
；都鳥タイプ �シングル �ツイン �トリプル �フォース �セミダブル 

41 �52 �73 �84 �68 

・定員（名） �1 �2 �3 �4 �2 

広さ（汀盲） �14 �20 �27 �．2 �17 

入工人入 �：わ チ ．雷 �＃多駅髭書 ��小義解雇薫 ��囁泊代童 

平体白： �休前日 �平休日　　体前B ��平休日 �体前日 

4名1婁 �84 �27，40如 �29，20伽 �26，400円 �28，200円 �6，400円 �8，2朋b 

73・揖 �27．88蝕 �30，200円 �26，隅田 �29．200円 �与，800円 �9，200円 

1〃2－2／22 2／24－3／7 �2名1壬 �52 �28，800円 �30，椚田 �27，800円 �29，糾0円 �7，齢0円 �9，80伽】 

1名1蔓 �41 �30，40加 �33，200円 �29，400円 �32，200円 �9．400円 �12．200円 

4名1圭 �84 �28，20加 �3ち40伽 �27，2仰円 �31，400円 �7，加円 �11，仙0円 

円一朗 �28β00円 �33，2（柑円 �27，800円 �3ち20〇円 �7，000円 �12．200円 

2名1墓 �52 �29．200円 �33，8肺門 �28．200円 �32，軌〇円 �8，20伽 �12，808円 

1名1要 �41 �31．400円 �35．200円 �30．400円 �34．200円 �10．刷円 �14．200円 

11／24－29 �4名1壬 �84 �30．200円 �34．200円 �29．200円 �33．200円 �9．280円 �13，200円 

丁3・68 �30．800円 �35．200円 �29．8∝l円 �34．200円 �9．的0円 �14．200円 

2名1圭 �52 �31．400円 �36．208円 �3仇400円 �35．28か】 �10．棚田 �15，200円 

1名1室 �41 �3乙600円 �36．200円 �31．600円 �35．200円 �11．600円 �15．200R 

10／12、11／2 12／31 3／21、3／29 �4名1壬 �84 �35，40加 ��34，400円 ��14，4∝h 

門・団 �37．H旧円 ��36．H氾円 ��16．200円 

2名1壬 �52 �37．800円 ��38．800円 ��16．800円 

1名1重 �41 �38．800円 ��37．醐円 ��17．∝旧円 

商品N0． 13 �142113 �●IⅧ �� �l �■■　⊥ � � � � �p夫：… 

▲ ����リ＿， � � �　hl・呼′、 ウ㍗∵二「 

t遜匠a14：00「＞ lE匹匹ロ12：00 切口a地下鉄御堂筋線中津駅直結1… l痴麓タイプtシングルlツインl lカテゴ増コードき‡41と52173l l‾劫斬鋭1112131 l広さ（dH15．5は1．5124．5l ���������一己一撃ニ ‡： �き し �三塁≡妄 いく 表’‘ �黒妻 �∵㌧r十 ・行目凋 ′■，rrrヂ ノブl一二ヮ・r l■＋十 一二：．ま∴｝こ繍 

ノr＿こ 1：、－ダイエー蔦 　■．▲ 　■ 

客皇 �� � 

大人お汁と別計は娼旧基本代組閣欄付，　宙㊥品思し棚科口恥口跡分 

入彙人■ ��重 吉 �＃多釈発書 �� �小■鵬■ ��硬泊代金 �� 
平休日 �体前 �日 �平休日． �休的田 �平休日 �体前日 � 

10／27－11／1 ���3名1蔓 ��73 �28，仙 �30，2 �00円 �27，刷円 �29，200円 �7，4∞円 �9，罰〇円 2名1室 ��52 �28，800円 �軋800円 ��27，800汚 �劫，MR �7，m円 �9，880円 

1名1室 ��41 �30，600円 �31，800円 ��鱒，肋 �30，80伽 �9，鮒円 �10，000円 

12／‘トー7 ���3名1宴 ��73 �2軌800円 �31，200乃 ��27，M円 �30，200円 �7，8m円 �10，200円 2名1宴 ��52 �30，800円 �乳2m円 ��訝，800円 �32，200円 �9，808円 �12，200円 

1名1壬 ��41 �31，餌円 �租御伽 ��叫8∞円 �32，M円 �10，000円 �12，8（氾円 

3名1圭 ��73 �33，肋 �� �32，800円 ��12，∝旧円 

2名1室 ��52 �35，20恥 �� �叫，200円 ��14200円 

1名†蔓 ��41 �恥200円 �� �時00円 ��15，200円 

商品No． �l142115／連割142315 ���� ��5） � � � 

15’茄 �斤大阪江坂兼 ����】「・′二 �� �� �ノ，fL・・： �� 

15：00 11：00 地下鉄御堂筋線江坂駅 9番出口より徒歩1分 ）・：蔓41152l tll21 �������rW小、‾‾蒜こ、‘‾、㍉・－．＿章 ′■－ト ∴議 ���ぎ責篭 叫も首‾～′ ＋ヽ �　長上 〝＝：「－i：■■L∴r 加脚と 毎ふ巧だ輝一一≡ 　与 l 

l部畢タイプ はテ別†コート l遼Å（名） ����������� �鰹琴・シ■声 　≡琶石鎚莞コ■■ 

l広さ㈱‾I14・6118・41　闇㊥凪・嶋旭思し欄甜科削コ8桓1分 

入1人1 �力 ≡芦 ＝l リ �博多駅籍薫 ����小倉駅発★ ��砥泊代金 �� 
平休日 ��休航日 ��平休日 �休前日 �平休日 �体前日 � 

10／27－11／1 ��2名1壬 �52 �27，棚円 ��礼…円 ��益，4t船内 �27，000円 �6，側OR �7，680円 

1名1童 �41 �劫，200円 ��劫，800円 ��28，200円 �劫，800円 �8，200R �印00円 

2名1室 �52 �28，600円 ��劫，200円 ��27，600円 �28，200円 �7脚0円 �8，200円 

1名1童 �41 �神，8加円 ��30，罰旧円 ��28，800円 �謝，200円 �8，如0円 �9，却0円 

10／26 ��2名1室 �52 �30，抑〇円 ����四．100円 ��9，800円 

1名1室 �41 �31，400円 ����叫400円 ��10，4加円 

商品No． �l142日2／連割142312 ���� � ����・把′▼箋 罰　や■－ 

⑬新 �阪急ホテルア ���� �▲ 

チェックイン ��14：00 �������� �苛 二、（＼＼ ヽ‡ ヽ・ l ・、涙 、1二、 

屯12：00 屯田ロDJR大阪釈御堂筋北口より徒歩5分； lカテゴリかド‖411521681 仁恵■（名目11212l l広さ（ポ日15130115l �������　星 　l r妄‾、＿†儀虐 

書寓≡例 

由⑬鳳相場圏闇 ����������確固題紛分 

入里人■ �力 を LU �■多駅鱒賽 ���小暮鋼聯 ��鍋 �� 
中株白 �休飯田 ��平休日 �体前日 �平休日 �休前日 �★連泊軋引★ 500円引き 11／2、11／23 3／21、3／29） 

