーステレオ（CDプレーヤー）付き、力一ナビ捕巾。

■配車：1日ヨ＝謝空港苦節　■劇：厳日＝出発空港輔市価千義・磁・旭川・とかち帯広・腑・女棚）
■記事・遮事時間：空港営間では、日本航空の始闇～■繚ttまで配寧・遍書が即壇可鍵です。

ただし、闇に揉績しない記事・遁■については、レンタカー会社営暮晴嵐内となります。

●レンタカー会社では貸し渡し矧こ運転者のお名前、ご連結先などのお申し出が必要となります。また、過去にご利用矧こおけ
る駐車違反処理を行っていない場合は、貸し渡しができない場合がございます。また、利用期間中の交通違反【ま返納までに反

則金のお支払いをお済ませください。●運転中に事故などにあわれた場合でも、当社は代替サービスの手配はできません。
●走行拒矧こ制限はありません。●利用時問の短矧こよる払い戻しはできません。●現地にて利用日数を越えた場合は延長

代金をお支払いいただきます偶地払い）。●配返華場所は最寄りのレンタカー営業所となり、各空港営業所間は送迎となる
場合があります。●レンタカー返納時間の目安は、ご搭乗便出発の1時間前（新千歳空港は1時間30分前）となります。また、あ
くまでも目安時間となりますので混推状況などにより変更となる場合もございます。●有料道路料金・監事料金は含まれてお

りません。●カーナビにつきましては、走行状況や利用条件によっては正矧こ作動しない場合があります。また、5年以内の新

設の逗指や新規宿卦観光施設はカーナビに表示されない場合がございます。●ET⊂標塗装隋。お岩さまのETCカードをご利

用ください。（ET〔力一ドの貸し出しなどは行っておりません。）●万一事故・盗掛故障・汚損などを起こされ、車両の修理偏将
が必要となった場合、営業楕隈として下記金賃をご負担いただきます。（免責補償制度に加入されていてもご負担いただきま

す。）予定の店浄営業所に車両が返還された場合（自走可能）20，000円（WAクラスは30，000円）、その他の場合50，000円

（WAクラスは70．000円）。藍ノンオペレーションチャージは予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。

●チャイルドシートをご使用ください。
ご注書値桔交通法上チャイルドシートの着用が義務付けられています。該当する方は、ご予約時に
ご利用になるチャイルドシートの種類をお申し出ください。チャイルドシートの装着lま原則として、お

客さまご自身で行っていただきます。こ不明な点はレンタカー会社係員にお問い合わせください。

●出発日：2013年10月1日～2014年4月30日の毎日発

【フリーコースヨ

●旅行巳数：2日間から8日間
●宿泊数：1泊～3泊まで宿泊でき、滞在中の何日白でもご利用でき

ます。

●品少催行人員：1名または2名（ただし、1名の場合は1名に1室の設

定があるホテルのみを利用した場合に照ります。）

それぞれが好きな
固琵否参加OK！

参加者4人の内、1人だけ

出発日や旅行日数が違っ
てもOK！

基本代金は宿泊数を基本とします。出発日により基本代金が異なりますので出発日カレ
ンダーと合わせてご覧ください。

【レンタカーコース】　　　　　　　　　　　　≡【」Rコース】
●旅行日数：3日間（2泊）・4日間（3泊）・5日間（4泊）　　　　　要●旅行日数：3日間（2泊ト4日間

●最少催行人員：2名（ただし、1名／1垂の殴定がある場合は1：（3泊）・5日間（4泊）
名／1室利用可）　　　　　　　　　　　　　　　：●最少催行人員：1名または2名

●レンタカー1台の利用人数：2名／1台、3名／1台、4～8名／1台：（ただし1名の場合は1名に1

●レンタカーコースは旅行日数とレンタカー1台の利用人数婁　室の設定があるホテルのみ
を基本とします。　　　　　　　　　　　　　　　　　：　を利用した場合に限ります。）

〈例〉5名でレンタカーコース利用の場合
5名1台希望→5名／1台代金適用

5名2台希望→3名／1台代金、2名／1台代金適用

基本代金は旅行日数を基本とします。出発日により基本代金が異なりますので出発日
カレンダーと合わせてご覧ください。

4つのJR周遊パスを
ご用意しました。
いずれか
1つお選びください。

指定エリア内のr普通・特急列車jの自由席・指定席が乗り放題となります。
※指定席は空席がある場合にご利用いただけます。

JRコースご参加のお客さま会計こ

人気駅弁ランキング

この一緒で蝦夷の幸を賞味で
きます。カニ・イクラ・ウニが入
った賀沢な駅弁です。

駅弁ご購入の参考にしてください。
※時間帯により売り切れの場合がありま
すので、あらかじめご了承ください。

選‘貰ピサ
（l税財■挿瞥）聖二こ軍書紆十二日－経世棚親1

たらは寿し［【W【▼：、亡　亘蝦夷わっぱ三秒クス

たらばの棒肉とフレークをふんだん妻海の率を満載した褒章さ。彩
に使い、サーモンといくらものった、；りも美しく美味しさと楽しさを
これぞ北海道という豪華な弁当です。…兼ね備えています。

沌石 �JR周遊パスの弓 提出し、「」R周遊 州直通の夜行列 利用の場合は、男 せん●列車のl �悼換えについて●「ツア…初日」、各指定駅のみどりの窓口等にクーポンを パス」とお引き換えください。指定駅以外でのお引き換えはできません。●本 尊はご利用できません。●道内列車のグリーン車・B悪書台・ホームライナーご り途指定料金が必要です。●」R周遊パス交付前の指定席の事前予約はできま 

で　っ一RA、、　い戻しは【　でヰ 」［⊃　　　　　　　　oI刀、」 行はできません。●フライト（利用便）の到着・出発時刻と列車の出発・到着時刻は50分以上の 

余裕を持たせてください。●道内（北海道内相互発誤列章）は全席禁煙となります。 


