
（たんちょう釧路）

Ⅷ～匿畑賊のルートは
北海道リゾートライナー

軒詳しくは35（36ページ

海風にのって北海道沿岸へ到来！
流氷は冬の北海道ならではの風物詩です。
流氷初日とは陸から流氷が確認できた白です。
出発日のご参考にしてください。

観抵節季弼側
青線程艶熟鄭
墾迷趣蟄亀参戦

●気象状況により所要時間の変更や欠航
となる場合がございます。（欠航条件：

強風、高波、流氷密着）

●涜氷が海上周辺にない場合は海上遊覧
となります。あらかじめご了承ください。

●流氷の漂着時期また、無氷海面時期などに
ついての詳しい情矧は下記ホームページ

をご覧ください。

http：／／wwwl．kaiho．mLit．go．jp／KANl／

1Center．html

釧路空港→丹頂
の里→屈斜路湖
（白鳥飛来地〉→
硫黄山→摩周湖
→釧路市内ホテ

ル

女満別空港→博物館網走監一汁で－∵∵ヤ秘遍二

獄→オホーツク流氷館→網十予㌍ト∴柵∴叫

走・流氷観光砕氷船「お－ろ
ら号」（索船／各自払い）→涛

沸湖・白鳥公園→知床・りト
ロ温泉

一′　　　　　‾叫＝・芯‘　ノ　　1′、

一二　二㌘ソ‾　＿＿詔′

流氷観光砕氷船博貫ろら芳」（吾郎

※上記ルートは「フリープランコース」を利用したモデルコースとなります。卜詳しくは43ページ

主要都市間く移動距離・時間〉目安
各都市の交差する口の数値が移動時間（目安）です。 

F腕lT �12：45 � �：10 �8 �10 �11：40 ��9 �：55 �6 �15 �7 �30 �8：35 ��8：10 ��8：20 ��1 �：25 

508 �芯堅‡ � �：45 �5 �05 �3 �10 �6 �05 �9 �00 �9 �05 �10：55 ��11：15 ��12：10 ��17 �10 

326 �187 �（ク ．）1［ � �1 �10 �3 �45 �4 �：50 �5 �05 �6 �30 �8 �55 �8 �25 �9 �00 �1 �：45 

325 �201 �44 ��コ �親■ �3 �35 �3 �：50 �4 �00 �5 �30 �7 �50 �7 �20 �8 �00 �1 �：40 

465 �124 �148 ��142 �� �� �：05 �7 �20 �6 �00 �7 �50 �8 �10 �9 �05 �1 �：10 

395 �243 �193 ��153 ��123 �� �＝垣 �4 �30 �3 �05 �4 �50 �5 �15 �6 �05 �1 �：05 

248 �359 �202 ��159 ��293 ��179 ��tjJ �胴 �1 �25 �3 �50 �3 �25 �4 �00 �9： �5 

298 �363 �260 ��217 ��240 ��121 ��56 ��電話野 ��3 �15 �2 �55 �3 �45 �9： �0 

342 �434 �354 ��311 ��311 ��192 ��153 ��127 ��零忘∴ ��1 �00 �1 �55 �6 �0 

324 �447 �336 ��293 ��326 ��208 ��135 ��115 ��40 ��化 ��1 �00 �6 �0 

332 �485 �360 ��317 ��362 ��243 ��159 ��149 ��75 ��37 �� ��6： �0 

575 �684 �588 ��545 ��564 ��442 ��387 ��366 ��252 ��253 ��244 �� 

各都市の交差する口の数値が移動距離（単位km）です。 

※目安表の数値は一般道を利用し、平均時速40km／hで賢出した数値（目安）です。

sL冬の湿原胃（イメージ）　※移動時間は渋滞等の道路状況などにより・上記の数値と異なることがござい雇す0
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0出発日・宿泊数をお決めください。［室重訂
■出発日：2013年10即日～2014年5月6日の毎日発　■最少催行人員‥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限ります。）

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、出発田カレンダーと合わせてご覧ください。

＊商品コード口内×：直行便または乗京同日乗り継ぎY：東京翌田乗り継ぎ

団　組み立て型 

A ��B �⊂ �D ��E �F ��Gl ��H ��l ��」 �K ��L ��M ��N �○ �P �団 

1泊 �おとな　34，800円 ���37，800円 �39．800円 �40月00円 ��42月00円 �43，800円 ��45，800円 ��47，800円 ��50，800円 ��65，800円 �67，800円 ��70，800円 ��75．800円 ��79，800円 �81，800円 �89，800円 �N」6121□ 

こども �34．800円 ��37．800円 �39，800円 �40，800円 ��42．800円 �43，800円 ��45．800円 ��47．800円 ��50，800円 ��55，800円 �57】800円r60．800円 ����65，800円 ��69，800円 �711800円r71，800円 

2泊 �おとな �40，800円 ��43．800円 �46，8呵48 ��00円 �50，800円 �51 �00円 �53，800円 ��56胴円座800円 ����63．800円 �75月00円 ��81，800円　85，800円　89．800円 �����94，800円 �99，800円 �NJ6122［］ 
こ竺r40 ��画43．80胴 ��4脚0円い ��00円 �50，880円 �5 �画53 ��00円 �56．800円 ��59，800円 ��63，800円 �6 �00円 �7 �00円 �75．800円 ��76．800円 �77・8両79，800円 

3泊 �おとな �47 �∞円 �49，800円 �51，800円 �5 �00円 �56，800円 �57． �0円 �59， �0円 �61 �00円 �64 �00円 �69．800円 �73． �00円 �79月00円 ��85，800円 ��97，800円 �102，800円 �114800円 �NJ6123□ 

こども」 おとなF �47，880円 ��49，800円 �51．800円 �5 �08円 �56，800円 �5 �00円 �5 �00円 �6 �80円 �6 �00円 �69月00円 �7 �00円 �7 �00円 �7 �00円 �82．800円 �87，800円 �94．800円 

4泊 ��54．800円 ��56，800円 �58．800円 �6 �0円 �63．880円 �65， �00円 �67， �0円 �略 �00円 �74 �00円 �79月00円 �85， �0円 �89， �00円 �95， �00円 �107．800円 �112，800円 �124800円 �NJ6124□ 

こども �54，8∞円 ��56，800円 �58・8両軋880円 ���63．800円 �65．800円 ��67，800円 ��紙800円 ��74，800円 ��79，800円 �80 �00円 �8 �800円 �賂800円 ��97，800円 �98．800円 �99，800円 

㊦上記≡春代会に盲脚は辞を耶－‡してください〇レ詳しくは19－32ページ　　　　　ー●フライHこよってはフライト集計が必蓼とな。ます6ト詳しくは憲こ己 

墓本代金に含まれるもの●往復の航空運賃（個人包括旅行割引運賃適用）・料金（羽田空港を利用の場合は旅客施設使用料を音臥宿泊費（紆ル差酌含抑ません）・矧引各ホテルごとに明記欄しくは29－32ページ
ただし、四季ニセコを隙く0）・JALバックスペシャルチケット代消費税等諸私●こども旅行代金適用者のみでの1名／1室利用はできません0●「こども汎鳳旅行代釦瀧定があ。まもレ詳しくは3ページ

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。
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◎利用空港・利用便をお選びください。
フライト差額があります

※1／2－5、5／3～6の帰着にかかる

復路便の延長はできません。

女満別空港●　　利用空港
相川空港●　鋼鰭空港　　　　　新千歳空清

差攣港（たん等予納）函館空港・馴空港●　　　　　　　　とかち帯広空港
とかち帯広空港　　釧路空港（たんちょう釧路）

！■慧6つの紛らお好きな絶み合わせがご利用いただけま
女満別空港

す。★新千歳空港と函館空港は直行便または乗り継ぎ便（羽田空港で
の乗り継ぎ）のご利用となります。（函館空港は大阪伊丹発着の直行便
のみ）。★旭川空清・とかち帯広空漕・釧路空清（たんちょう釧汚）・女満
別空港は乗り継ぎ便（羽臨空湾での乗り継ぎ）のこ利用となります。

大伊丹空港・大層伊丹皇濃・■雷■脚

曾
羽田空港（同日乗り継ぎ）

骨
折千義空凛、函館空港、

旭川空遷、とかち▼広空港、
舶空港（たんちよう洞）、

女源空湾
のいずれかを利用

大伊丹皇濠・蜘闇　大蔵伊丹空港・

思　　■㌣
雅闇洞日または翌日乗り継劉

思
新手義空湾、函慮空清、

旭川宜漕、とかち欝広空潜、
計路空港（たんちよう押）、

女刑空清　　　新手i空港

のいずれかを利用　膏血空漕

大飯伊丹空jt・ll西■相

思曾
羽田望灘（同日乗り継ぎ）

風　合
斬干■空清、叫空港、

旭川空港、とかち書広重遡、
抽空港（たんちよう鋼趨）、

女1別生濠

のいずれかを利用
※往躇は翌日乗り継ぎも

■旅のプランに合わせてお好きなフライトが選べます。
追加代金なしでご利用いただける基本フライト、また追加代金でこ調」用いただけるA～巨フライトをご用意しました。かし
こく選んでお得に楽しみましょう。●当日やむを得ない理由（天候など不可抗力、その他）によりご予約いただいた便名お
よび出発時刻が変更になった場合でも、フライト差額の払い戻しはございませんので、あらかじめご了承ください。

JALグループ時刻表

E≡遍詔　　大阪伊丹空港一新千歳空港

●ジ工イエア運航便（ホンハルティアCRJ機種運航便）のご利用はできません。

大砺伊丹空港←→宙臆空港

羽田空港乗り継ぎ便

羽B空清・→新千歳空港

憤　名 �羽田発 ��斬千歳欝 ��便　名 ��新手誘発 ��羽田着 

06 �30 �08 �00 � � �08 �00 �09 �40 

由直IJAL503 �07 �30 �09 �00 �′ �画JAL502 �09 �00 �10 �40 

08 �05 �09 �35 � � �10 �00 �11 �40 

08 �30 �10 �00 � � �11 �00 �12 �40 

む呵JAL507 �09 �05 �10 �35 � � �11 �15 �12 �55 

齢JAL509 �09 �30 �11 �00 � � �12 �00 �13 �40 

也画JAL511 �10 �30 �12 �00 � � �13 �00 �14 �40 

11 �30 �13 �00 � � �14 �00 �15 �40 

12 �30 �14 �00 � � �15 �∞ �16 �40 

13 �30 �15 �00 �鵬旬JAL516 ��16 �00 �17 �40 

14 �30 �16 �00 � ��17 �○○ �18 �40 

15 �30 �17 �00 � ��17 �15 �18 �55 

齢JAl �3 �16 �30 �18 �00 

幻嘩JAL �25 �17 �30 �19 �00 

37 �18 �15 �19 �45 

幻直JAL �27 �18 �30 �20 �00 

8両JAL �29 �19 �30 �21 �00 

1 �20 �30 �22 �00 

1　　層本フライト　→基本代金でご利用いただけます。
ご利用いただけます。

l　　‡AフライトI IBフライトl　　】Cフライト【　lDフライトHEフライト

→往路・復籍それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとにフライト差額が必要となります。（おとな・こども同額）