川2・－2／22 2／24～3／7 �� �68 �27，紬円 �30，200円 ��2＄，伽R �29，2∞円 �ち㈲円 �9，201加 
2名1空 �52 �28，800円 �38，800円 ��27，800円 �29，880円 �7，800円 �9β00円 

1名1書 �41 �29，帥円 �32，400円 ��28，800円 �31，400円 �8，8抑円1 �1，400円 

68 �28，000円 �33，劫0円 ��27，80的 �32，2∞円 �7，80加1 �ち200円 

2名1塞 �52 �29，2伸円 �：泊，800円 ��28，200円 �32，800円 �8，200円1 �ち808円 � 

1名1室 �41 �31，2叩円 �34，800円 ��30，200円 �33，800円 �10，200円1 �3，的0円 

11／24－29 �� �68 �30，的0円 �35．2m円 ��29，800R �34，200円 �9，朗伽1 �4，2閲円 
2名1雲 �52 �31，4的円 �36，2∝IR ��叫朋伽 �35，独 �10，400円1 �5．200円 

1名1妄 �41 �32，2∝h �お，800円 ��31，200円 �叫御伽 �11，200円1 �4，∝旧円 

10／12、11／2 12／31、3／21 3／29 �� �68 �35，400円 ���34，4叫円 �� �円 

2名1睾 �52 �37，880円 ���3＄，抑0円 �� �円 

1名1夏 �41 �38，480円 ���37，400円 �� �円 

部雇タイプ �シングル �ツイン 

41 �52 

定見（名） �1 �2一一3 

広さ（ポ） �10．8 �21．6 

入主人▲■ �号 リ �博多糊 ��小倉 �駅勧 �磁泊代金 
平体8 �妹前日 �平休日 �休前日 �平体8 �体熱臼 

10／1～24 12／1～30 1／2、3／15 �3名1重 �52 �26，000円 �28，200円 �25，800円 �27，200円 �5，800円 �7，2的円 

2名1壬 ��28，000円 �飽，200円 �27，080円 �28，2榊円 �7，000円 �8，孤0円 

1名1壬 �41 �28，6∝I円 �為，釦0円 �27，600円 �20，…円 �7，600円 �8，＄∞円 

3名1婁 �52 �劫，200円 ��27 �00円 �7，200円 

2名1宰 ��29，200円 �29，800円 �2昭00円 �28，8帥円 �8，280円 �8．8∝円 

1名1室 �41 �29，600円 �礼節0円 �28，600円 �29，200円 �8，6m円 �9，卸0円 

10／25－26 12／31一一1／1 3／16－31 �3名1韮 �52 �28，8∝I円 ��27，f氾0円 ��7，800円 

2名1壬 ��29，2∞円 �軋400円 �恥部伽 �29，4伽円 �8，200円 �9，400円 

1名1圭 �41 �29，抑0円 �軋8抑円 �礼抑0円 �符朋加 �8，抑0円 �9，8叩円 

商品No． �142116／連割142316 ����‾，－〟澤－．・訂ふご諭．≡ろ 

● �サンイン江 ����［坂　　　　　　岩 �����竺警・一．書きと。 。ざト葦† ＋十∴ ′ � �ず畷 

lQEコ辺臼13‥00（通常14＝00） 

写蒜北口還・′耳荘 I問タイプlシングル（桝）】ツインl戸†▼・息■■や海山‾ ��������� 
一　　一が■Ll 

カチコリ抱一群日　　　41　　1　52l ������������i 

丘よ（名）‾1　1、2　　1　2 ����l　　　　　　　　　　　　　義憂≡t別 ������ 

■広州－11■21■　四㊥・㊧品田恩間口触口削 

／嘲 �食付） 

入室入れ �空 冒 �博多駅発■ ���小■■l★■ ��延泊代金 �� 
平休日l休前日 ���平休日‡休前日 ��平休日　憂　休罰白 ��★連泊割引★ 300円引き 

10／1－3／31 ��2名1雲 （セミダブル） �41 �25，咄0円 ���24，400円 ��4，刷円 

13：00 12：ロロ スのみのお紆屋と なります。 

2名1喜 �52 �26，m円 ��祖，200円 �25，00〇円 �27，200円 �5，闘0円 �7，加0円 

1名1重 �41 �27，20伽 ��礼200円 �26，200円 �27，200円 �6，200円 �7，200円 

因W卜F・対応　周ズボンプレッサー周コンビ二　　匹憂国捌研（JR大阪矧澗爛）より徒歩的3分以内のホテル ⑳



■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・露地発着追加代金★（大人お一人様／片道）
博多駅発着の基本代金に下記代金を追加することで、最寄りの駅からのご乗車が可能です。（こどもは半額です）

大 隈 � ��博多 �小倉 �新飯塚 �佐賀 筑鶴舶幼主 �薪■楢 久爾米 �薪大牟田 �：熊本 �響 �；長持 �牒津 �：大分・ 別府 �蘭児島・ 中央： 

のひ そか みり �下記以外 �基本代金 ��200円 �1．200円 �朋0円 �1．708円 �2朋円 �2脚円 �2，30珊 �1，00澗 �1，700円 �4，肌0円 

蓋誓 ��2．400円 �2，200円 �2，600円 �3，800円 �3，400円 �4，500円 �4，500円 �4，抑0円 �5，柑0円 �3調0円 �4，500円 �7，200円 

全 便 �12／27－1／5 �2，700円 �2朋0円 �3，200円 �4朋0円 �3，80叩 �5，00叩 �6，100円 �5，500円 �5．900円 �4，10澗 �5仰円 �9．000円 

※一部区間でも山陽九州直通さくら（さくら45ト458・500番台）・みずほにご乗車の場合は、直通さくら・みずほの割増代金が必野となります。

商宗 �HNo．l �142117／早割142217／連割142317 ������ �� � �責．・雲諺羞藩〆 

⑬∃ �新大 �隈ステーションホテルアネック ������▲ ��…■チカ4書3分JJ 

窃 大人お � �14・00　　　　　t蓼塵タイプけンクル（穀毘＝ツイン保煙）lセミのル（稚）l ����������� ［ヨ‾㊧ ひと。様1 �11：001欝…＋」去＋」諾l孟l JR新大阪駅東口より徒歩3分 凪＋脛Uコ恩臓科臼田蜘｝ �����������．j 

11／2 路嘲書 � � �■人妻人■ �を ＝r リ �博多多駅桝 ��小鼻釈邦書 ����延泊代金 �� 

平休日 �休前日 �平休日 ��体前日 ��平休日 �休前日 �園 

10／1－ 12／8～ �11／21 3／19 �2名1室 （セミダブル） �43 �拓，側0円 �26，棚0円 �24，400円 ��お，400円 ��4，4叩円 �5，400円 

