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ミネラルウオーターお一人様1本付き　朝食を昼食に変更可能
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※朝食はホテルから

のサービスです。

井　　　∂dam上の地域名糾市内

★」R福井駅から
徒歩約7分

●洋室（1～2名1室）

●lN14・00／0〕TllOO　喜

★」R小松駅から
徒歩約5分

●洋室（1～2名1室）

●lN15：00／○〕T11．00

橋井　　　adam上の地域名郡柿内

★」R福井駅から
徒歩約10分

●洋室（本館）（1名
1室）、洋室（東館）
（2名1室）

5●00／○〕T11．00

車㊧
朝食を昼食に変更可能

addm上の地域名その他の石川県

★」R小松駅から

画※写真下にある口はホテルからのおもてなしです。
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；‾目口三軍竿空賢二‡竿：≒
OUTll：00　　よ。有料の場合もござい紙　※2出発前予約制とな。、ルーム

数に限りがあります。また、ルームタイプに指定がある場合がござ
います。ご予約時にお申し出ください。※特に記載のない限り、バ

ミネラルウオーターお一人様1本付き　ス・トイレ付きとなりまれ　※2013年7月現在の情報となりまも

［コ基本フライトは、基本代金に含まれております。

［コAフライト、⊂］Bフライトは、フライト追加代金が必要となります。 福岡⇔中松2013．3．31～増便 ○…プロペラ機材での運航

〈乗り継ぎ時間のご案内〉乗り継ぎには、右記の乗り継ぎ時間が必要となります。予約時にはご注意ください。　　幽軸　雁岡空針㈱

●発着空港は同一空港となります。●往復とも同日乗り継ぎに限ります。●乗り継ぎ地での宿泊はできません。

●福岡空港発着の場合、富山空港・能登空港はご利用いただけません。福岡～小松直行便のみのご利用となります。

（往　路）　　　　　　　　　　　　　　（復　路〕

〈直行便〉

出発地 �便名 �三 イ 卜 �出発　■　　　　　　　直行　　　　　　　■　到着 ���到着地 

福岡 �0314 �A �07 �45　　　　　　　　　■　　　　　　　　　09 �10 �小松 

316 �亙 �11 �40　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　1 �55 

紆 ��13 �50　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　1 �15 

0320 �A �1プ �面【【▼【【‾1…T‾‾‾▲▲▲　　】　　‾ 　　　　　　　　　　　　　　　　　19 �05 

出発地 �便名 �⊇ ブ イ ト �出発■到着 ���薫り 

那覇 �120 �B �08 �：05日0 �25 �羽田 

124 �B �11 �30■13 �50 

126 �B �12 �20ト14 �45 

128 �B �13 �25日5 �45 

130 �B �14 �30日6 �55 

480 � �㌢07 �05ト08 �40 �福岡 

482 � �∃09 �35■11 �10 

484 � �11 �35日3 �10 

488 � �14 �20■15 �55 

、薫り �便名 �フ ラ イ ト �出発一到着 ���到着地 

羽田 �885 � �13 �35日4 �■35 �富山 

887 � �15 �20■16 �20 

889 � �18 �25日9 �25 

891 � �20 �05■21 �00 

755 � �15 �10り6 �10 �小松 

757 � �18 �00日9 �00 

759 � �20 �00■21 �00 

749 � �15 �00ト16 �00 �能登 

福岡 �316 � �＝ �40■12 �55 �小松 

0318 � �13 �50り5 �15 

0320 � �17 �40日9 �05 

出発地 �便名 �：Z ■＝フ イ 卜 �出発　卜　　　　　　　直行　　　　　　　■　到着 ���到着地 

小松 �0313 �A �09 �40　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　11 �15 �福岡 

315 � �13 �25　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　14 �45 

季31，7】 �A �15 �45　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　17 �20 

0319 �A �19 �35　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　21 �10 

出発地 �便名 �：Z ■＝ブ イ ト �出発←到着 ���苫㌣リ 

冨山 �884 � �08 �：20ト09 �：25 �羽臼 

886 � �11 �：10ト12 �：15 

888 � �15 �：20■16 �25 

890 � �17 �05日8 �10 

小松 �754 � �10 �05■11 �：15 

756 � �11 �30日2 �40 

970 � �15 �25日6 �35 

758 � �16 �55日8 �10 

能登 �748 � �11 �35■12 �40 

750 � �16 �40■17 �45 

小松 �0313 � �≡09 �40■11 �15 �福岡 

315 �≡13 ��25り4 �45 

0317 �115 ��45日7 �20 

㌧ノー1＞＋・一′ �便名 �三 イ ト �出発卜到着 ���到着地 

羽田 �131 �B �‖ �05日3 �40 �那覇 

133 �B �13 �20日5 �55 

135 �B �14 �40ト17 �10 

137 �B �15 �55り8 �25 

139 �B �20 �00■22 �30 

福岡 �487 � �11 �50■13 �25 

489 � �13 �55日5 �30 

491 � �16 �40り8 �15 

493 � �18 �30■20 �05 

7－ �ライ �トロ �ウご注 �藍≡t■■※発着時刻が、掲載の予定時刻表の出発時間より60分を超えて変更になった場合、代金が変更となる場合がございます 

※当日やむを得ない理由（天候・その他）でご予約いただいた便の便名および時刻の変更等があった場合でも差額の払戻はございません。 
※乗り遅れによる代替交通費用は、お客様負担となり、航空券の払戻はできませんのでご注意ください。また代替交通手段についてもお客様ご自身での手配となります。 

A・Bフライトをご利用の場合は、往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに下記の追加代金が必要となります。

往路　A・Bフライト利用追加代金（お一人様）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円 

往路搭乗巳 �右記以外 ��3／24～3／31 �闇憲慰或 �1／10（－1／12 2／9（一2／11 �12／27′、1／3 4／26（一5／1 
日～木 �金・土 �巳～木　l　金・土 

Aフライト �2，008 ��� 

Bフライト �2，500 �1，000 �1，500　　圭　追加なし �追加なし �2，500 �3，000 

復路　A・Bフライト利用追加代金（お一人様）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円 

復路搭乗日 �右記以外 ��3／24′－3／31 �雄志謂㌫踪黒 lり10～1／12、3／20～3／23、5／3 �2／9、4／29 �4／26～4／28、4／30 　5／5、5／6 �1／4、1／5、1／13 5／1、5／2 
月～土 �日 �月～土　l　日 

Aフライト �2，00tl 

Bフライト �2，50tI �1，000 �1，50・0　圭　追加なし �追加なし �6，500 �8，000 �3，500 