大阪伊丹空港一一羽田空j琶

優　名 �刈押礪 ��羽由義 �� �便　名 �羽田発 ��邦押鞘 

8　」ALlO2 �07 �10 �08 �15 �む �JAL113 �10 �30 �11 �35 

8　JALlO4 �07 �30 �08 �35 �印 �JAL115 �11 �30 �12 �35 

匂　JALlO6 �08 �30 �09 �35 �D �JALl17 �12 �30 �13 �35 

田　JAL110 �09 �30 �10 �35 �田 �JAL119 �13 �30 �14 �35 

由　JAL112 �10 �30 �11 �35 �胞 �JAL121 �14 �30 �15 �35 

li　JAL114 �＝ �30 �12 �35 �由 �JAL125 �15 �30 �16 �35 

B　JALl16 �12 �30 �13 �35 �昭 �JAい27 �16 �30 �17 �35 

D　JALl18 �13 �30 �14 �35 �の �」AL131 �17 �30 �18 �35 

申　」AL120 �14 �30 �15 �35 �li �」AL133 �18 �30 �19 �35 

D　JAL124 �15 �30 �16 �35 �8 �JAL137 �19 �00 �20 �15 

四　JAL126 �16 �30 �17 �35 �幻 �」AL139 �19 �25 �20 �40 

脚　JAL128 �17 �25 �18 �30 

曲　JAL130 �18 �30 �19 �35 

O　JAL134 �19 �30 �20 �35 

四　」AL138 �20 �25 �21 �30 

羽田空港←→酉年空港

便　名 �羽田発 ��函館鸞 ��便　名　書函館発 �羽田鸞 

07 �25 �08 �45 �由画JALl162109：45 �11こ15 

12 �15 �13 �35 �幻周JAL1168114：20 �15：50 

17 �30 �18 �50 � 

羽臼空港■一・旭川空湾

便　名 �羽田発 ��鳩J �l鷺 �硬　名 �娼I �l発 �羽田暮 

田避」ALllO3 �07 �55 �09 �30 �む耳JAい1∝l �10 �10 �12：00 

幻嶺山軋‖07 �11 �25 �13 �00 � �13 �50 �15：40 

む骨JAL1113 �15 �15 �16 �58 � 

顎‾盲目AU115 �17 �55 �19；30 

羽田空漕・－→七かち帯広空清

便　名 �羽巴発 ��とかち欝広志 �便　名 �とかち帯広発 �羽B篇 

07 �40 �09：10 �財且JAL1152 �09：50 �11 �35 

11 �30 �13：00 � �13：40 �15 �25 

粗製JAL1155 �13 �30 �15：00 � �15：40 �17 �25 

L型雪JAL1157日7：SS妻19：25 

蘭酋由幣空港・→新手鼠空港

償　名 �鋼西国 �餞 �新千歳篇 ��健　名 �薪干 �歳発 �拒 �職 

08 �15 �10 �00 �田　」AL2502 �11 �45 �13 �55 

8　JAL2505 �12 �15 �14 �00 �liJAL2512 �14 �05 �16 �15 

liJAL2507 �14 �45 �16 �30 � �15 �15 �17 �25 

D　JAL2511 �16 �50 �18 �35 � �19 �15 �21 �25 

間西環陣空港・→羽由空港

羽田空港‥鱗蕗空港（たんちょう釧路）

便　名 �羽田発 ��釧淵着 ��便　名1釧路発I羽田暮 

08 �10 �09 �45 �幻惑JALl144日0：25112：15 

13 �15 �14 �50 �む蕎JAL1146日5：25117：15 

17 �55 �19：30 �� 

羽田空濯・－→女満別空港

煙　名 �羽由発 ��女満別着 ��便　名1女満別発蔓羽田讐 

松茸JALl183 �06 �55 �08 �35 �好疫JALl180iOg：25日1：20 

齢JALl189 �12 �30 �14 �10 �粉封JAL118鋸14：55蔓16二50 

む亘JAと1191 �17 �55 �19 �35 � 

●上記運航スケジュールは2013年7月現在の10月の運航予定で、運航

会社・スケジュール・便名は変更または運休になる場合があります。最新
のJALグループ国内線時刻表、または旅行会社でご確認ください。

●羽田空港での乗り継ぎには25分以上の時間が必要となります。

IJAL＝日本航空l

往路搭乗日 � � ���12／22一一26 ���� ����2／12～3／13 ���� ����4／1一一25 

巳一木 �金・土 ��臼～木 ��金・土 ��日～木 ��金・土 ��日～木 ��金・土 ��白～木 ��金・土 ��白一木 ��金・土 

Aフライト差 �額 �＋1，500 �＋2．000 ��＋2．500 ��＋3，000 ��＋1，500 ��＋2，000 ��＋1．500 ��＋2，000 ��＋2，000 ��十2，500 ��＋1，500 ��＋2，000 

Bフライト差 �額 �＋3．500 �＋4．500 ��＋3．500 ��十4．500 ��＋2．000 ��＋3，000 ��＋2，500 ��＋3，500 ��十2，500 ��＋3．000 ��＋2，500 ��＋3，000 

Cフライト差 �顔 �＋3．500 �＋4．500 ��＋3，500 ��＋4，500 ��＋2，000 ��＋3，000 ��十2．500 ��＋3，500 ��＋4．000 ��＋4，500 ��＋2，500 ��＋3．000 

Dフライト差 �穎 �＋3，500 �＋4，500 ��＋2，580 ��＋3．500 ��＋2．000 ��＋4，000 ��＋2，000 ��＋3，000 ��＋4，500 ��＋5，500 ��＋5．000 ��＋8，500 

徒 花 �【フライト差額 � �＋4．000 �＋5，000 ��＋3，500 ��＋4，000 ��＋3，500 ��＋4．500 ��十3，080 ��＋4，500 ��＋6．080 ��＋7．500 ��＋6．500 ��＋8．080 

社用搭乗田 �顔 頴 顔 �4／27～5／2、 5／5・〉7 �� ��10／12 ��11／2・3、 2／8、3／21 ��12／21、1／11 ��12／27 ��12／28～31 ��1／1～5 �� ��2／7、9 ��4／26、5／3・4 

Aフライト差 ��＋2．000 ��＋2，500 ��＋1．500 ��十2．500 ��十17，500 ��＋2，500 ��＋4，000 ��＋3，008 ��＋2．000 ��＋13，000 ��＋1，000 

8フライト差 ��＋4．000 ��＋4．000 ��＋4．000 ��＋4，000 ��十22．000 ��＋4 �．000 �＋5．000 ��＋5，000 ��＋4．000 ��＋17，000 ��＋4．000 

⊂フライト差 ��＋4，000 ��十4．000 ��＋4．000 ��＋4，000 ��＋22，000 ��十4 �．000 �＋5．000 ��＋5，000 ��＋4，000 ��十17．000 ��＋4．000 

Dフライト差 �躊 �＋28，000 ��＋10，000 ��＋10．080 ��＋1．000 ��＋22，000 ��＋20 �，0■00 �＋15．000 ��＋5．000 ��＋3．000 ��＋11，000 ��＋7，000 

Eフライト差 �顔 �＋40．m ��＋4，000 ��＋20，0〇・〇 ��＋2．500 ��＋16．000 ��＋26 �000 �＋25．0（）0 ��＋10．000 ��＋1．000 ��＋2．000 ��＋19，000 

復路搭乗日 �10／2～13 ���12／24～27 ���� ����2／12－3／13 ���� ���� 

月～土 �白 ��月～土 ��日 ��月～土 ��日 ��月～土 ��日 ��月～土 ��白 ��月～土 ��日 

Aフライト差繰 �十1．500 �＋2，500 ��＋2．500 ��十3，0∝〉 ��十1．500 ��＋2．000 ��＋1，500 ��＋2，000 ��十2，000 ��＋2．500 ��＋2，000 ��十3，00・0 

Bフライト差名声 �＋3．500 �＋4，500 ��＋3，500 ��＋4，500 ��＋2．000 ��＋3．000 ��＋2，500 ��＋3．500 ��＋2，500 ��＋3．000 ��＋4，000 ��＋5，000 

⊂フライト差額 �＋3，500 �＋4．500 ��＋3，500 ��＋4，500 ��＋2．000 ��＋3．000 ��＋2．500 ��＋3，500 ��＋4，000 ��十4．500 ��十4．000 ��＋5．000 

Dフライト差顔 �＋3，500 �＋4，500 ��＋2．500 ��＋3，500 ��＋2，080 ��＋4，000 ��十2，000 ��＋3．000 ��＋4，500 ��＋5，500 ��＋5．000 ��十6，500 

複 �Eフライト差廉 �＋4．00・0 �＋5．000 ��1　＋3．500 ��＋4．000 ��＋3500 ��＋4．500 ��＋3．000 ��＋4．500 ��＋6，000 ��＋7．500 ��＋6．500 ��＋8．080 

路 �役席摺衆目 �4／26－28、 4／30一一5／4 ��11／4、 2／11、3／23 ��12／23 ��12／28－1／1 ��1／2・3 ��1／4・5 ��1／13 ��2／5・6 ��2／7・8 ��2／9・10 ��5／5・6 

Aフライト差額 �＋3，000 ��十1．000 ��＋18，000 ��＋3，000 ��＋4，000 ��＋4，000 ��＋18，000 ��＋2．000 ��＋乙000 ��＋13．000 ��＋1，000 

Bフライト差額 �＋5．500 ��＋4．000 ��＋22．000 ��＋5，000 ��＋5，000 ��＋5 �00（】 �＋22，000 ��＋4，000 ��＋4，000 ��＋17．000 ��＋4，000 

Cフライト差額 �＋5．500 ��＋4，000 ��＋22，000 ��＋5，000 ��＋5，000 ��＋5 �000 �＋22．000 ��＋4，000 ��＋4，000 ��十17．000 ��＋4，000 

Dフライト差額 �＋28．000 ��＋3，m ��＋23，000 ��＋5，080 ��十9．0（）0 ��＋15 �000 �十15，000 ��＋3．000 ��＋19，000 ��＋11，000 ��＋9．000 

Eフライト差額 �十40．080 ��羞詳なし ��十3，000 ��＋10．000 ��＋18．0〇・〇 ��＋25 �000 �＋16．000 ��＋1．008 ��十1，0・00 ��＋2，0（）0 ��十19，000 

団　組み立て型 

A �B �C �D �E �F �G �囲 

1泊 �おとな �8，500円 �9．500円 �10，500円 �11，000円 �12，000円 �13．000円 �15，000円 �NJ6181X 
こども �8．000円 �9，000円 �10．000円 �10．500円 �11，500円 �12，500円 �14．000円 

2泊 �おとな �15，500円 �17．000円 �18，000円 �19，000円 �20，000円 �23．000円 �27．000円 �NJ6182× 
こども �14，500円 �16，000円 �17．000円 �18．000円 �19，000円 �22，000円 �25．000円 

3泊 �おとな �23，500円 �26．000円 �27．000円 �29．000円 �31，000円 �33，000円 �39．000円 �N」6183× 
こども �22．000円 �24．500円 �25．500円 �27，500円 �29．500円 �31，500円 �36，000円 

4泊 �おとな �31，000円 �33．000円 �35．000円 �37，000円 �39，000円 �43．000円 �50．000円 �NJ6184X 
こども �29．000円 �31，000円 �33．000円 �35．000円 �37．000円 �41，000円 �46，000円 

0上記望本代会にホテ抽≡欝を描賃してください。P詳しくは瑠9－32ページ

基本代金に含まれるもの●宿泊烈ホテル差額は含まれま

せん）、食事代卜詳しくは20～32ページ（ただし、匹季ニ

セコを除く。）、消環税等諸税。
●こども添い寝旅行代金の設定はございません。

旅行会社の皆さまへ⑱

「旅スケッチ設定ホテル」の初泊の宿泊日を旅行の出発日（NJ
……の出発日）としてご予約ください。出発日前のオプ
ショナルプランのご予約はできません。また、ご予約の際「旅行
終了日」のご指定が必要となります。「旅スケッチ基本プラン（フ
ライト＋ホテル）」のお客さまのレンタカーやタクシーに同乗される

場合や、オプショナルプランをご利用の場合は、当社の手配する
旅行サーヒスの終了日が旅行終了日となります。
予約方法は、たびマニュアルをご参照ください。rたびマニュ
アル」→「北海道」→「FY13下期JALパック」→r旅スケッチJ
→「現地合流プランのご案内」をご覧ください。また、現地合

流プランは、出発地rLND（現地宿泊）」でご予約ください。
JAlJ†yク
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l迎　組み立て型 

広島発 基本代金 ��A �B �C �D �E �F �G �H �l �」 �K �L �M �N �・○ �P �伝書ヨ：ヨ 

1泊 �おとな �36．800円 �36，880円 �41，800円 �42，800円 �43，800円 �叫800円 �叫800円 �45，800円 �47．800円 �47，800円 �52，800円 �55月00円 �58，800円 �82，800円 �84．800円 �86．800円 �NJ6141［コ 

こども �36月00円 �36，000円 �41，800円 �42，800円 �43，800円 �朋，800円 �44，800円 �45．800円 �47，800円 �47，800円 �52，800円 �55，800円 �56，800円 �80．800円 �81，800円 �82，800円 