3名1室 �53 �26，仙0円 �26，抽0円 �お，4m円 ��25，800円 ��5，400円 �5，800円 

2名1喜 ��訂，相加 �加，紬円 �茄，餌円 ��27，6∞円 ��6，㈱円 �7，肋 

1名1重 �41 �27，的〇円 �劫，6∞円 �26，800円 ��訂，柵円 ��6，…円 �7，肋 

7、3／20・－31 �Z名1圭 （セミダブル） �43 �茄，8m円 ��25，8仰円 ����5，舶伽 

3名1聖 �53 �27，600円 �孤．200円 �26， �槌0円 � �，200円 �6，餌円 �7，200円 

2・－12／ ��2名1垂 ��祖，000円 �劫，粧円 �28，m円 �� �，800円 �8，000円 �8，880円 

1名1室 �41 �為，抑恥 ��28，200円 ����8，200円 

なしの増 �合580円引き 

商品No． �142119／早割142219／連割142319 ������ � 

■ �ホテルラフォーレ新大阪匪萱ロコ ������� �、∴建塵二争‘ ��� 

咽四14・00　　　　「‾垂空江コ璽コ謂笥 ���������買＝芸≡琵蜜・撃ヨ姜…菱雪～ ���� 

匂辺■15‥00（粥，2：。。，監監勤 　　　　　l 　　　l発宍” JR大ヒロよ。‘1 �������� � ���� 

入室人1 �窒 リ �脚肘 ��dlt闇 ��延泊代金 ���� 
平休日 �体前日 �平休日 �休前日 �平休日 ��休前日 ��お一人様 500円引き ★連泊割引★ 500円引き 

3名1室 �52 �給，200円 �31，200円 �創，200円 �30，200 �円 �，200円 �10 �00円 

2名1董 ��卸，200円 �32，200円 �29，200円 �31，200 �円 �，200円 �11 �00円 

1名1童 ��叫400円 �36，800R �33，400円 �35，800 �円 �，400円 �15，800円 

3名1董 ��遡，800円 �32，400円 �鱒朋伽 �31，嘲 �円 �，8㈹円 �11，400円 
15：00 朝食券で ウエルカム 朝刊サービス 

2名1雲 ��31，20加 �軋200円 �劫，200円 �33，200 �円 �，劫0円 �13，200円 

1名1室 ��35，400円 �39，200円 �34，400円 �38，200 �円14，400円 ��18，200円 

12／31一一1／1 ��3名1塞 ��32，8抽円 ��31，000円 ��11，800 ��� 2名1婁 ��35，200円 ��34，加0円 ��14，200円 ����の1名刺用です は平休日顎い 

1名1壬 ��41，400円 ��40，400円 ��20，400円 

商品No． 1一式 �1142121 斤大阪ワ �� �lく06貞一51 7シントンホテルプラ明 �����������、 、1書 

唱道重り14：00　　　博覧剥シ欝l管l童を・，融旬・㌣㍗・㌣㍗ 

匂匹ロ10‥00　　　卜琵祭十二ヒ十一を」　‾ここご誓言二 

嘔ロロロJR新大阪駅正面口より徒歩5分　　　　　　　　㌫笹蔓憲一 

函⑮吼・鴨場風脚斜口鮎 ���������ロ脚　　　　　　　　騙 

人里人員 ��力 ミ リ � �博多僻発鸞 ���小暮駅梵兼 ��碇泊代金 �� 
平体眉 �休前日 �平休日 �休前日 �平休日 �休前8 

10／1－3／31 �� �2名1室 ��52 �� �，抑8円 �38，800円 �28，800円 �劫，8MR �8，800円 �9，800円 

1名1塞 ��41 � �3 �1，200円 �31，600円 �30，200円 �30，60伽 �10，200円 �10，600円 

⑳

※各地発着の募本代金に下記の追加代金でクリーン席が片道から

利用可能　　　　　　　　　　（お一人機片遭／大人・小人何事）

※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

10，500円引き 10，000円引き

商品N0．l142118／早割142218／連割142318一姫■ ������針i79） �� �′　昨年の 

⑰ニューオーサカホテル匪萱匿ヨ ��������．ト′′〇・若きしこ；．要義 

匂匹ロ15：00 �� 

屯11‥00 �� ������ll千・・ l 

旬ロ日日JR新大阪釈正面ロより徒歩3分 ��������‡ 巨． �† ■＿＿†丸＿．－ 

幽四⑬凪＋鴨場思し瀾科にコ恥田勝1分 

入1人■ �至 リ �博多 �駅細 �小■群発遍 ��猛泊代金 ��≡ 
全日 �全日 ��全日 

10／1－3／31 �2名1室 （セミダブル） �68 �26， �2001 �25，20伽 ��5，20伽 

3名1李 �56 �27， �4∝h �26，400号 ��6，400「 

2名1室 ��28， �40伽 �27，40m ��7．480可 

1名1壬 �41 �28， �400弓 �27，400弓 ��7，400弓 

Nl142120、劃142320■ �������－0597） � �■－kl■1チカ　　　、ぷ’∴■‾▼▼■■■『 ������ 商品0． レJ �／連割 ム新大 ���；1ノ �� � � � �1 � �Ill慮 �F‾∵∵∵俊ゴ＿。 

匂広口14：00 窃12：00 1qロ日日JR新大阪駅正 闇田㊥凪・鴨場思 ����� 
ツイン �� 

52 ��88　　1 

定▲モ名）1　1 ����2 ��2　　1 

20．6 ��144　l　r㌧′ 

面 �口竃田鮎田餌　闇 ��������� 

入主人▲ �カ 等 リ �卯■ ��� �げu■■ほtl■ �����弘樹一瞥審 ��� 平膿巳 ���銚離日 �、・乙訴 �R ��体罰・日 ��平旗l∃ ��畑日 � 

巨卜月－ �災・〉覇■ ���戸トl■l■ �1〟～1日■ ����百・月l■ �火、tH■ 

10／トー4 12／8・－30 1／2～3／7 �2名1宴 （セミタカレ） �68 �錆卿円 �錆，800円 ��訂，糾○ �円訪，2伽 �訪，800円 ��罰，恥恥 ��5，200鞘 �5，800円 �印00円 

のお部屋となります は日・月曜扱い、 ～金程扱い 

2名1室 �52 �劫，600R �軋M円 ��3ち600 �円遡，600用 �か，仙 ��31，600R ��8，600円 �9，M円 �11，6腑円 

1名1要 �41 �於，2仙円 �軋600円 ��31，600円 �乳2外用 �劫，600円 ��測，600円 ��8，2仙丹 �9．相弔 �10，6MR 

10／5－12／7 12／31－1／1 3／8・－31 �2名1屋 （セミタフル） �68 �罰，珊円 �訂，600円 ��遜，抑円 �谷，仰円 �鱒御伽 ��訂，脚円 ��与，珊円 �6，600円 �7，800円 