2泊 �おとな �42，800円 �42，800円 �47．800円 �47，800円 �49．800円 �50月00円 �50，800円 �51．800円 �53月00円 �54．800円 �63，800円 �糾，880円 �68．800円 �80月00円 �弛800円 �98，800円 �NJ6142［コ 

こども �42．80胴 �42，808円 �47月00円 �47．800円 �49．800円 �！氾800円 �50，800円 �51．800円 �53，800円 �54朋0円 �63．800円 �64，800円 �鴫800円 �78月00円 �85，800円 �87．800円 

3泊 �おとな �48月00円 �48月00円 �53，800円 �53，800円 �56月00円 �57，800円 �57月00円 �58，800円 �59．800円 �61，800円 �67，800円 �70，800円 �78．800円 �91，800円 �112，800円 �112，800円 �NJ6143□ 

こども �48，808円 �48月00円 �53月00円 �53．800円 �56月00円 �57，800円 �57，800円 �58．808円 �59，800円 �61，800円 �67，800円 �紙808円 �万，800円 �隠800円 �矧800円 �矧808円 

4泊】 �おとな �54．800円 �54．800円 �59．800円 �59，800円 �63，800円 �64，800円 �64，800円 �65．800円 �66，800円 �68，800円 �77，800円 �78．800円 �91，800円 �97，800円 �119．800円 �119月00円 �NJ6144□ 

こども �54月00円 �54．80岬】 �59，800円 �59．800円 �63，800円 �64．800円 �餌，800円 �65．800円 �紙抑0円　紙880円 ��76，800円 �77，800円 �89，800円 �95．800円 �108．80椚 �108月00円 

臓瞳彙蓮 �憲潤＋10，000円 ��＋13，500円 �＋13．000円 �†16，000円 �＋8，000円 �＋14，008円 �＋7，000円 �＋12，000円l＋17冊円山008円い8，000円l十30，000円座冊円l＋4調円l＋33御P再40．000円l 



JALグループ時軌表

広島空湾・一一→新千歳空港

琵認逼迫∴∴∵個山空港←→羽田空港
便　名 �岡山発 ��羽田着 ��便　名 �羽田発 ��岡山鷺 

liJAL1680 �07 �20 �08 �30 �田　JAL1683 �10 �40 �12 �00 

D　JAL1682 �10 �05 �11 �15 �81JAL1685 �14 �30 �15 �50 

由　JAL1684 �12 �40 �13 �50 �由　JAL1687 �17 �05 �18 �25 

8　JAい688 �16 �35 �17 �45 �田　JAL1689 �19 �40 �21 �00 

L均JAL1690119：05120：15 

便　名 �出雲発 ��羽田蒼 �� �便　名 �羽岳衰‾ ��‾高畠蒼 

田　JAL1662 �07 �50 �09 �10 �幻 �」Aい665 �10 �45 �12 �10 

田　JAL1664 �09 �40 �11 �00 �0 �JAL1667 �14 �15 �15 �40 

田　JAL1666 �13 �00 �14 �20 �超 �JAL1669 �16 �05 �17 �30 

出　」AL1668 �16 �35 �17 �55 �8 �JAい671 �18 �30 �19 �55 

L哩」AL1672118：15119：35 

羽田空港集り継ぎ便

羽白魔溜ト→新千歳空港

便　名 �羽田発 ��新千歳電 �� �便　名 �薪千歳発 ��羽日暮 

由　JAL501 �06 �30 �08 �00 �田 �」AL500 �08 �00 �09 �40 

O　JAL503 �07 �30 �09 �00 �由 �JAL502 �09 �00 �10 �40 

田　」AL3931 �08 �05 �09 �35 �由 �JAL504 �10 �00 �11 �40 

ti　JAL505 �08 �30 �10 �00 �田 �」AL506 �11 �00 �12 �40 

幻　JAL507 �09 �05 �10 �35 �曲 �JAL3932 �11 �15 �12 �55 

田　JAL509 �09 �30 �11 �00 �申 �」AL508 �12 �00 �13 �40 

d　JAL511 �10 �30 �12 �00 �8 �JAL510 �13 �00 �14 �40 

8　」AL513 �11 �30 �13 �00 �8 �JAL512 �14 �00 �15 �40 

田　」AL515 �12 �30 �14 �00 �由 �JAL514 �15 �00 �16 �40 

因　JAL517 �13 �30 �15 �00 �超 �JAL516 �16 �00 �17 �40 

由　JAL519 �14 �30 �16 �00 �む �JAL518 �17 �00 �18 �40 

田　」AL521 �15 �30 �17 �00 �也 �JAL520 �17 �15 �18 �55 

田　」AL523 �16 �30 �18 �00 

田　」AL525 �17 �30 �19 �00 

田　JAL3937 �18 �15 �19 �45 

由　JAL527 �18 �30 �20 �00 

由　」AL529 �19 �30 �21 �00 

田　JAL531 �20 �30 �22 �00 

便　名 ��広島発 �羽田芯 ��僅　名 �羽田発 ��広島驚 

07：40 �08 �55 � �11 �30 �12 �55 

貯村JAL1602 ��08：55 �10 �10 � �13 �00 �14 �25 

眈副AL1604 ��11：35 �12 �50 �胚可JAい611 �15 �25 �16 �50 

Ⅳ �AUAL1606 �13、：30 �14 �45 �松憂」ALle113 �17 �35 �19 �00 

li �さ＿JAL1608 �15：10 �16 �25 �印可JAH615 �19 �15 �20 �45 

0 �16 �10 �17 �25 

2 �17 �40 �18 �55 

4 �19 �45 �21 �00 

便　名 �徳島発 ��羽田着 ��憧　名 �羽巴発 ��徳島竃 

由　JAL1430 �07 �10 �08 �15 �由　」Aい435 �12 �45 �14 �00 

田　JAL1432 �09 �30 �10 �40 �田　JAL1437 �15 �00 �16 �15 

由　JAL1434 �11 �45 �12 �55 �8　」AL1439 �17 �45 �19 �00 

由　JAL1436 �14 �50 �16 �00 �田　」AL1443 �19 �40 �20 �55 

由JAL1440116：55118：05 

むJAL1442119：40120：50 

扇転意意∵∴∴抑極限∵即郎鱒
便　名 �高松発 �羽田着 �� �便　名 �羽田発 ��高松蒼 

田　JAL1402 �07：45 �08 �55 �個 �JAL1407 �11 �45 �13 �05 

田　JAL1404 �10：05 �‖ �15 �8 �JAL1409 �14 �30 �15 �50 

由JAL1406 �11：25 �12 �35 �田 �JAL1411 �16 �55 �18 �15 

由　JAL1408 �14：00 �15 �10 �由 �JAL1415 �19 �15 �20 �35 

田JAL1410日6：40l17：55 

L臼JAL1414119：15120：25 

羽田空港・→宙虚空漕

徒　名 �羽田発 ��函館着 ��便　名 �函館発 �羽Bf 

㊥亘JAL1161 �07 �25 �08 �45 �町画JAL1162 �09：45 �11：15 

P■亘JAL1165 �12 �15 �13 �35 � �14：20 �15：50 

17 �30 �18 �50 � 

羽田空港・→旭川空港

便　名 ��羽田発 ��旭l �l蒼 �便　毛　玉旭J �t発暮羽田蒼 

07 �55 �09 �30 �の直JALHOOH0 �10112：00 

電i � �＝ �25 �13 �00 �Ei直JALllO4113 �50115：40 

む � �15 �15 �16 �50 � 

印 � �17 �55 �19 �30 

羽田空港－→とかち帯広空港

便　名 ��羽田発 ��とかち帯広蒼 � �便　名 �とかち帯広発 �羽田着 

四 �CJAU151 �07 �40 �09：10 �離 � �09：50 �＝ �35 

CJALU53 �11 �30 �13：00 �む � �13：40 �15 �25 

む �qJALl155 �13 �30 �15：00 �■・∠ � �15：40 �17 �25 

腰直JAL1157日7：55119：25 

高知龍馬空港一羽田空港

便　名 �副港馬発 ��羽田鷺 �� �便　名 �羽田発 ��古郡箔薫 

liJAL1482 �07 �40 �08 �50 �由 �JAL1487 �10 �15 �11 �40 

扮　JAL1484 �09 �45 �‖ �00 �由 �JAL1489 �14 �00 �15 �25 

由　」AL1486 �12 �20 �13 �35 �由 �JAL1491 �16 �55 �18 �20 

D　JAL1490 �16 �10 �17 �25 �田 �JAL1493 �18 �55 �20 �20 

腰」AL1492119：10r20：25 

松山空漕■→羽田空港

痩　名 �柁山発 ��羽田着 ��便　名 �羽田発 ��松山鸞 

8　JAL1460 �07 �50 �09 �10 �g　JAL1465 �13 �00 �14 �30 

8　JAL1464 �10 �25 �11 �45 �幻」AL1467 �15 �15 �16 �45 

liJAL1466 �12 �10 �13 �30 �由　JAL1469 �17 �30 �19 �00 

田　JAL1468 �15 �20 �16 �40 �8　」AL1471 �19 �25 �21 �00 

由JAL1472117こ20118：40 

田JAL1476日9：40121：00 

羽出空港・→釧路空港（たんちょう鵬鰭）

便　名 �羽田発 ��釧趨着 ��便　名 �釧路発 �羽田蒼 

08 �10 �09 �45 � �10：25 �12：15 

印画JAL1147 �13 �15 �14 �50 � �15：25 �17：15 

貯筍JAU149 �17 �55 �19 �30 � 

羽田空港←→女満別空港

便　名 �羽田発 ��女満別着 ��便　名 �女満別黄玉羽B鸞 

06 �55 �08 �35 � �09：25日1：20 

12 �30 �14 �10 � � 

17 �55 �19 �35 � 

●上記運航スケジュールは2013年7月現在の10月の運航予定で、運航

会社・スケジュール・便名は変更または運休になる場合があります。最新
のJALグループ国内緑時刻表、または旅行会社でご確認ください。

●羽田空港での乗り継ぎには25分以上の時間が必要となります。

IJAL＝日本航≡引

鍾 �往慮搭乗日 � ��10／15－31 ��り13～2／4 ��2ノ12～28 �� 

日～木 �金・土 �日～木 �蓋・土 �日一木 �金・土 �日～木 �金・土 �日～木 �金・土 

Aフライト差観 �2，000 �3，500 �差窮なし �2．000 �3，000 �6，000 �1．000 �3．000 �2，500 �5，000 

Bフライト差額 �差辞なし �3．500 �1．500 �2，500 �差綾なし �1．500 �差廟なし �差額なし �・差綾なし �差顔なし 

⊂フライト差額 �2，000 �2，000 �3，000 �3，000 �2．000 �2．000 �2．000 �2，000 �2，000 �2．080 

薄 �往用搭乗日 � ��10／11、 12／28・29 �10／12、 12／20・21、 1／‖ �1／12、2／7・8 �3／21 �12／31 �2／9一一11 �1／3～5 �4／26～5／5 

日～木 �金・土 

Aフライト差額 �＋4．000 �＋7，000 �十11．000 �＋16，000 �＋6．000 �＋26，000 �＋6．000 �差顔なし �＋11．000 �＋35．000 

Bフライト差額 �差額なし �差額なし �差額なし �＋5．000 �差額なし �差顔なし �＋12，000 �差額なし �＋1，000 �差顕なし 

⊂フライト差額 �＋2∝氾 �＋2．000 �差額なし �十13，000 �＋3，000 �＋4，000 �＋20，000 �差繰なし �＋3，000 �＋7．000 

現 �役鵡搭乗日 � ���10／15～31 ���� ����3／24・、・31 ����2／12～28 

月～土 �白 ��月～土 ��日 ��月一土 ��日 ��月～土 ��日 ��月～土 ��白 

Aフライト差顔 �＋5，500 �＋7．500 ��′十4．000 ��＋6．000 ��＋6．500 ��＋9，000 ��十5，500 ��＋7．500 ��＋3，000 ��＋5，000 

Bフライト差額 �差額なし �＋2．5001　差辞なし ����＋1，500 ��差額なし ��差顔なし ��差額なし ��＋1，500 ��差額なし ��＋1，500 

⊂フライト差額 �＋1．000 �＋2．000　1　＋2，000 ����＋2．000 ��＋1，000 ��＋1，000 ��＋2，000 ��＋2．000 ��＋2，000 ��＋2．000 

蕗 �復路搭乗日 � ����3／20 ��10／14、1／3 ��1／13、3／23 ��12／27、1／2、 1／5 ��12／28～1／1、 1／4 ��2／5一一10 ��4／27～5／6 

月～士 ��目 

Aフライト差析 �＋6，500 ��＋8．500 ��＋11，000 ��＋23，000 ��＋16，000 ��＋19，000 ��十8．000 ��＋5．000 ��十39．000 

Bフライト差顔 �差額なし ��＋1．500 ��差額なし ��＋3．000 ��差辞なし ��差顔なし ��羞顔なし ��差顕なし ��差顔なし 

Cフライト差額 �＋2．000 ��＋2，000 ��＋1，000 ��＋10，000 ��＋7，000 ��＋6，000 ��十3．000 ��羞顔なし ��＋7．000 

摩周湖（1月頃） 流氷観光砕氷船「お－ろら号」（各自払：3，300円）（イメージ） 十勝岳連峰（10月上旬）
JAL／bク
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0出発日・宿泊数をお決めくだ乱、。巨垂：］
■出発日：2013年10月1日～2014年5月6日の毎日発　●最少催行人員‥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限。ます。）

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。

JAlJtレク
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団　組み立て型 

福岡発 基本代金 ��A �B �C �D �E �F �G �H �l �」 �K �L �M �N �○　‾p ��団 

1泊 �おとな �38，800円 �41，800円 �45，800円 �46，800円 �47．800円 �50，800円 �52．800円 �54，800円 �59，800円 �61．800円 �69月00円 �71，800円 �79．800円 �84，800円 �86．800円 �93，800円 �NJ6151□ 

こども �38，800円 �41，800円 �45，808円 �46月00円 �47．800円 �50．800円 �52，800円 �54，800円 �59月00円 �軋800円 �68，800円 �69，800円 �72．800円 �77．800円 �79．800円 �83，800円 

2泊 �おとな �叫800円 �50，800円 �51．800円 �53．800円 �54．800円 �55，800円 �57，800円 �62．800円 �65，800円 �66．800円 �73．880円 �77．800円 �80月00円 �84．800円 �92，800円 �99，800円 �N」6152［］ 

こども �叫800円 �50，800円 �51．800円 �53．800円 �54，800円 �55，800円 �57朋0円 �62月0胴 �65，飢0円 �66，朗0円 �73．80叩】 �77．800円 �80．800円 �81．800円　87月00円 ��89．800円 

3泊 �おとな �50，800円 �53，800円 �57月00円 �59．800円 �61．800円 �64．800円 �紙800円 �68月00円 �73，800円 �76，800円 �81．800円 �87，800円 �93叫0鼎 ��111，800円 �125，800円 �NJ6153□ 

こども �50．800円 �53．800円 �57，800円 �59，880円 �軋800円 �64808円 �66，800円 �68，800円 �73．800円 �7鯛00円 �81，800円 �87，800円 �91月00円 �97．800円 �101．800円 �用8．800円 

4泊 l＿てこ左上！ヤ �おとな �弧800円 �60．800円 �64800円 �66，餌0円 �68．800円 �71．800円 �74，800円 �78，800円 �81．800円 �82，800円 �軋800円 �97．800円 �101，800円 �107，800円 �120月00円 �129．800円 �NJ6154［コ 

こども �56，800円 �（札800円 �64・800円！6胴 ��68，800円 �71，800円 �74，800円 �78．800円 �80．800円 �81月00円 �82，800円 �95．800円 �99朋中州 ��109，800円 �1犯800円 

●フライトによってはフライト差繰が必蓼となります。ト詳しくは右謂

望本代金に含まれるもの●往復の航空運賃（個人包括旅行割引運賃適用）朋金（羽田・北九州空港を利用の場合は旅客施設使用料を含臥宿泊錮テル差執指まれません）、食事代（各ホテルごとに明記卜詳しくは20～32ページ

ただし・四季ニセコを除く）・JAUマックスペシャルチケッ帆消費税等諸私●こども旅行代金適用者のみでの1名／1室利用はできませんD●「こども添い寝」旅行代釦）設定があります。か詳しくは3ページ