2名1董 �52 �軋肋 ���刀，600 �円　　扮，緋円 ���3ち600円 ��岬伽 ��12，l00円 

1名1室 �41 �静，珊円 �3叩00円 ��3ち800 �円祖，4抑円 �乳的伽 ��31，800円 ��8，400円 �10，600円 �11，的鵬 

商品No． �142122 ��tI】謎； �73） 　一’ヲ1▲ ��阪」 �粛筆郡 

14・00　　　　　　　　上部tタイプ ������】411521 11121 】10113l �小rn【・竹中′¢frrff才一か 
す＋十 

lk■（名） ������� 
チ＝ツクアウト ��l広さ什巾 ����� 

lqロロaJR新大阪駅より徒歩6分 ������� 

函⑬凪・嶋和風爛料口鮎℡勝1分 

入室人■ ��雲　　博多駅発着 �JJl義駅発書　　　　　　皆 �自代金 � ゴ　　　全日 lノ �全日　　　　　　　　全 �臼 

10／1・－3／31 ���2名1蔓 ��52　　27，4肺門 �26，400円　　　　6，400円 

1名1室 ��41　28脚伽 �27，200円　　　　7， �200円 

囲ウオツシ仙庖匿最憧桓レ十⑳芸讐芸…宝卜董㊧芸写筈三宝卜重囲園志望芸畑恩忘忘言語基志筑科，



諦嚢タイプ： �シングル �ツイン 

カテコりロー梢 �41 �52 �73 

定員（名） �1～2 �2 �3 
・広さ（㈹ �15 �23 

入1人1 �展 ．】ノ �書手騨朱鷺 ��申 �暮駅発雷 � �鶴泊代金 
：‾平体白‾； �体罰日 �平体眉 �体前日 �平休日 �休前日 

1／2－2／28 �3名1室 �73 �24，狐0円 �25，400円 �23，粧円 �24，4∞円 �3，8師円 �4，400円 

2名1塞 （セミダブル） �41 �25，200円 �25卿円 �24，独 �24，抑0円 �4，卸円 �4，約0円 

2名1圭 �52 �25，400円 �2与，伽的 �24，棚円 �25，000円 �4，400円 �5，醐円 

1名1壬 �41 �訂，4仲田 �2さ，H氾円 �茄，400円 �訂，200円 �6，4肋円 �7，200円 

3名1室 �73 �24，…円 �26，2帥円 �23，800円 �25，200円 �3，800円 �5，200円 

2名1垂 （セミダブル） �41 �貴，4伽円 �26，400円 �24，咄0円 �25，咄0円 �4，400円 �5，咄0円 

2名1垂 �52 �26，20加 �27，200円 �お，200円 �28．200円 �5，孤0円 �6．200円 

1名1宰 �41 �27，600円 �28，的0円 �26，餌〇円 �27，肋 �6脚伽 �7，800円 

3名1童 �73 �お，棚0円 �27，200円 �24，4m円 �祖200円 �4，仙 �6，2m円 

2名1璽 （セミダブル） �41 �25，4伸円 �27，200円 �24，40伽 �26．200円 �4，400円 �6，200円 

2名1室 �52 �26，600円 �28，800円 �25，600円 �訂，8M円 �5，餌円 �7，800円 

1名1塞 �41 �27，醐円 �29，100円 �茄，M円 �28，抽0円 �6，600円 �印的円 

商品N �0． �宝l　　　　　　、垂葦l �������� 

トテル阪神 ���� � � �‖紋 十 

l邸憂夕 l．カテコ蛸 l定員（ l広ま（ 大人おひ �匂Eヨ巫ロ14：00 ：芸：還毘徒歩。分．＿壷■ （JR大阪駅より1耶） コード）141152l ������胃∴ 議L �脚「 提議 ��‖瀾 ���亀亀鞄・ 

・ナ？、 一　一兼 ���苛きき熟誓 ー＼1 こ†、、－ 

有言芳一亡－、 r「≡■■■意志＿例 ��全客室のJ 　天然 お楽しみし ���てスルームで 温泉を lただけます 

莞仁志2】2；2億⑮品琶耶思し〟嘔脚樋口鮎0削 

入主人 �▲ �刀 三戸 ぎ �博多駅発雷 ��小tlR発書 ��鉦浪i憶 ��� 
平休日 �休前日 �平体白 �体罰員 �平休日 � �休前日 �喜冒 円 円 円 円 

12／8 1／3・・′ �～30 2／28 ��　　3名1 2名1暮（スタシ �■ ’オツイン） �52 41 �27，醐円 �31脚伽 �28，800円 �30，800円 �6，印0円 �1 �0，抑0 
2名1 �睾 �52 �29，600円 �34，400円 �28，600円 �泊．40加 �8，600円 �1 �3，400 

1名1 �睾 �41 �31，脚0円 �糾，踊円 �30，…円 �33．800円 �10，800円 �1 �3，008 

3／1 10／ 10／14 11／1 11／24 3／2 �一一20 ��　　3名1 2毛1圭（スタジ �1 ’オツイン） �52 41 �28，200円 �32，200円 �27，200円 �31，200円 �7，200円 �1 �1．200 2名1 �婁 �52 �30，2仙 �34，描円 �29，200円 �33，糾円 �9，訳旧円 �1 �3，808 

11 �宰 �41 �3　800 �35400 �31劇氾 �34刷円 �11808円 �1 1 1 �4仙0 

1・－11 ～11／15 7－22 －12／7 1・－31 ��　名 　3名1 2亀1書くスタジ �1 オツイン） �52 41 �ち円 29，600円 �▼円 33，200円 �　円 28，6恥 �3ち208円 �8，600円 ��2，200 

2名1 �室 �52 �31，800円 �36，600円 �30，800円 �35，600p‡ �10，甜円 ��5，600 

1名1 �壬 �41 �33，400円 �35，800円 �32，朋円 �34，800円 �12，400円 �1 �4，的0 

10／1 11 11 12／3 き：嘲勒な �2～13 ／16 ／23 1－1／2 ��　　3名1 2も1雷（スタジ �■ ●ォッィン） 室 �52 41 �35，600円 ��34，600円 ��14，100円 

2名1 ��52 �37，280円 ��36，200円 ��16，200円 

1名1 �吏 �41 �36，舶0円 ��35，抑円 ��15，800円 

商品N0． �l142127／早割142227／連割142327・m �������M■■ 

ノーガ『 �中之貞 ��島イン ���′ � �5 

冨冨：言霊　：ヤ‾；音1謡 ����������� � � �．嘉．’二子．二′ ■mJ▲■■■ 

肥後橋駅より徒歩1分ニ■よこ、一三二う 　　　　　ダニダレ 牒誓封シ詳レP讐lセ誓当∴JT剋 ��������；‾し．＿疇ふ 　ゝ≒Y－J ー‾郡・′．一一、 ���I 謹 

ロ日脚 
l慮護拍軋」13・3】17・1113・31闇田⑬鳳＋鴨旭思し棚科宙 

人事人■ �力 テ 雷 �陶槻 ���小倉れ発雷 ��駐泊代金 ���� ★30目前耶l★ お一人機 300円引き ★連白割引★ 3〔幻円引き ★曜日割引★ 日曜■視巳は 
平 �休日 �体前日 �平休日 �休窮・臼 �平体日 �体前日 