◎利用空港・ 利用便をお選びください。 フライト差額があります

転
女満別空港●

旭川生瀬●

臨墓盃璽監讐

L利用空港1
新千歳空港

函館空港・旭川空港
とかち帯広空清

釧路空薦　釧洛空港（たんちょう別路）
瞼みちょう　　女満別空港
釦l蕗）憲，空言恋讃

★往細、6つの空港からお好きな組み合わせがご利用いただけます。

★羽記空港での乗り継ぎとなります。
★福周発の新千歳空港は直行便もご利用いただけます。

旦椚首
唱8空港（同日乗り継ぎ）

骨
折干▲空清、函館空漕、

旭川生乳とかち■広重乱

粁暮相室警誌芸宮地）・
空港

のいずれかを利用

仰望漕

風
脚（両日または翌日乗り継割

思
斬干書生漕、匿相生濯、

I即日空港、とかち幕広空港、
細空清（たんちょう糊）、

女礪別空港

のいずれかを利用

■旅のプランに合わせてお好きなフライトが選べます。
追加代金なしでご利用いただける基本フライト、また差額代金でご利用いただけるA～Cフライトをご用意し

ました。たルこく選んでお得に楽しみましょう。

●当日やむを得ない理由（天候など不可抗九その他）によりご予約いただいた便名および出発時刻が変更に

なった場合でも・フライト差願の払い戻しはございませんので、あらかじめこ了承ください。

1胃空港、北九州皇潜、山口事群生濠、
大分里漕、轍、糊（胃書く書もと）、

富■立漕．■児鳥仝遷

羽歳許ま（同姦ぎ）
阜　　　骨

折千■望湾．咄空清、輪川餅、とかち幕広空灘、
轍（たんちょう抽）、女帽

のいずれかを利用
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福岡空港・→新千歳空港

北九州空港一羽田空港

便　名 �北九州発 ��羽 �田着 �健　名 �羽田発 ��北九州蒼 

田　JAL370 �06 �45 �08 �10 �陶　JAL375 �14 �15 �15 �55 

D　JAL372 �08 �30 �09 �55 �田　JAL377 �18 �40 �20 �20 

田　」AL374 �11 �35 �13 �00 �しの　JAL379 �20 �15 �21 �55 

咽　JAL376l16：55118：20 

由　JAL378121：20122：45 

山口宇部空港・→羽田空港

便　名 �山口 �宇彗驚 �羽田着 ��便　名 �羽田発 ��山口宇野雷 

8　」AL1640 �07 �45 �09 �10 �臼JAL1645 �12 �05 �13 �50 

田　JAL1642 �10 �00 �11 �25 �曲　」AL1647 �16 �55 �18 �40 

OJAL1644 �14 �30 �15 �55 �田　JAL1649 �19 �10 �21 �00・ 

8JAL1648119：20【20：45 

大分空港・→羽田空港

便　名 �大分発 ��羽田着 ��煙　毒 �羽巴発 ��大分潜 

g　JAL1782 �08 �05 �09 �30 �D　JAL1785 �10 �05 �11 �45 

由　JAL1784 �10 �35 �12 �00 �liJAL1787 �13 �05 �14 �45 

8　JAL1786 �12 �20 �13 �45 �むJAL1789 �14 �25 �16 �05 

8　JAL1790 �15 �30 �16 �55 �む　JAL1791 �17 �05 �18 �45 

g　JAL1792 �16：45 ��18 �10 �n　JAL1795 �19 �15 �20 �55 

L申JAL1794119：25120：50 

羽田空港乗り継ぎ便

羽田空港・一・→新干畿空港

便　名 �羽田発 ��新手甜 ��便　名 �斬千歳発 ��羽田蒼 

田　」AL501 �06 �30 �08 �00 �li　JAL500 �08 �00 �09 �40 

払　」AL503 �07 �30 �09 �00 �8　JAL502 �09 �00 �10 �40 

貯　JAL3931 �08 �05 �09 �35 �8　JAL504 �10 �00 �11 �40 

貯　JAL505 �08 �30 �10 �00 �8　JAL506 �11 �00 �12 �40 

田　」AL507 �09 �05 �10 �35 �8JAL3932 �11 �15 �12 �55 

61　」AL509 �09 �30 �＝ �00 �の　JAL508 �12 �00 �13 �40 

扮　JAL511 �10 �30 �12 �00 �8　JAL510 �13 �00 �14 �40 

B　JAL513 �11 �30 �13 �00 �ti　JAL512 �14 �00 �15 �40 

田　」AL515 �12 �30 �14 �00 �8　JAL514 �15 �00 �16 �40 

月　」AL517 �13 �30 �15 �00 �幻　JAL516 �16 �00 �17 �40 

田　」AL519 �14 �30 �16 �00 �勒　JAL518 �17 �00 �18 �40 

田　」AL521 �15 �30 �17 �00 �印　JAL520 �17 �15 �18 �55 

田　」AL523 �16 �30 �18 �00 �8　JAL522 �18 �00 �19 �40 

田　」AL525 �17 �30 �19 �00 

8　JAL3937 �18 �15 �19 �45 

田　JAL527 �18 �30 �20 �00 

由　」AL529 �19 �30 �21 �00 

ll　JAL531 �20 �30 �22 �00 

権同空港→羽田空港

便　名 �福岡発 ��羽自若 �� �便　名 �福岡発 ��羽8着 

07 �00 �08 �25 �の画 �JAL320 �15 �00 �16 �30 

08 �00 �09 �30 �B �JAL322 �16 �00 �17 �35 

田圃JAL304 �08 �30 �10 �00 �町固 �」AL324 �17 �00 �18 �35 

幻画JAL30も �09 �00 �10 �30 �釘画 �」AL32も �17 �25 �19 �00 

田圃JAL310 �10 �00 �11 �30 �幻厘 �ゝ　JAL328 �18 �00 �19 �35 

田圃JAL312 �11 �00 �12 �30 �む画 �リ」AL330 �19 �00 �20 �30 

梅園JAL314 �12 �00 �13 �30 �8箇 �訂　」AL332 �20 �00 �21 �30 

印画」AL316 �13 �00 �14 �30 �8 �」AL334 �21 �00 �22 �30 

田圃JAL318】14：00】15こ30 

暴騰空清・→羽日空港

情　名 �長特発 ��羽田鷺 ��便　名 �羽田発 ��長輯書 

顎　JAL1840 �08 �10 �09 �45 �D　JAL1845 �12 �30 �14 �25 

8　JAL1842 �10 �25 �12 �00 �貯JAL1847 �14 �00 �15 �55 

g　JAL1844 �12 �35 �14 �10 �ロ」AL1849 �17 �00 �18 �55 

句　JAL1850 �15 �20 �16 �55 �む　JAL1857 �19 �30 �21 �30 

8JAL1852日6：45118：20 

L田JAL1854119：45121：20 

熊本空港（阿蘇くまもとト→羽田空港
■　便　名 �熊本発 ��羽田怒 �� �健　名 �羽田発 ��熊本着 

田　JAい802 �07 �55 �09 �25 �四 �」AL1805 �10 �50 �12 �35 

貯JAL1804 �09 �15 �10 �45 �超 �」AL1807 �11 �50 �13 �35 

財　JAL1808 �10 �45 �12 �15 �咽 �JAL1809 �13 �35 �15 �20 

田lJAL1810 �13 �15 �14 �45 �田 �」AL1811 �15 �45 �17 �30 

由　JAL1812 �14 �10 �15 �40 �8 �」AL1813 �18 �25 �20 �10 

巴　JAL1814 �16 �05 �17 �40 �幻 �JAL1815 �19 �10 �21 �00 

田JAL1816118：15119：50 

田JAL1818120：45122：15 

羽田空等一寸函館空清

便　名 �羽田発 ��函館驚 ��便　名 �函館発 �羽田蒼 

四　JAL1161 �07 �25 �08 �45 �暫　JAL1162 �09：45 �11：15 

四　JALl165 �12 �15 �13 �35 �8　JAL1168 �14：20 �15ニ50 

印　JAL1167 �17 �30 �18 �50 � 

羽田空港・一・→旭川空清

便　名 �羽出発 ��柑J �l曽 �便　名 ��旭l �l発 �羽田雷 

07 �55 �09 �30 � ��10 �10 �12 �00 

11 �25 �113 �00 �8 �豆」ALllO4 �13 �50 �15 �40 

晰JAL1113 �15 �15 �16 �50 �L型璽JALr‖2 ��17 �35 �19 �25 

む凰JALlll引17：55119：30 

羽田空港・→とかち帯広空港

償　名 ��羽田発 ��とかち帯広蒼 � �便　名 �とかち帯広発 �羽田靂 

鉛 �河JAL1151 �07 �40 �09：10 �8 � �09：50 �11 �35 

超 �直IJAL1153 �‖ �30 �13：00 �8 � �13：40 �■15 �25 

り �頭JAL1155 �113 �30 �15：00 �t】 �亘］JAH156 �15：40 �17 �25 

し申画JAL1157日7：55119：25 

羽田空港→禰岡空港

便　名 �羽田発 ��椿 �同着 � �便　名 �羽・出発 ��福岡鸞 

10 �25 �12 �15 � �貯画」AL323 �16 �20 �18 �10 

11 �20 �13 �10 �扮 �画」AL325 �17 �20 �19 �10 

ll直IJAL315 �12 �28 �14 �10 �′ �勘画」AL329 �18 �25 �20 �15 

n画JAL317 �13 �20 �15 �10 �′ �勘画」AL331 �18 �55 �20 �45 

li凰」AL319 �14 �20 �16 �10 � �野画JAL333 �19 �30 �21 �25 

幻鳳JAL321 �15 �25 �17 �15 � �動画JAL335 �20 �00 �21 �50 

宮嶋空港・・一→羽田空港

便　名 �苦鯛発 ��羽田鳶 ��便　名 �羽由発 ��菖畑蒼 

幻　JAL1880 �08 �20 �09 �50 �む　JAL1885 �10 �30 �12 �15 

田　JAL1884 �09 �50 �11 �20 �mJAL柑87 �12 �00 �13 �45 

田　JAL1886 �12 �55 �14 �25 �咽JAL1889 �14 �15 �16 �00 

飴JAL1890 �14 �25 �15 �55 �超　」AL1891 �16 �45 �18 �30 

超　JAL1892 �16 �45 �18 �15 �印JAL1893 �18 �55 �20 �40 

L勿JAL1896119：10120：40 

鹿児島空港…羽田空港

便　名 �鹿児島発 ��羽田欝 ��便　亀 �羽田発 ��鹿児島書 

田　」AL1864 �07 �55 �09 �30 �D　JAL1865 �10 �25 �12：15 

田　」AL1866 �09 �15 �10 �50 �印JAL1867 �12 �15 �14：05 

pJAL1868 �11 �05 �12 �40 �D　JAL1871 �13 �40 �15：30 

田　JAL1870 �12 �55 �14 �30 �田　JAL1873 �16 �25 �18：15 

田　JAL1872 �14 �50 �16 �25 �田　JAL1875 �18 �15 �20：05 

田　JAL1874 �16 �20 �17 �55 �咽　JAL1879 �19 �00 �20：55 

田」AL1876l19：00120：35 

8」AL1878120：40122：15 

羽畏空箱トイ糾路空港（たんちょう鈍蕗）

煙　名 ��羽田発 ��銚絡曽 ��便　名‡釧超発蓼羽田鷺 

ね覇JAL1145 ��08 �10 �09 �45 �8圃JAH144110：25112：15 

8 �画JAL1147 �13 �15 �14 �50 �8惑JALl146115：25117：15 

′ �CJAL1149 �17 �55 �19 �30 � 

羽田空港・→女満別空港

債　名 �羽田発 ��女清別書 � �便　名1女那別発 �羽虫♯ 

06 �55 �08：35 �8 � �11：20 

12 �30 �14：10 �8 � �16：50 

17 �55 �19：35 � � 

●上記運航スケジュールは2013年7月現在の10月の運航予定で、運航

会社・スケジュール・便名は変更または運休になる場合があります。最新
のJALグループ国内線時刻表、または旅行会社でご確認ください。

●羽田空）巷での乗り継ぎには25分以上の時間が必要となります。

lJAL＝日本航空l

往 �往路搭乗日 � ���� ����2／12－28 ���� ����5／5～7 

日～木 ��金・土 ��日～木 ��金・土 ��日～木 ��金・土 ��日～木 ��金・土 ��臼～木 ��金・土 

Aフライト差鎮 �差額なし ��羞顔なし ��差額なし ��差額なし ��差額なし ��差額なし ��差額なし ��差額なし、 ��差額なし ��差額なし 

8フライト差額 �＋6．000 ��＋7．000 ��＋5，000 ��＋8．000 ��＋2．500 ��＋3．500 ��＋2，500 ��＋5，000 ��＋3．000 ��＋4．000 

⊂フライト差額 �＋2．000 ��＋2，000 ��＋2．000 ��十2．000 ��十乙000 ��＋2，000 ��＋2，000 ��＋2，000 ��十3．000 ��十4．080 

淀 �往路搭乗日 �10／12 �12／3トー1／2 ��1／3～5 ��2／5～7、 2／9～11 ��‖／2、1／11、 　3／21 ��12／21、2／8 ��12／28～30 ��4／26 ��5／2 ��5／3 ��5／4 

Aフライト差額 �－3，000 �差額なし ��差額なし ��‥　差額なし ��－2．000 ��－3．000 ��差腐なし ��差額なし ��差額なし ��差額なし ��差頴なし 

Bフライト差顔 �＋12．000 �＋12．000 ��十12，000 ��＋6，000 ��＋3．000 ��差辞なし ��＋12，000 ��＋10，000 ��十16，000 ��十19，000 ��＋34．000 

⊂フライト差繰 �＋9．000 �＋9，000 ��＋2，000 ��－4，000 ��羞綾なし ��差額なし ��＋6，000 ��＋3，000 ��＋4，000 ��十9，000 ��＋9．000 

復 �綻臆搭乗日 � ��� ���� ����5／7、19 ����10／14 ��11／4 

月～土 �日 ��月～土 ��白 ��月～土 ��日 ��月～土 ��日 

Aフライト差群 �差鋳なし �差額なし �� �差額なし �差額なし ��差額なし ��差額なし ��差顔なし ��差額なし ��－3．000 ��－4，000 

Bフライト差額 �＋6，000 �＋7．000 ��十5．000 ��十6．000 ��＋2．500 ��＋3，500 ��＋3，000 ��＋4．000 ��＋12．000 ��＋3．000 

⊂フライト羞顔 �＋2，000 �十2．000 ��＋2．000 ��＋2．000 ��＋2．000 ��＋2，000 ��＋2，000 ��十2．000 ��＋6．000 ��＋2，000 

趨 �復腸搭乗日 �12／23 ��12／28～30 ��12／31～1／1 ��り2～5 ��1／13 ��2／5、11 ��3／23 ��4／29、5／3・4 ��5／5・6 

Aフライト差額 �差額なし ��差額なし ��差綾なし、 ��、差綾なし ��－3．000 ��差額なし ��－3．000　㌔ ��差醸なし ��差鱗なし 

Bフライト差額 �－3．000 ��＋12，000 ��十12．000 ��＋12．000 ��＋3 �000 �＋6，000 ��十14．000 ��＋8，000 ��＋18．000 

⊂フライト差顔 �差額なし ��＋2，000 ��＋2．000 ��＋2，000 ��＋2 �000 �差額なし ��－6．000 ��＋2，000 ��＋6．080 
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◎ホテル・ルームタイプをお選びくだ乱、。
■ホテル・ルームタイプ・宿泊臼によりホテル差額が異なりますので、P20～32までの設定ホテルの中からお選びいただき、下記ホテル

差療表をご覧ください。「大切な人と過ごしたい宿」「客室露天・展望風呂のある宿」は各ホテル欄をご覧ください。
『同一宿泊ホテルグループの場合でも、ホテルにより1室あたりの定員が異なる場合がありますム

単位：円

設定ホテルはホテル差額が必要なホテルがあります。ホテル差額とは・お客さまがご希望（お選び）いただくホテルと協本代金」でご宿泊いただけるホテルとの差額です。ホテル差掛拙白1名機の代金とな
ります。また、ホテル差額は参加人数ではなく、使用するルームタイプによって必要となります。

宿泊ホテル グループ �蕊㌻＼ �a �b �⊂ �d �e �f �g �h �I �J ��k 

1墓濫 �グループ �ホテル差額なし僅本代金でご利用いただけるホテルです） 

Aグル＿プ �2－5名／1至 �ホテル差額なし �ホテル差廟なし �ホテル差額なし �ホテル差厨なし �ホテル差額なし �ホテル差額なし �ホテル差顔なし �ホテル差額なし �ホテル差額なし �2000 ��1000 
1名／1妻 �1，500 �1，500 �1，500 �1，500 �1，500 �1，500 �1．500 �1，500 �1500 �4000 ��2000 

Bグル＿プ �3・4名／1垂 �ホテル菱餅なし �ホテル羞顔なし �ホテル羞顔なし �ホテル差額なし �ホテル羞顔なし �ホテル差顕なし �ホテル差額なし �ホテル差顔なし �ホテル羞顔なし �3000 ��1000 2名／1室 �ホテル差額なし �ホテル差綾なし �ホテル差額なし �ホテル羞綾なし �ホテル差額なし �ホテル差額なし �ホテル差額なし �ホテル差顕なし �ホテル差額なし �4000 ��2000 

1名／1塞 �3，000 �3，000 �3．000 �3，000 �3，000 �3，000 �3，000 �3000 �3000 �8000 ��6000 

Cグル＿プ �3－5名／1室 �1，000 �1，500 �1．000 �1，000 �1．000 �1．500 �1500 �1000 �1000 �6000 ��3000 2名／1室 �2．000 �2．500 �2，000 �乙000 �2．000 �2．500 �2500 �2000 �2000 �7000 ��4000 

1名／1室 �4，000 �4，500 �4，000 �4，000 �4，000 �4．500 �4，500 �4000 �4000 �10000 ��8000 

Dグルづウ �3名／1室 �2，000 �2，500 �2．000 �2，000 �2．000 �4，000 �4，000 �4000 �2500 �8000 ��6000 2名／1室 �3．000 �3．500 �3，000 �3，000 �3，000 �6．000 �6．000 �6000 �3500 �10000 ��8000 

1名／1室 �5．500 �6，000 �5，500 �5．500 �5，500 �8，000 �8000 �8000 �6000 �12000 ��10000 

Eグル＿プ �3－7名／1室 �′1，000 �乙000 �6．000 �7．000 �10．000 �3，000 �3000 �1000 �10000 �7000 ��17000 2名／1室 �2，000 �3，000 �8，000 �9，000 �12．000 �4，000 �4000 �2000 �12000 �9000 ��19000 

1名／1室 �7，000 �8，000 �15，000 �15．000 �18，000 �9，000 �9000 �7000 �18000 �15000 ��25000 

Fグル＿プ �2－4名／1室 �ホテル差額なし �ホテル差額なし �ホテル差顔なし �ホテル差額なし �ホテル差額なし �ホテル差辞なし �ホテル差額なし �ホテル差額なし �ホテル差顔なし �ホテJ �レ差顔なし �ホテル差額なし 　4000 
1名／1室 �3．000 �3，000 �3，000 �3，000 �3．000 �3000 �3000 �3000 �3000 �ホテル差額なし 

Gグル＿プ �3－5名／1睾 �1，000 �1．000 �1，000 �1，000 �1，000 �1000 �1000 �1000 �1000 �ホテJ �　■ レ差鰐なし �3，000 4000 2名／1垂 �2，000 �2，000 �2，000 �2．000 �2，000 �2，000 �2000 �2000 �2000 �小丁ル左研仏 ホテル差額なし 

1名／1室 �4．000 �4．000 �4，000 �4，000 �4．000 �4000 �4000 �4000 �4000 �　■ 2000 ��6000 

Hグル＿プ �4・5名／1室 �1，500 �1，500 �1，500 �1．500 �1，500 �1500 �3000 �1500 �1500 �500 ��6000 

3名／1室 �2，000 �2，000 �2．000 �2，000 �2．000 �2000 �4000 �2000 �2000 �500 ��7000 

2名／1室 �3，000 �3．000 �3，000 �3．000 �3，000 �3000 �5000 �3000 �3000 �1000 ��8000 

1名／1室 �7，000 �7．000 �7，000 �7，000 �7，000 �7000 �9000 �7000 �7000 �4000 ��16000 

Ⅰグル＿プ �4・5名／1室 �2．500 �3．000 �2，500 �3，000 �2．500 �2500 �3000 �3000 �6000 �2000 ��6000 

3名／1室 �3．000 �4，000 �3，000 �4．000 �3，000 �3000 �4000 �4000 �7000 �2000 ��7000 

2名／1圭 �4．000 �5，000 �4，000 �5，000 �4．000 �4000 �5000 �5000 �8000 �2000 ��8000 

1名／1室 �9，000 �10，000 �9，000 �10，000 �9000 �9000 �10000 �10000 �13000 �7000 ��13 

Jグルーフ �4・5名／1塞 �3，000 �3．000 �3．000 �5，000 �3000 �5000 �5000 �5000 �5000 �3000 ��，000 

3名／1室 �4．000 �4，000 �4，000 �6．000 �4，000 �6000 �6000 �6000 �6000 �4000 ��7，000 8000 

2名／1童 �5，000 �5，000 �5，000 �7．000 �5000 �7000 �8000 �8000 �8000 �5000 ��10 

1名／1垂 �10，000 �10，000 �10．000 �13．000 �10000 �12000 �14000 �14000 �15000 �10000 ��，000 180 

Kグル】プ �4・5名／1室 �5．000 �6．000 �5，000 �6．000 �6000 �6000 �7000 �6000 �6000 �4000 ��．00 100 

3名／1室 �6，000 �7，000 �6．000 �7，000 �7．000 �7000 �8000 �7000 �7000 �5000 ��．00 11000 

2名／1室 �7．000 �8．000 �7，000 �8．000 �8．000 �8000 �9000 �9000 �9000 �6000 ��1200 

1名／1室 �13，000 �15，000 �13．000 �15，000 �15．000 �13000 �16000 �15000 �16000 �12000 ��，0 20000 

Lグル＿プ �4・5名／1室 �7．000 �8，000 �7，000 �8．000 �8，000 �7000 �9000 �8000 �8000 �5000 ��11000 

3名／1室 �8，000 �9．000 �8．000 �9，000 �9，000 �8000 �10000 �9000 �9000 �6000 ��12000 

2名／1垂 �9．000 �10，000 �9，000 �10，000 �10，000 �9000 �11000 �10000 �10000 �7000 ��13000 

1名／1室 �15．000 �16．000 �15，000 �16．000 �16，000 �15000 �18000 �17000 �17000 �13000 ��22000 

Mグル＿プ �4・5名／1室 �9，000 �日．000 �9，000 �11．000 �11，000 �10000 �11000 �10000 �11000 �8000 ��13，000 14000 

3名／1室 �10，000 �12，000 �10，000 �12，000 �12．000 �11000 �12000 �11000 �12000 �9000 

2名／1睾 �11．000 �13，000 �11．000 �13．000 �13，000 �12000 �13000 �12000 �13000 �10000 ��15000 

1名／1室 �18，000 �20．000 �18，000 �20，000 �20，000 �19000 �20000 �19000 �20000 �17000 ��24000 

Nグル＿プ �4・5名／1室 �10，000 �12，000 �11．000 �12，000 �12．000 �13000 �13000 �14000 �12000 �11000 ��16000 

3名／1垂 �12，000 �13．000 �12，000 �13，000 �13，000 �14．000 �14000 �15000 �13000 �12000 ��17000 

2名／1垂 �13．000 �14．000 �13，000 �14，000 �14，000 �15000 �15000 �16000 �14000 �13000 ��18000 

1名／1室 �20，000 �21，000 �20．000 �21．000 �21．000 �22000 �22000 �23000 �21000 �20000 ��26000 

0グル＿プ �4－7名／1室 �14．000 �15．000 �14，000 �15．000 �15，000 �16000 �16000 �17000 �16000 �15000 ��20．000 21，000 22，000 30000 

3名／1室 �15，000 �16，000 �15．000 �16．000 �16，000 �17，000 �17000 �18000 �17000 �16000 

2名／1室 �16，000 �17，000 �16，000 �17，000 �17，000 �18．000 �18000 �19000 �18000 �17000 

1名／1室 �23．000 �24．000 �23．000 �24．000 �24．000 �25000 �25000 �27000 �25000 �24000 

Pグル＿プ �4・5名／1室 �19，000 �20．000 �19，000 �19．000 �20，000 �22000 �23000 �24000 �22000 �19000 ��24，000 25000 

3名／1室 �20，000 �21，000 �20，000 �20，000 �21．000 �23，000 �24000 �25000 �23000 �20000 

2名／1室 �22，000 �23，000 �22．000 �22，000 �23．000 �25000 �26000 �27000 �25000 �22000 ��27．000 35000 

1名／1室 �30，000 �31．000 �30，000 �30．000 �31，000 �33000 �34000 �35000 �32000 �30000 

Qグル→ �4・5名／1垂 �26，000 �28，000 �26．000 �26．000 �28．000 �27000 �29000 �28000 �29000 �25000 ��31000 

3名／1室 �28，000 �30．000 �28，000 �28．000 �30，000 �29，000 �31000 �30000 �31000 �27000 ��33000 

2名／1室 �30，000 �32，000 �30．000 �30，000 �32，000 �31，000 �33000 �32000 �33000 �29000 ��35，000 55000 

1名／1垂 �45，000 �48．000 �45，000 �45，000 �48．000 �47，000 �50000 �48000150000 ��44000 

こどもホテル差額 ��A～Hグループ上記ホテル差額と同鼠トLグループ上記ホテル差額よりー律－2，000円、M～Qグループ上記ホテル差書より一律－4000円となります 

◎ツインゐシングルユースプランをこ判用のj雲合は上記各グループ崖芯クループも釦汀のホテル芸語の鳩／1室芸鮭招，むの粥を椚してくだ凱11、 
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也＝法泉付きホテル（温泉に関する表記内容について／各施設欄の温泉に関する表記は、下記の内容を意味するものです。天然温泉加水朝渡橋環せずに源泉をそのまま利用した温泉0加水源泉が高温や成分が強過ぎるため、
または湯iを補うために水を加えています。加温源泉の湿度が低いため、適温にしています。循環浴槽内の温泉をろ過して、ごみ・汚れを除去して再利用しています。消毒源泉を消毒して任用しています。）

封 ���ジ設定轟到レ宿泊日 �����������月 ���� �� �� ��� �� �� �■　　　　　　　■ �� �� �鞄・・∴マ・ �� � � �� � � �� �� �� � � �こi一・ � �ー■　■ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
l紙 � � � � � � � � �■：∴・≡こ �� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �■ � � � � � � 

日 �月 �火 �水 �木 �金 �十 �日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �日 �月 �火 �水 �木 �金 �士 �臼 �月 �火 �水 �木 �金 �十 �目 �月 �火 �水 �木 �釜 �エ �日 �月 � �日 �月 �火 �水 �木 �金 �＿」 �日 �月 �火 �水 �木 �釜 �⊥ �田 �月 �火 �水 �木 �会 �ここ �白 �＝ �火 �水 �木 �金 � �ヨ �月 �火 �水 �木 �金 � �日 �＝ 

10月 � � � � � �4 ⊂ �5 d �6 C �7 C �8 C �9 ⊂ �1q C �H C �1享 f � � � � � � � � � � �2．3 ⊂ �些 ⊂ �～．早 ⊂ �元 d � �● � � � � � � � �2月 � � � � � � �1 e �2 b �3 b �4 b �5 b �6 b �7 b �8 e �9 b �10 b �11 b �12 b �13 b �14 b �7号 e �16 b �17 b �！8 b �19 b �20 b �21 b �享＿革 e �23 b �24 b �25 b �26 b �27 b �28 b � � � 
⊂ �⊂ �⊂ ����������f �⊂ �⊂ �⊂ �（ �C �d �⊂ �⊂ �C �����C �⊂ �⊂ �C �C 

11月 � � � � � �1 ⊂ �2 f �3 f �4 a �5 8 �6 a �7 a �O a �9 d �10 8 �11 a �12 a �13 a �14 8 �15 a �16 d �17 a �18 a �19 a �20 a �21 a �22 8 �軍 d �24 8 �25 a �26 8 �27 8 �28 a �29 a �30 d � � �3月 � � � � � � �1 C �2 ∂ �3 a �4 a �5 a �6 a �7 a �8 ⊂ �9 a �1q a �11 a �12 a �13 a �14 ∂ �持 ⊂ �16 a �17 a �柑 a �19 8 �20 a �21 f �22 f �23 8 �24 a �：さ a �26 a �27 a �：卓 a �29 ⊂ �30 a �封 a 

12月 �1 8 �2 a �3 a �4 a �S a �6 a �7 d �8 a �9 a �10 8 �‖ a �1： a �13 a �14 d �15 8 �16 a �17 ∂ �18 a �19 a �20 8 �21 f �22 f �23 8 �24 a �25 8 �26 a �27 a �28 f �29 f �30 f �31 f � � � � � � �4月 � � �1 a �2 a �3 8 �4 8 �5 C �6 a �7 8 �8 a �9 8 �10 a �11 a �Jj C �13 a �14 8 �1き a �16 a �17 a �†寧 a �華 ⊂ �20 8 �21 a �22 a �23 a �24 a �25 a �阜阜 ⊂ �27 a �蔓旦 C �29 a �30 a � � � � � 

1月 � � � �1 f �2 f �3 † �4 e �5 b �6 b �7 b �8 b �9 b �10 b �11 f �12 f �13 b �14 b �15 b �15 b �17 b �1号 e �19 b �20 b �21 b �22 b �23 b �24 b �き5 e �26 b �27 b �28 b �2g b �3D b �31 b � � � �5月 � � � � �1 a �2 ⊂ �3 f �4 f �S f �6 a �7 a �8 a �9 a �叩 ⊂ �11 a �12 8 �13 a �14 a �15 a �16 a �17 ⊂ �18 8 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 � � 

田園マークの説明は21ページをご覧くだ机

登別 ��酎∋＿－ �賢NOGUCHI登男 ��������∴、 

登別モクノー－ ���．柑 l‖l �その派かスタイ �����ノツシ �名に1窒 � 

ー � �∴ぎ篭 � �［丑 �スイート・展望風呂付 トスイート展望風呂付き（3・4名 コ展望糎哲呂訂蒜瑠■だ主調男豪罰云 象は和食または洋食（食事処） �����名に1室 尋漕 � 
′皇■ぎ � � �は和洋創作料理（食串処） ����� � 

【 � �N14：00担m日2：00 呆加水（大浴関天風呂 ����� � 

†：‡1 �脳惑【瑞宿泊β �����＼徽戊i読；超㌍＿ � 
三野‘－＿＿エ �� � �】l � �F†l � �車で約15分 拙函滞盟 ��郡、 � 

十十十＋↑ ��� �際 � 

二、1，∴　t彗 ��Ⅶ一‾丁二 肇最望層 �欝l頸t　・■ � � � � �蚕嗣閲蛎蛎酎 ��前転疏醐 � 

●テイーサ （滞在中 ●客室内冷 ●湯上りヒ �惑・LL ロンにてドリンクサ－ビス プリ－） 最庫利用フリ－（補充なし） －－ルまたはフレッシュジュ－ －ビス（15：30～17：30） ���宿泊巳　4名／1室 �����3名／1垂 �2名／1室　1 �名／1室 
a ��21．500円 ��24．500円 �28，000円4 �5，000円 

b ��22，000円 ��25，000円 �28．500円4 �6，500円 

亡 ����25，500円 �29．000円4 �7，000円 

22，500円 ��26．000円 �29．500円4 �8，000円 
ス1杯サ ����� � � �．000円 �24．000円 �27．500円4 �5．500円 