10／14・－25 10／27－11／1 12／1－30 1／2－3／20 ��2名1重 （セミダブル �68 �お， �400円 �お，8油日 �24，400巧 �24，脚円 �4，棚OpI �4，80帥 

2名1霊 �52 �26 �，腑円 ，罰0円 ，800円 �27，600円 �25，8師円 �28，椰円 �5，8抑円 �6，61和R 

1名1室 �41 �28 ��劫，脚0円 �27，2∞円 �27，8∞円 �7，200円 �7，8m円 

10／1－11 11／4－30 3／21～31 ��2名1聖 （セミダブル �68 �25 ��26，400円 �24，…円 �25，400円 �4，8的円 �5，400円 

2名1室 �52 �27 �，600円 �28β仙円 �雄，朋0円 �27，600円 �6，600円 �7，6榊円 ��� 
朝食券で ブランチ対応OK 

1名1室 �41 �28 �，800円 �劫，200円 �27，800円 �礼2伽円 �7，鋪8円 �8，200円 

10／12・－13 10／26 1り2一一3 12／31－1／1 ��2名1重 （セミダブル �68 �27，200円 ���26，200円 ��6，200円 

2名1重 �52 �軋嘲円 ���乳400円 ��9，400円 

1名1室 �41 �30，8的円 ���29，8餌円 ��9，800円 

部農タイプ �シングル �ツイン ��フォース 

41 �52 �73 �84 

定■（名） �1 �1－2 �3 �4 

広さ（ポ） �15 �23 �28 �28 

：大童人1 �．夢 ：夢・ �博多麒機 ��か暮駅細 ��駐白代金 
平休日 �：柵臼 �平体日 �揮箭B �平休日 �休前日 

4名1室 �84 �が，800円 �28，紬閂 �訪，8M円 �27，粧円 �5，馳 �7，的OR 

3名1壬 �73 �礼200円 �29，800円 �27，2∞円 �劫，8抑円 �7，2的円 �ち脚巧 

2名1奄 �52 �29，2肌円 �30，附円 �28，2肝円 �29，抑〇円 �8，20加 �9，掛軸 

1名1宴 �41 �30，8抽円 �32，00〇円 �29，800円 �31，800円 �9，M円 �11，恥0円 

11／16一一12／7 3／21～31 �4名1董 �84 �28，200円 �29，800円 �27，紬円 �鱒御伽 �7，200円 �札00円 3名1圭 �73 �劫，200円 �叫800円 �払，200円 �遡，M円 �8，280円 �9，8帥円 

2名1聖 �52 �叫200円 �32，200円 �為，200円 �31，200円 �9，：犯0円 �11，却〇円 

1名1電 �41 �32，000円 �叫20加 �31，000円 �33，2仰円 �11，00R �13，200円 

12／31－1／2 2／24、3／11 �4名1室 �84 �31，400円 ��叫珊円 ��10，400円 
3名1蓋 �73 �32，4∞円 ��31，400円 ��11，400円 

2名1璽 �52 �軋2（氾円 ��泊，208円 ��13，2抽円 

1名1室 �41 �鎚，200円 ��お，200円 ��15，200円 

商品N0． �142126／連割142326 ����t ��96〉 � � � 

ガロイ1 ���� �� � � � �詔． ��� �お・こ－j 

t遜辺Ba15：00 四日：00 嘔ロlココ儲翳弘スで10分。噌 ・京阪電車中之島駅直結… ��������「∵㌻「∵㌻甘∴守 ．・≠華 ����� 

■■■』欝　室 

i′ノー∧ 　書墓＝例 ���雷岳’ ��如‾善書■ヱ 

l裳睾タイプけンプル（禁煙）lツイン（禁建）l lカテコ明コード日41152l 卜漂漂」，圭2l2至。l志l囚 �������������IHIll ◆ナ 

・1㊧雷毘思し欄無料 �����白ロロ徒粉 

入1人貞 �巷 を リ �博多釈粍★ ����か■新発鷺 ��建白代金 ���� �500円引き 
平休日 ��休前日 ��平体眉 �揮前日　■ �平休日 ��休前局 

3名1室 �52 �27，408円 ��32，200円 ��26，408円 �31，罰0円 �6，400円 ��11，罰0円 

2名1室 ��28，600円 ��追，800円 ��27，600円 �32，8的円 �7，600円 ��12，800円 閤食券で 朝刊サービス 12／31・～1／2 体育耶〕担い 

1名1室 �41 �30，400円 ��34，MR ��29，400円 �喝朋伽 �9，400円 ��13 �800円 

3名1室 �52 �28，2仙円 ��軋朋0円 ��27，200円 �32，肋 �7，200円 �� �400円 

2名1璽 ��29，880円 ��お，200円 ��28，800円 �糾，200円 �8卿円 ��14．200円 

1名1室 �41 �叫…円 ��喝200円 ��29，○00円 �35，200円 �9，8∞円 ��15，200円 

3名1重 �52 �35，800円 ����封，抑0円 ��14，800 ��� 

2名1室 ��軋400円 ����37，400円 ��17，400円 

1名1宴 �41 �37，000円 ����36，000円 ��16，000円 

商品N0． �14 �2128 �■■m �87‥・　　　　　　　　　　■■脚駁 
■ � �紹ヨ：：　　　　　髄鋸． 

匂匠ロ ��15：00　∃ 10：00 地下鉄四つ横線肥後構駅よりJ 徒歩1分 ������� ��き �露∴ �恥、・． 」lゝ ● Tt 

匂逼遇 

価日日 

l辞靂タイプ1 lカチコリそコードH l定i痔け1 ��41】681 112l �������㍉崩転顧 �� 

l広冊日18　－181　田㊥凪・嶋兢思い儲科口船田紗分 

人里大兄 ��孝 吉 �博多駅発鸞 ��小書騨粍■ ��延泊代金 ���ございません 
平休日 �休前日 �平休日 �休窮巳 �判柁ト　ト桐拍　■ 

10／1－3 ��／31 �2名1室 （セミダ刀レ） ��68 �24，800円 �26，200円 �払，800円 �野間0円 �3，800円 ��5，200円 

1名1要 ��41 �訂，200円 �28，800円 �26，2叩円 �27，8抽円 �6，200円 ��7，8㈹円 

団W卜F・対応　周ズボンプレッサー周コンビ二　　匹萱選良寄。駅（JR大阪駅又はJR新爛）より捌3分以内のホテル ◎



■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）
博多駅発着の基本代金に下首己代金を追加することで、最寄りの駅からのご乗車が可能です。（こどもは半熟です）

大 阪 � ��博多 �か倉 �■鱒帽■ �佐1 榔l靂■ �ホ★楢 久留米・ �新大鞘 �■熊本 �佐世保 l■辛 �；長や． �・中津・ �大分 別府 �・鹿児島 中央 

のひ ぞか みり �下l己以外 �基本代金 ��200円 �1，200円 �川円 �1，700円 �2，400円 �2，000円 �2，300円 �1，0m円 �1，700円 �4．800円 