図蘭圏図匿 ����� � �2 �，500円 �27，000円 �30，000円4 �9．000円 

四北天の丘あほ ����� �一句 �� �－ � �√一一一一 
ヽ斤の卜 �J ����ゾートオ 

泄諦 �軋．－r・ ��� �ロ洋室・寮天凰 ��凰呂付 � � � 
こい‾、l．蒲郡 ����艶銅空家罰煮詰 ��� � � � 

㌔、上も■」1′＿ 禦詳彗轟 ����朝食は′材キ ��� �レス �→ � 
ェックフレンチフ ���レコース ��＼フ � 

■ 　＿－： ����◆tD14：00団11：00 ◆温泉加温・循環・消毒 ●女満別空港より車で約20 �����l駆　’指 �ll 

、箪雲等≡　‾ ���「㌫ノ卑し杯ジ ����� � 

護漉愉町郡司迂；．与康釘藤間口調 �����・罵倒前 
＿ざ：箋 � �　晋整照天風呂（ェ例） ㌢■ ��� �副竃謡翻 ����� 

各会 囲匪 � �卒 フ‾ ル 差 顔 吉 と 埜 �宿泊日 �4・5 �名／1室 �3名／1重 ��2名／ �1蔓　1名 �／1室 000円 000円 500円 000円 

さ �16 �，500円 �18．000円 ��20．50 �0円32． 

b �17 �，500円 �19．500円 ��22，00 �0円34． 

く �17 �，000円 �19．000円 ��2150 �0円 

d �����21．00 �33． 0円33， 

す　さ �㌧16，500円 ��18，500円 

† �18．000円 ��20，000円 ��22．00 �0円36．000円 

●夕 �金時グラスワイン1 � �こともホテル芸富男：上記ホテル差冨頁より丁桂　一5，000円 杯サービス　E≡ヨaNE5180Z団網走サロマ湖／ABA 
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＝漬 �＝！糞　＝決 �90日前・60日前・30日前までのお申し込みが●90日前までに糾し込みなら1泊につき3，000円卦 �引＊ 

抑6080 �90・6030 �とって　おト！讐詣詣筈讃妄芸富ま撃妄詔こ巳印となり紙　●60日前までにお申し込みなら1泊につき2，000円書l �引 ＊専決劉別針目／1～5／柑泊のみの設定となります。　　　　　●30日前までにお申し込みなら1泊につき1，000円書 �引 

2 �日 �碍＝牽諷二時地蔵魁訪独杉野＝・ 月火はl大金は日順l火水1本は土個別火水休l針土日順火l水木金は旧則火】剰木会は旧月　日月快水木一会は日日引火は木場廿日月火t水l木乱二・旧順l火は‡l金十・太 

10月 � � �1 ⊂ �2 ⊂ �3 ⊂ �4 C �5 d �6 C �7 ⊂ �8 ⊂ �9 ⊂ �10 ⊂ �11 ⊂ �1亭 e �13 e �14 ⊂ �！5 ⊂ �16 ⊂ �77 ⊂ �〕∧寧 ⊂ �19 d �2P C �～l ⊂ �貫き23 cc ��24 ⊂ �25 ⊂ �26 d �27 ⊂ �～8才9 cc ��30 ⊂ �引 ⊂ � � �� �2月 � � �� � ��1 b �2 a �3 8 �4 a �5 a �6 8 �7 a �8 b �9 8 �10 b �1112 aa ��13 a �工 1415 ab ��16 a �17 8 �18 a �7本 1920 aa ��21 a �は旧 2223 ba ��ト月 享4 a �火 ：与 8 �水 26 a �】．t孟 2728 a ��± �旧Ⅰ用 

11月 � � � � � �1 ⊂ �Z e �3 e �4 a �S a �6 a �7 a �8 a �9 b �10 a �11 a �12 a �13 a �14 a �15 a �†6 b �17 a �柑 a �19 8 �20 8 �21 a �22 a �23 b �24 a �25 a �26 a �27 a �28 a �29 a �30 b � � �3月 � � � � � � �1 b �2 a �3 a �4 a �S a �6 a �7 a �8 b �9 a �†O a �11 a �12 a �13 a �14 8 �15 b �16 a �17 a �18 a �19 ∂ �20 a �宰J e �享き e �23 �蔓4 �25 �26 �8 27 �28 �29 b �30 �3† 

12月 �1 a �2 a �3 8 �4 a �5 a �6 8 �7 b �8 a �9 8 �10 a �11 ∂ �12 ∂ �13 a �14 b �15 a �16 a �17 a �18 8 �19 a �20 a �享1′ e �享き e �23 a �24 a �25 a �26 a �27 a �28 b �29 C �30 f �31 f � � � � � � �4月 � � �1 a �2 a �3 a �4 8 �5 b �6 a �7 8 �8 a �9 a �10 8 �11 a �12 b �13 a �14 a �15 8 �16 a �17 a �18 8 �19 b �20 8 �21 a �22 8 �23 8 �24 a �25 a �25 b �8 27 �a 28 b �a 29 �a 30 �a �a � �a �a 

1月 �� � �1 f �2 f �34 fb ��5 a �6 a �7 a �8 a �9 a �1D a �11 e �フ呈 e �13 a �14 a �器 ��17 a �18 b �1920 aa ��21 a �宰2 8 �23 a �24 a �25 b �25 a �27 ∂ �28 a �29 a �30 a �芸才 �� � �5月 �F �� � �1 a �2 b �3 f �4 f �室土星 ��7 C �8 ⊂ �9 C �10 d �11 （ �＿！呈 C �13 C �14 ⊂ �！旦 ⊂ �＿1旦 C �17 d �18 ⊂ �19 �28 �21 �：ニ �23 �24 �8 25 �26 �a 27 �8 28 �29 �30 �31 � � 

産室慮天
●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●

いつで畠貸切りの風景と空風お部屋に

お風呂がある野沢を存分にお楽し易ください。

室蘭盲 ��雇 �、亭罰 ��pら⑳ ��� �一層湖 ≡ lト t �望製㌢ 古1 � �朽ごく飾らタ イ一／／J‘ 一．盛定こ．′ 露天風呂付き（－ ��身む机は 鮎棋 ＼ ��� �のひとと ，■ ���� �3 ��� � 

ヽ � � ����� 

Hヨ ���■ヨ踪乱心以 �����������・註 

：鑑溺要 �� � � � �������� 琵罰 ���】 ��������※1「ホテルま はろば」の入 浴券サービス 

朝食は和食（レス 和食「かに会席 ���　　云i 和食「旬の会 �吉事． �研削膿● ��．翌 �匿　（蒜1 

チョイス（部屋または ���ま食事処 � �迩 フ‾ ル 差 堅 お と 埜 �宿泊目 �4・5名／1室3名／1室　2名／1室1名／1妻 

予約時にお部屋壁 ���単位でお申 � ��a �20，50 �0円22，500円 ���26．000円 ���42500円 

くださ �さい 400固10■ ��■00 � �� � �0円27．000円3 ����500円49．500円 

⑪1 ������ �0 �円23，500円2 ����000円44，000円 

折 方り断 ．こ試 蔭i �弧l鰹鵡Ii騒 �福fⅣ防 �矧 ��＿＿空＿F ■eて I �25．000 24，500 27．000 �円27 円26 円29 �50 50 50 �円 円 円 �3 3 3 �000円 000円 000円 ��50。000円 49．000円 54000円 

司 �� � ��こどもホテル差琵頁：上記ホテル差苔頁より一才・ �������｝　－6，000円 E≡ヨaNE5060El…玉田登別／NBR 

蘭 �智慧 �温泉郷 半の洗練を湛 ����▼ 屯ノブ次 も落ち着く停ま ��������◎　1 ヌ甘岬と′羊の洗練 ���f．Z l �� �＿さ ．－ ���百 ‾1〈戸 �� ��ぎノ、 で‥・ �＝ ‡ � 

三三ぎー．1ニ請皐iこそ ����� � � ��I �I き 事 �要‾・ 〟H r妻等 ���� 

モ ミ �．〟．【＝コ＝言‾■■■‘＜’－ � �������������摘～ �一人Y．」 

」■＼　、 ������ � �� 

和洋室儲貢風 ��き（1～4名 �貰■ 

：逆潮詔喜転；指笛 ��は和食（部 �懐石料理（部屋）　　　　　　　　　　　l 

◆画1400圏 ��0 � 

●血尿　加水 ���ホ ��宿 ��日　4名／1室　3名／1量　2名／1室 ���������1名ノ1室 

フ‾ 辿 志 望 お と 窒 � �� ��29000 ����31000 ��3　00 �5300 

PJ萱 �� �� ��33．000円 ���� �000円 �37．500円 �60000円 

工　芸　※12泊日の夕食 �����C ����31，000円 ���� �500円 �35500円 �57000円 

内容グレード �����d ����34，000円 �����000円 �38，500円 �61500円 

（※1）　アップ　整 �����■‾■‾e■‾　ぅ32．500円 �������� �000円 �37000円 �60000円 
f　　39500円 �������� �500円 �44000円 �71000円 

画風圏圏園 ��� �こともホテル差頴：上記ホテル差髭はり一律　－9，000円 E圃NE5160GE謹選l農別／NBR‾ 

∴1－■’ ��������㌣㌫十㌦㌦薫読・ミニ葦 

■●　　　　▼　　　　■・ 

裏モ ��キこ長 �� � � � � �Lニ鳳－－た■・　¶喝 ��� 

＋雇　う �� �� �贋≡∴亨 �����lも・覆　　＝　一澗鼠ⅧⅧl 

玉 �室・露天風呂イ弓 �き（1～4 �� � � 

詑 �■ 白 � �� � � �左を　； ���4 � �／1　　　　／1 

ホ　　a ���10，500円 �11，500円 �12．500円116．000円 
間苫はハイキ／フ ��レストフノ ��� � �7■ ル 遺 聖 お �b ��11000円 �12000円 �13000円 �16500円 

夕食はバイキンク ��（レスー ��� � ��⊂ ��12500円 �14000円 �15500円 �22，500円 

N15：00㊨10：0 �� �� � ��d　三 ��13，000円 �14，500円 �16，500円 

呆　循環（客室露 ��天風呂 �� � �と 方、 �e ��11．000円 �12，000円 �14．000円 �19．500円 

温泉） ●女満別空港より輩で約90分 ����� �竺Il12．000円 こどもホテル差g頁：上記ホ �����14．000円116，000円126．000円 ル差富貢より一律－3，000円 

夕畠UPプランは「旬鮨 　　　　　■ゝ �����†程軌（食事処）をご用意。旬鮮 

軽努霊 廟圏園囲 ���独 �妙芯一蛮勤頻 曳‡十十二 ��創 （1 1＊こ l ��作料理一利用の嶋台は記基本ホテル差餅に5．000円 泊につき）を加算してください。（おとな・こども同額） 、予約時にお部屋単位でお申し込みください。 
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北広島／千歳

支筋湖／定山渓／苫小牧

朝里川温泉／ルスツ／キロロ

ニセコ／洞爺／登別

湯の川／函館

キロロ・●：里濡

定山渓　●北広島

志1レスヂ箭湖●冒歳
苫小牧■壁野

空洛＼
＼Li品

◆洋室（1～3名に1室）
禁煙ルーム　　：※12名／1室のみ

（1～3名に1室）l　スーペリアツインへ

1名／1室利用はタブ；▲＿プヒfモノ才一
●レストラン「コンチ
ネンタル」にてお食
事が50％割引：：：お
1人桜3，500円以上
お食事されたお客さ
まに限ります。
●バー「オークラ」に
ておつまみやドリン
クが50％割引…：り7

ルルームをご用意

◆朝食付き
◆富接g呂

◆地下鉄大通駅
より徒歩約1分

蟹、・．・＿，筆、協
細■00～1900の間のみ

l側NE5000A■Ⅷ■札幌・北広島・恵庭／SPK

苛虫 �� ������� 
JRタワーホ丁ル日航札幌也囲 ������� �グレードアップ77ン　l 

駐璽ヨ �� �� ����� �J享舛グデイブツイン紀はコーナヰ感 宇・ �∵悠球場擁・くさ．r一点弘J � �D　　　　　　好評汐 ��� 

糀 ■■≠J■こき 、押智． �碑 ；●＝1 宿し．て 踊 議 l �帥朝 雪、、 廻・‥毒一・喜 ：：人 ＋十I ！†＿ こ一丁，‾7 3名に1室 �層 凍1スパ利用券を… ご用意（滞在琴 中1回・休館町 野＿？ ） � �巌 ▼ぷ鯨裏芸 ��　孝二鴻 賢‾抑那 ご幸 い㍉←1k． 一月藍占＿ ��■ 汀 妻 き �蕊＿＿＿野繁華一∴云蒜 瀾しま 、＿ふ⊥⊥ 　皇 ◆洋室・エグゼクティブツイン（2名に1 