冨警 ��2脚0円 �2，2榊円 �2，m円 �3，800円 �3，咄0円 �4，500円 �4，500円 �4．80叩 �5，100円 �3．700円 �l，500円 �7都0円 

全 便 �12／27－1／5 �2，700円 �2，000円 �3，200円 �4，480円 �3，800円 �5，000円 �6，100円 �5，500円 �5脚円 �4，100円 �5朋0円 �9．000円 

栄一都区間でも山陽九州彊遭さくら（さくら451・458・500春台）・みずほにご乗事の句会は、礼遇さくら・みずほの割増代金が必要となります。

商品No． �l142129／早割142229／連割142329一・ ������� �t � � 

井ガーデンホテル大阪割 �������た1 �酎 ��ー ‡や、′r言；■ ��てノ；芯¢ 　F‾　筍 〔bb 

匂匹ロ13：00（通常14＝0叫叢話lシ欝l雷弼許 咽辺ロ12：00（通常11：00）帽誓書l去l孟十烏口 旬日日日地下鉄御堂筋線淀屋橋駅12号出口よ。徒歩3分三 園⑬侃＋鴨場思川鰍科8馳8飢　－… ������������器十J∴」 iiE糾いb iが∈忘ももi ttiJJJJll ⊥l⊥し⊥⊥⊥ll 義盛罠喜窒息 �；；b左腹1 抜上議 

入日 �力 喜 lノ �博多釈覚書 ��小義釈発雷 ����駆泊代金 ��� 
平休日 �休前日 �平休日． �休前日 ���平休日 ��休蘭・日 �お一人様 500円引き ★連〉珊引★ 300円引き 

10／1～25 11／17′－22 11／24－3／31 ��2名1重 （セミダブル） �68 �払御伽 �26，600円 �24，800円 �25，600円 ���4，800円 ��5，600円 

2名1室 �52 �27，200閂 �28，2伽円 �26，200円 �27，200円 ���6，200円 ��7，MR 

1名1塞 �41 �28，200円 �29，200円 �27，200円 �28，200円 ���7，200円 ��8，200乃 

入＝ �ブ） チ ＝J U �脾■驚薫 ���小暮辞職 ���延泊代金 
休日 �平日 �休前日 �休日 �平日 �休前日 �休日 �平日 �休前日 

10／1－11 10／13－25 10／27－1り1 11／4－12／21 12／23～30 1／2－10 1／13－3／31 �2名1霊 （セミダブル） �68 �礼助餉 �即納 �お，4（伽 �19，l00司 �24，2恥 �封，400扇 �3御調 �4，2恥 �4，4恥 

3名1室 �52 �即納 �器卿円 �鴇6恥 �裾肋 �24卿円 �お，6肋 �4，2伽円 �4脚 �5，肋 

2名1宴 ��御恥 �述，8孤円 �遜卿日 �24，8伽 �石，8榊円 �訂卿詔 �4御伽 �5，帥円 �7卿円 

1名1璽 �41 43 �即納 �乳2加円 �払朋円 �お卿円 �訂即日 �即納 �印円 �7卿円 �7，600円 

10／12 11／2－3 12／22 12／31～り1 1／11、12 �2名1書 （セミダブル） �68 �御伽 ���御伽 ���5，4馳 

3名1睾 �52 �27卿円 ���御伽 ���6即日 

2名1璽 ��軋肋 ���訂，8【伽 ���7，8【伽 

1名1重 �41 43 �御伽 ���遷御円 ���閑恥 

商品 �No． �142133／早割142233／運割142333 ������ � ��■a邸 � �� �麒 �「適Jr ／・メ一㌦■1 

トテルモントレラ・ス ������ � ��▲ �汁．ニ 

田＠ 大人おひ �匂≡辺正a15：00　　　1票覧雲，lシン笥塑）lツイ宅芦）l ������������� 

屯12：00（通常日：00）l慧慧】1諾l芸… ������������」 ＄】 

旬口日日JR京橋駅西口より徒歩5分 
QT巳十鴨場盈㈹無料歯髄□鮎Q斬 

入主人1 �ブコ 弓戸 雷 �博多新発鸞 ��小■ ��榊 ����延泊代金 ���雷 
平休日 �体罰巳 �平休日 ���椰日 ���平休日 ��椰・白 

I■ �1／5－3／1 ��3石1雷 2名1富「◆1 �5Z ▲1 �26．80かヨ �30．400円 �25．8∞円 ���29．400円 ���5．抽円 ��9．咄0円 

2名1室 �52 �27．800円 �31．800円 �26．抑〇円 ���30．800円 ���6． � �10．800円 

1名1壬 �41 �30．600円 �34．200円 �29．6（氾 �� �33．200円 ���9．6 � �13．200円 

10／1 10／2 12／2 �10／23～25 ��Jも11■ 2名1育r★） �52 ▲1 �20．200円 �30．400円 �27．200 �� �29．40か】 ���7．2 � �9．咄8円 

2名1室 �52 �29，200円 �32．200円 �28．200 �� �31．200円 ���8．2 � �11，200円 

1名1室 �41 �32，朝0円 �叫朋伽 �31．㈱ �� �33．400円 ���11． � �13．400R 

10／13 11／17 1／1 �～4、3／21－31 ��j：己l至 2名1曹r★l �bZ Al �29，咄0円 �327200円 �払，400 �� �31，200円 ��� � �11，2叩円 

2名1雷 �52 �31，200円 �34，800円 �叩御伽 ���：ほ，800円 ��� � �13，800円 

1名1塞 �41 �鱒朋伽 �36，400円 �32，80 �0円 ��お，側0円 ��� � �15，400円 

10／12 1 12／ �1／16、11／23 ��j萄一重 2名1曹r★1 �bZ Al �腸朋仙 ��誠，400円 ������ �400円 

2名1量 �52 �38， �800円 � � � �800円 ��� �7，800円 

1名1室 �41 �40，研円 �� � �800円 ���� �800円 

◎

好古増発貴の基本代金に下記の追加代金でグリーン席が片遭から

利用可能　　　　　　　　　　（お一人機片遭／大人・小人同属）

崇グリーン車線外日
12／27－1／5

大人の1泊2日基本代金から

10，500円引き 10，000円引き

商品N0． �142130／早割142230／連割142330 ������（0 � � � � 

ルユニゾ大阪淀l �������と二 � �l � ��要済㌔ 
l滞■タイプ �������ンプル■シングル（柵1ツイン一書 41143】521 1・〉211、2】21 ����� 

咽辺辺■12＝00（通常日：00） 1ロロロロ地下鉄御堂筋線淀屋橋駅 闇⑮、‾㊧忍忘恩闇宙ロ8 ������ ������ 
頬（名） ������ 
広卓か巾 ������ 

2号出口より徒歩1分 1分 ������ 

入土人1 �カ 看・ リ �博多駅光義 ��か倉駅発書 ����駐泊代金 �� � 
平休日 �体罰臼 �平体員 �体前日 ���平休日 �体罰臼 ��★30日前割引★ お一人様 500円引き ★連泊割引★ 500円引き 