◆洋室（1～ �����◆洋室・ダブルル ※ベッドサイズ ◆朝食付き �－ム 幅1 �誓璽（一例） 

富農。固，1‥。。髄pk慧吾 ���������室）・30m2、洋室・コーナートリプル（3 名に1室）・40m2 （2名に1室） 
◆JR札幌駅直結腿田【遜 �������50cmx長さ203cm ��◆朝食付き 

〉育 設定除夕帽：5／12　　歳未満のご利用不可 �������ハ一㌔一一㌔…一㌔h－　‾－ ��設定除夕帽．5／12　　　　弧■ 

仁王≡ヨDNE5000Y画札幌・北広島・悪庭／SPK ������� 

C教ミアムフロア・ラグジュテリーヅ頑

◆洋室（1～3名に1
室）、洋室・ラージツイ
ン（4名に1室）、洋

室・ファミリーツイン（5

名に1室）、禁煙ルー
ム（1～5名に1萱）

◆朝食付き
◆012：00
6日12：00

◆地下鉄中島公園駅

正匝亘り。札幌駅より郎　怨讐
約20分　　鱒鱒寧鱒寧厘旧

l瀾NE5000A■闇札幌・北広島・悪庭／SPK

ト詳しくは4ページ

●2，000円分の
館内利用券プレ
ゼント（一部除外
店舗あり）

≡草葉紺産羞
J認諾）　憮料

‡恩義品琵是認笠分　晦塚
立三二二・二・、・三享、惑ヱ二三，trや可

■三†∴那NE5101Aゆ札幌・北広島・悪庭／SPK

□　巨張呈　　□　▼□□

◆洋室（1・2名に1

◆洋室（1・2名に1室）・39m2
◆朝食付き　　　　　■■脚よ鮎・■l

j●左記おもてなし（ただし、グレー…

轡粉雪言だ矧l
l；ⅧN［5000A■姻札幌・北広島・悪魔／SPK

Mr【一コンフォートラージツイシ二j

◆洋室（1・2名に1空）・39m2
◆朝食付き
l側NE5101Al鳩圃札幌・北広島・悪庭／SPK

窒脚l吼芦胃一隅≡

レストラン「サウ
ウエスト」にてお
手が50％割引

◆洋室（1～3名に1室）、
禁煙ルーム（1～3名に1室）

◆朝食付き
◆lID12：00回12：00
◆地下鉄すすきの駅より徒歩約1分

製琉恥・脚紬．熱血
l㌻1二割NE5001A■欄札幌・北広幾・悪庭／SPK

◆洋室（1～4名に1
室）、
禁煙ルーム（1～4
名に1室）、
1名／1室利用はダ
ブルルームをご用意

◆朝食付き
◆014：00
回12：00

◆JR札幌駅より徒歩

轡
※12名／1室（23

ポ）のみ連泊
は28rd以上
のツインへク
レードアップ

日～金曜日にチ
ェックインのお客

さまのみ（ただし

12／21～1／5、

2～5月および

祝前日の宿泊
を隙く）

●滞在中PAY一
m無料

約5分、地下鉄大通駅より徒歩約6分

無恒漣鮎Ⅷ瓢湖■団圏固固
l欄NE5001⊂■姻札幌・北広島・悪庭／SPK

三　L　　コ　●□兆．・　　　1た

◆洋室・スーペリアフロア（1～3名に1室）、
禁煙ルーム（1～3名に1室）

◆朝食付き
◆⑭14：00皿12：00
◆諾認諾公園駅より　恕両

脚■■図匠
l瀾NE5000A■盛司≡1札幌・北広霧・恵庭／SPK

◆洋室（1～3名に1室）、
禁煙ルーム（1～3名に1室）

◆朝食付き
◆013：00回13：00
◆JR札幌駅より徒歩約1分 無七．主‾

二‾’‾‾▼．二．－－1

型些些型型懐旧
■ⅧNE5001C麺札幌・北広島・恵庭／SPK

▲・くレ一山　∠′粉遍■　ゝ＼＼＼：　（先着1ルーム）

◆詣讐諜現転鑓溜－

●レストラン＆パー
「FLORAISON」にてド
リンクが50％割引
；：；17■00～22：00の間の

み、フードメニューを除く

（2名に1空）、洋
室・デラックスツイン

（3～5名に1室）、

禁煙ルーム（1～5
名に1室）
1名／1室利用はツ
インルームをご用意

◆朝食付き
◆lp13：00回13：00
◆地下鉄幌平橋駅より徒歩約3分、密抗議

措去り駆斑茄攫。野湖．回国
l二，∴嘲NE5001W■姻札幌・北広島・懲庭／SPK

◆洋室（1～3名に1
空）、洋室・コネクティン
グルーム（4名に1室）

1名／1室利用はダ
ブルルームをご用意

◆朝食付き
◆tD12：榊窃13：榊
◆地下鉄すすきの駅
より徒歩約3分

田野JR札幌駅よ
り頁で約15分

襲裏腹］臨
■■肺＿三敲■－

ト群しくは4ページ

（※1日※2）

※11・2名／1室のみ
スーペリアツイン
へ（先着1ルーム）

※2　コーヒーまたは

紅茶とお茶菓
子サービス

●バー「ル・セパー
ジュ」にてドリンク
が50％割引＊お1
人桜2，000円以上
利用されたお客さま
に限ります（フードメ
ニュー除く）。

l三1二割NE5001⊂■∬■i巳ほ■札幌・北広島・恵庭／SPK

朋案j■■
JAL／抄ク

22
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。



＝漬 �＝決　＝決 �90日前・60日前・30日前までのお申し込みが●90日前までにお申し込みなら1泊につき3，000円卦 　　　　　　　立‾ �引；：⊂ 

沖6080 �90・6030 �つ　，！※誓宗蒜等；覧蒜芸法貨撃妄；憲こ警口となり軋　●60日前までにお申し込みなら1泊につき2，000円卦 �弓 �l ；：ミ早決90は1り1～5／18泊のみの設定となります。　　　　　●30日前までにお申し込みなら1泊につき1，000円書 �引 

（4名／1空は
6隋以上）　ノ 苧∴丁＿＿

ラージツインへ

（先着1ルーム）

●プール・サウナ
利用券サービス
●滞在中駐車場

胃無料　　＿－」

◆洋室（1～4名に1室）
禁煙ルーム（1～3名に1室）

◆朝食付き
◆〔函〕14：00四12：00
◆J。札幌駅より徒歩約5分　蜜司

駁‡き剋＝型繋一三まき迫■固屈

E≡ヨa NE51018■脳札幌・北広島・恵庭／SPK

l卜群しくは4ページ

◆洋室（1～3名に1

簡設≡A妨‾‾‾
：※12・3名／1室の

l　字票詫嘉t≦
ルーム、喫煙の
み）

室）、デラックスツイン（4名に1室）、

禁煙ルーム（1・2名に1室〉
◆朝食付き
順14：00四14：00
◆地下鉄大通駅より徒歩約5分　璧叫

臨・迎繋ぎ雪組■国旗
幽N［5101Bt価井田■札幌・北広島・悪庭／SPK

◆洋室プレミアダブルルーム（1名に1室）、
洋室・スーペリアツイン（2・3名に1室）

◆朝食付き
◆lIn12：00田12：00
◆地下鉄バスセンター前駅より徒歩約5分、

サッポロファクトリー連絡通路あり

r∴　－．－．▲lV団

l≡1二i引NE5000A日和札幌・北広島・恵庭／SPK

リラクゼーションルーム

◆洋室（2名に1空）・36m2、
禁煙ルーム（2名に1室）

◆朝食付き　　　甲警讐取組■

鹿もてj●左記おもそなし（はし、如二1
…なし毒ドアップは除く。）

l㌻淵NE51018■鱒札幌・北広計悪庭／SPK

D＿＿　エクセレンシイフロ芝．ニ］

◆洋室・スタンダードツイン（2名に1室）・
28m2、ラージツイン（3名に1室）・38～

45m2、禁煙ルーム（2・3名に1室）

如てなし麿芳宗男し（た虹プレ‾
l昭NE5107B■1姻札幌・北広島億庭／SPK

◆洋室（1～4名に1室）、
禁煙ルーム（2名に1室）

◆朝食付き
◆〔頭〕14■00固11：00
◆JR札幌駅より徒歩約2分　塑些

細主脳三価■画畳
に≡ヨa NE5101Ct；迎札幌・北広幾層庭／SPK

◆洋室・スーペリアフロア（1～3名に1室）、
洋室・クァルテットルーム（4・5名に1室）、
禁煙ルーム（1～3名に1室）

◆朝食付き
◆画13：00四12：00
◆JR札幌駅より徒歩約2分 毀p・3

腿・丑塁蜃至‡雪ぎ姫■画【遜

団NE5001Cl；D札隠北広島・悪虞／SPK

◆洋室（1～4名に1室）、
禁煙ルーム（1～3名に1室）

◆朝食付き

◆洋室（1～3名に1室）、洋室・コーナーデ
ラックスツイン（4名に1室）
禁煙ルーム（1～4名に1室）

◆朝食付き

溜凝慨課一転日照激怒瓢　空転
睦主迎弊亘毒血■図【適

に≡国NE5000Al迦札幌・北広島・悪庭／SPK

◆洋室（1～3名に1室）、
禁煙ルーム（1～3名に1重）

◆朝食付き
◆lD14：00回11：00
◆JR札幌駅より徒歩約2分▼■′l tl LllソLWヽ⊂7■■　′1′・lこytllJ■＿〃

覿渡鮎・迎撃三重戸通■廟蜃

lⅧNE5001【けi鱒札幌・北広島・恵庭／SPK

駈連当』正己整三才瑚画園田屈

旺璽〕NE5000A！室寧寧札幌・北広島・恵庭／SPK

◆洋室（1～3名に1室）、
禁煙ルーム（1～3名に1室）

◆朝食付き

襲撃巨‡思憲宗豊熟左93分　蔑p巧3盲
駐沈当主・渥斯‾湖叫要眉

卜嘲NE5001B画札幌・北広島・恵庭／SPK

◆洋室（1～3名に1室）、
禁煙ルーム（1～3名に1室）、
1名／1室利用はツインルームをご用意

県遣？讐諾徒歩撃埜
約3分　　　巴漣当主・埋緊三班由画【遜

E≡ヨa NE5000Al：圃札幌・北広島・恵庭／SPK

◆洋室（1名に1室）、洋室・デラックスツイン
（2・3名に1室）、禁煙ルーム（1～3名に1
室）、1名／1室利用はツインルームをご用意

◆朝食付き
佃14■00回12：00
◆地下鉄中島公園駅より徒歩約3分

■■】■－　■－　＿　　　　　　　　　　　　1

◆洋室・スーペリアフロア（1
禁煙ルーム（1・2名に1室）

禦
※1ビデオオンデ

マンドカート1

泊分サービス

●温泉入浴券
サービス（滞在中：
1回）　　　l

7（1・2名に1室）、

1名／1空利用はツインルームをご用意

◆朝食付き
◆⑪14：00回12：00
◆地下鉄西11丁目駅より徒歩約2分、JR
札幌駅より幸で約5分　　恕司

匝沈菓・花町鱒纏堰旧闇
■個NE5107⊂■瀾札幌・北広軌恵庭／SPK

◆洋室・デラックスツイン

（1～4名に1室）、

禁煙ルーム（1～4名
に1室）
1名／1室利用は
テラックスツインルー
ムをご用意

田隠②
（※1）（※2）

※1ビデオオンテ
マンドフリー

※22～4名／1室

のみクラフフ
ロアデラック
スツインへ（先

着2ルーム）

●フィットネスクラ
ブ滞在中利用可
●1階ラウンジ
にてドリンク無料
（10：00－18：00）

頂野蒜還還召几州転べ崇数照濃艶9分撃だ．空き
匝圏周　　　　　囲画取回

に：≡ヨaNE5001Cl遜Ea札幌・北広島・悪庭／SPK E≡ヨaN［5001Cl圃札幌・北広島腐庭／SPK

燕
矛
ル
・
ル
ー
ム
タ
イ
プ
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。