12／8～30 1／1－31 ��2名1宝 （セミダブル） �41 43 �26，柳田 �27，4伸円 �25，800円 �26，400円 ���5，800円 �6，4伽円 
2名1董 �52 �28，000円 �28，6伸円 �27，000円 �27，600円 ���7，M円 �7，6伽円 

1名1室 �41 43 �劫，抑0円 �3仇600円 �2札80帥 �劫，600円 ���8，100円 �9，醐円 

10／1一・24 10／27・－11／1 11／4一一12／7 2／1■－3／31 ��2名1睾 （セミダフル） �41 43 �27，200円 �27，恥伽 �26．280円 �26，的〇円 ���6，2∝h �6，払〇円 �� 圏 
2名1璽 �52 �28，2∝匝 �劫，2∞円 �27，200・円 �28，2腑円 ���7，200円 �8，2∝b 

1名1室 �41 43 �軋¢伽円 �封，2∝b �29，＄00円 �30200円 ���9，60伽 �10，200円 

10／25～26 11／2－3 12／31 ��2名1璽 （セミダブル） �41 43 �租御伽 ��27，600 �� ��7，680円 
2名1璽 �52 �均朋伽 ��28，600 �� ��8，600円 

1名1婁 �41 43 �31，600円 ��30，醐 �� ��10，別田 

商品No． �142132／連割142332 ����� � 

目6 ��▲ ����りノ �� � � �澤哨鞠師 

匂団匠ロ14：00（1／2－3は15： 名匠ロ12：00（12／31のみ10 旬日臼qJR環状線桜ノ宮駅西 宙㊥鳳・鳩相恩順無料宙轄 ������00）はtタイプ】ダブルlツイン】 
12131 

□恥田柳分　　　も」遥岩琴錦 

■人妻入れ �力 チ コ リ �1■多駅発★ ����小義駅発■ ��� �延泊代金 �� 
平休日 ��休前日 ��平体8 ��休前日 �平休日 ��休前日 

日一木■ �金■ ���か側損金■ ���8～木■■仁金環 

12／23－24 り2・－2／28 ��3名1圭 �57 �乳6加円 ��箪御伽 ��乳6批円 ��31，800声 �8，600円 ��11朋伽 
2名1璽 �52 �31，郎0円 ��叫朋肋 ��30，m円 ��幻，舶用 �10，800円 ��13．8馳 

1名1圭 �66 �37卿円 ��即肋 ��鱒都餉 ��罪，8抑】 �16卿R ��18．8恥 

10／1－11／22 12／25－30 3／1・－31 ��3名1璽 �57 �叫2伽 �鱒朋伽 � �罪朋円 �卸卿円 �31，800円 �お，200円 �10，2批円 �11，800円 �15，2仰円 

2名1圭 �52 �迫即日 �封，M円 �鎚，600R ��32都伽 �謁，8伽円 �訂，6卿円 �1塁00円 �13，800再 �17，600日 

1名1量 �66 �岬月 �諮問円 �喝脚餉 ��町制伽 �鱒脚如 �唯卿餉 �17卿円 �18卿言 �現800円 

3名†王 �57 �欄卿伽 ����卯，醐円 ���17，＄恥 

2名1壬 �52 �喝馳 ����鱒朋伽 ���19，8肺】 

1名1圭 �66 �喝御伽 ����叫肋 ���24，8恥 

商品No． �142134／連劃142334 ����� � �（050 

ル京阪京 ���� � � 
l廊土タイプ ���������シングル ���lシングル（閻 ��lツイン（無産）l 

l魔門別コー経 ���������41 ���43 ��上品l．空≡空襲至急 12＄l 
l走■（名〉 ���������1～2 ���1・－2 

l鈷裏浦 �������17 ���17 

屯田ロqJR京橋駅より徒歩1分 闇㊥■し‾㊧吼＋嶋相恩欄科員ロロ柳分 ���������������� 

入主人■ �垂 7－ ゴ リ �博多駅発■ ������小倉闇 ����碇泊代金 ��� 平休日 ��休前日 ����平体白 ���休前日 �平体眉 ��休前日 �★謹白割引★ 500円引き ★躍日割引★ 

酔月■i火～会■ ������呂・月t‡火～金峰 ����巳・月■快一会t 

10／1－25 1／2－3ノ31 ��3名1重 �53 �益，柳円 �訂，4伽 �鱒朋餉 ����お，肋 �諮，400円 ��a卯月 �5，800∂ �6，4恥刀 �8即日 

500円引き （休前日隙く） 
2名1蔓 （ダブル） �41 43 �打，脚恥 ��詔，帥鮎 ����益，800円 ���即納 �帥恥 ��7，8帥 

2名1露 �53 �遜，400円 �御伽 �軋8恥 ����釘，400R �盈御伽 ��訝卿円 �7，仙 �揖伽円 �9，800円 

圏 火一会吸い 1名1圭 �41 43 �調，副円 �叩御伽 �31，棚田 ����遜，恥 �鱒朋伽 ��軋400円 �叩恥 �9，MR �10，400丹 

3名1蔓 �53 �軋4馳 ������為，400円 ����9，400円 

2名1書 くダブル） �41 43 �叫朋仙 ������診，400円 ����錮仙円 

2名1婁 �53 �31，朝餉 ������軋6伽円 ����10，槌OR 

1名1圭 �41 43 �刀，000円 ������晩00蝕 ����12，肺胞 

恩ウオッシュトイレ慣匿描憧簗帆牒卵器ト㊧誤算芸卜周国志望冨芸は毒国孟忘芸瑞雲慧有料，



商品N0． �142135／早割142235 ����（0798 �� � � �∴∫も 

サンイン大 ����巳．，： ��臣 �� �� � 

匂15：00　「 屯10：00 �������� ����ム■－．＿・∴、！≡ 叫・警副 ■■『L適 

匂平岩禦把庵 
‖ほづ明コヤ引　　41　1 

l定見（名）】1～2　l �������書▲三郎卜Jl－郡 

ー■抽）】15　■　　　田㊥吼十嘲露完忘□鮎Q芸 

：入土人A： �窒 リ �．　博多柑 ����か暮駅棚 ��延泊代金 �� ■　平休日； ��休前日． ��平韓日 �体罰・日 �寧醜8 �軸白 

2名1璽 （セミダブル） �41 �24，90鵬 ��25，900円 ��お，部8円 �24，900円 �3，湘〇円 �4，弼円 

1名1宴 ��27，200円 ��2l，400円 ��訪，2∞円 �27，4仙円 �6，200円 �7，400円 

2名1重 （セミダブル） ��諮，別伽 ��28，仙 ��加，900円 �25，400円 �4，900円 �5，400円 

1名1睾 ��27，80伽 ��29，200円 ��茄，8抽円 �28，200円 �6，800円 �8，200円 

2名1童 （セミタカレ） ��27，棚円 ����26，4伸円 ��6，400円 

1名1璽 ��29，…円 ����28，仙 ��8，腑円 

商品N0． �142137 �■■ll ��059月・0）　　　　　　　　　　　　鯵臥鮎臨、 

トテルJ �」 �� � �トイ � �大阪本l嘲駿 ���　たこ杏‡ 　∈ ミ叫・ト． 

15：0 10：0 �0 0 �����整二 1ち 緑こ �� ��吉了 　二㌔、てて・ �簿 浸rニ �薫き嘉真弓 

l定■（名）Ill　2　1　8　l ������� �凄暮－ ��■ � �貸出 �Q秋分 

l広さ（d）I　9　114　116l �������闇⑬ �RQ吼＋鵬眉 ��思し咽無料□ 

入主人1 ��力 看 リ �け多椚発■ ��か■【軒別 ��症自代金 ��kIl■暮 ■qサービス 
平休日 �休断章； �中休日 �休航8 �平休日 �休前・日 

11／24－3／31 ���3名1室 ��73 �26，400円 �27，200円 �25，4伽円 �26，200円 �5，4併用 �6，2∞円 � 

11／21～・23 

2名1璽 ��52 �2ち800円 �27，600円 �路御伽 �26，600円 �5，的0円 �6，600円 

1名1竃 ��41 �訂，800円 �28，200円 �26，800円 �27，200円 �6，800円 �7，2∞円 

商品No． �l142139／早割142239／連割142339 ������（05602） ��†J 吾 妻■．毒 を メ �� �兎．庫 �� 

トテル・アゴーラ大阪 ������■ 

窃14：00 1旺匹正道14‥30（通常日＝00）ぎ： 屯田口証京阪電車守口市駅＝ �������� ����－≡≡：宣誓：I・・一・妻 
・；：：昌葦 

東口より徒歩1分 は声ゴ班コー消141152】 ‡・熟削名）‡112l �����∋ 彗 �■ ⑬凪 ��製三一」 鼓敷．∧．≦ ＋帽入力 � � ���� 

l広さでd）！　17　1　21　1 �����函 ����思し欄無料臼鮎口跡分 

入靂人■ �カ 三戸 ＝r U �博多駅乗暮 ��小暮駅発雷 ���延泊代金 ����冒 
平休日 �休前日 �平体日 ��椰日 �平体8 ���柵白 

1／3－3／31 ��2名1辛 �52 �27，8∞円 �28，200円 �26，…円 ��27，200円 �6，800円 ���7，200円 

1名1塞 �41 �診，800円 �3仇4腑円 �28，抑0円 ��神，400円 �8，…円 ���9，棚0円 

2名1雲 �52 �29，4加円 ��乳4肋円 ���8，400円 

1名1童 �41 �31，咄〇円 ��叫朋0円 ���10，400円 

商品No． ��l142136／連割142336■t シテイル－トカ �����　　　　．－【宣、 ■ 

14：00 11：00 地下鉄四つ楕線柵駅… �������酬 ′、ェ車謂メV二レ㌦叶1 　㌦だ三品i 主局 

28番出口より徒歩5分 ������������� �i 

巨謎璽タイプ】シングルlツインlセミダブルl �������ィ′Hが一㌣〔■■ 

lカテゴリ（コード日　　41　1　52　1　68 ������ �げ竃ii■Wrノ｛〟九州‾′‾ ������� 

定■（名】‡　1　1　2　1　2　】 ��������‾■－i掩吉ご醜 

l広さ（d）I　14　【18　114　l ��������固㊥鳳憫鳩恩朗報無料Q剋面忘 

入1人■・ �・夢 ■＝r リ �問 ���肋hl　撫 ��鱒 ��雷 
．平体8 �：棚日 ��平韓日 �繍節目 �平体日 �雨白 

10／1－3／31 ���2名1壬 （セミダブル） �68 �25，600円 �26，400円 ��24，腑円 �25，4∞円 �4，6的円 �5，棚円 2名1室 �52 �28，肋 �礼200円 ��25，醐円 �27，劫伽 �5I醐0「 �7，200閂 

1名1塞 �41 �訂．御伽 �2凱4明円 ��26，肋 �27，仙 �6，肋 �7，咄〇円 

商品N0． �142138 �●城■一 � 

トテJl �▲ �日ノ ��� �� � �≦芦卜 j】一♪ 

：冨こ；；33（過…善 �������転 �≧ 　盲 覿烏㌫ �一・二葦；一三 ▲▲由 �　宅 ．控 芦欝㌦ 1 ．が酬■j 

1旬日日印JR弁天町駅より徒歩3分 l部屋タイプ】シングルlツインl lカテゴリ臼一得】411521 

「息■（名）】　1　1　2　l �������嵐▲・－ � � �－　→、 

卜広志録）1　20　1　24　l ��������。血．ゝミ �義盛 �　　＿さ＿tm ン●，Lr三野℡ 

駈⑮吼＋帽相恩爛科宙 ����韓日毎日桓一分 

大豊入れ ��タコ 看 リ �サ夢併発書 ��加別納蜘 ��損代金 ��≡ 
平体眉 �体節目 �平休日 �体罰日 �平休日 �叫日 

1／5一一3／14 ��2名1室 ��52 �礼2仰円 �29，珊円 �27．200円 �28，棚円 �7，200円 �8，4ル円 

1名1室 ��41 �軋200円 �31，2∝l円 �29，200円 �軋2∞円 �9，2伽円 �10，割肋 

園 
2名1蔓 ��52 �31，仙 �3ち釦伽 �叫棚円 �31，6伽円 �10，400円 �11，600円 

1名1辛 ��41 �32，8的円 �刀，M円 �31，800円 �32，8∞円 �11，80伽 �1ち8抑円 

2名1圭 ��52 �33．600円 ��32，600円 ��12，600円 

1名1室 ��41 �諮，200円 ��叫2加円 ��14，200円 

商品No．l142140 ��2 �2〉 � � � � �ノ■　■一、－、もト、 

Lヽ � ���� 

⑳ホテルブ �� �� �l ▲l／　′▲ ��� 

匂匹ロ15：00 旬日：00 嘔ロlココ地下鉄堺筋線北浜駅 5番出口より徒歩1分 【カテゴリ持一冊661 ト剋恥部11～2l �����F覇… 亭主＝綱 

■広油日　20　－　　　　　宙 ������1㊧遭鳩思し爛料留 �����ロ田矧分 

人妻人■ ��カ タ ＝r U �＃多駅発曽 ��中土駅発■ ���延泊代金 �� 

平休日 �．休前日 �平休日 �休釘8 ��平休日 �体罰8 �ルームの1名利用 です 

2名1霊 （ダブル） ��66 �26，8腑円 �27，400円 �25，800円 �26，4MR ��5，800円 �6，400円 

1名1童 ���31．4伽円 �31，鋸0円 �30，4∝匝 �30，800円 ��10，4m円 �10，8掴円 

12／31－1／1 �2名1室 （ダブル） ���28，208円 ��27，200円 ���7，200円 

1名1璽 ���31，8恥円 ��30，仙 ���10，800円 

厨W瀾　室田ズボンプレッサー周コンビニ　　匠至回忌紺（JR爛又は」R所爛）よ。徒紺3分以内のホテル ◎


