
靡定列車時刻表
l � �☆金程日の利用不耶凋ぞみ152号は ����駈副手となります。運転日にこ注意下さい。完く3／20は金曜 ������日臥1、3／21は土曜日扱いとなります。 

Dぞみ �博多発 ��小倉尭 ��名古屋★ ��新棟漢書・ ��品I �】暮 �薫京鸞 ��♯考 

7： �9 �7： �6 �10 �52 �12 �14 �12 �26 �12 �33 � 

主≡ �7： �5 �8 �2 �11 �11 �12 �34 �12 �46 �12 �53 � 

lぷ �5く歪琴‡X） �7： �9 �8 �07 �11 �18 �12 �44 �12 �56 �13 �03 �跡茅列車読日注意 

－2 �8 �5 �8 �22 �11 �31 �12 �54 �13 �06 �13 �13 � 

－4考 �8 �29 �8： �6 �11 �52 �13 �14 �13 �26 �13 �33 � 

9 �5 �9 �22 �12 �31 �13 �54 �14 �06 �14 �13 � 

考 �9 �29 �9： �6 �12 �52 �14 �14 �14 �26 �14 �33 � 

）考 �10 �05 �1 �：22 �13 �31 �14 �54 �15 �06 �15 �13 � 

球場≡ �1 �：29 �1 �：46 �13 �52 �15 �14 �15 �26 �15 �33 � 

1 �：05 �1 �：22 �14 �31 �15 �54 �16 �06 �16 �13 � 

1 �：29 �1 �：46 �14 �52 �16 �14 �16 �26 �16 �33 � 

12 �05 �12 �22 �15 �31 �16 �54 �17 �06 �17 �13 � 

1 �29 �1 �：46 �15 �52 �17 �14 �17 �26 �17 �33 � 

㌍娃≡ �1 �：05 �1 �：22 �16 �31 �17 �54 �18 �06 �18 �13 � 

空値喜 �1 �：29 �1 �：46 �16 �52 �18 �14 �18 �26 �18 �33 � 

苅 �魯考宕☆ �17 �29 �1 �46 �20 �52 �22 �14 �22 �26 �22 �33 �金曜日除外 

冨！ �＝闇隅 �1 �43 �1 �：00 �21 �11 �22 �34 �22 �46 �22 �53 �金確日除外 

、、 �●脚 �1 �：05 �1 �：22 �21 �31 �22 �54 �23 �06 �23 �13 �金曜日除外 

＄2琶（☆） �1 �：29 �1 �：46 �21 �52 �23 �14 �23 �25 �23 �32 �金曜日除外 

64考（☆ �1 �：55 �1 �：12 �22 �09 �23 �27 �23 �38 �23 �45 �金曜日除外 

★：月曜日の利用不可搭10／14、11 ���／4、12／23、1／13は日曜日扱しい0／ほ、1り5、12／ ����24、1／14は月曜日臥1となはす。 

のぞみ �壷京発 ��品川発 �新横浜発 �名古屋発 �小寒鸞 ��博多鸞 ��備考 

99号（★） �　　　／ ��6：00 �6：11 �7：30 �10 �33 �10 �51 �月曜日除外 

1弓（★） �6：00 ��6：07 �6：18 �7：37 �10 �39 �10 �56 �月曜日除外 

3号（★） �6：16 ��6：23 �6：34 �7：54 �10 �57 �11 �14 �月曜日除外 

5号（★） �6：30 ��6：37 �6：49 �8：12 �11 �17 �11 �35 �月曜日除タl 

7号（★） �6：50 ��6：57 �7：09 �8：35 �11 �42 �11 �59 �月曜日除外 

23号 �10 �10 �10：17 �10：29 �11：52 �14 �57 �15 �14 � 

25号 �10 �30 �10：37 �10：49 �12：12 �15 �22 �15 �39 � 

27号 �11 �10 �11：17 �11：29 �12：52 �15 �57 �16 �14 � 

29号 �11 �30 �11：37 �11：49 �13：12 �16 �22 �16 �39 � 

31号 �12 �10 �12：17 �12：29 �13：52 �16 �57 �17 �14 � 

33胃 �12 �30 �12：37 �12：49 �14：12 �17 �22 �17 �39 � 

35号 �13 �10 �13：17 �13：29 �14：52 �17 �57 �18 �14 � 

37号 �13 �30 �13：37 �13：49 �15：12 �18 �22 �18 �40 � 

39号 �14 �10 �14：17 �14：29 �15：52 �18 �57 �19 �14 � 

41胃 �14 �30 �14：37 �14：49 �16：12 �19 �22 �19 �39 � 

43号 �15 �10 �15：17 �15：29 �16：52 �19 �57 �20 �14 � 

45号 �15 �30 �15：37 �15：49 �17：12 �20 �22 �20 �39 � 

47号 �16 �10 �16：17 �16：29 �17：52 �20 �57 �21 �14 � 

49号 �16 �30 �16：37 �16：49 �18：12 �21 �22 �21 �39 � 

51号 �16 �50 �16：57 �17：09 �18：32 �21 �42 �21 �59 � 

◎田（義註，囲プ憲一囲琵憲遷牒す。薗ホ三笠冨翌に圏
禁煙ルームをご用意
（但し、部屋数には
限りがございます）

要TEL＝事前電話予約
MS＝メッセージ入力

新鳥栖・久留米・筑後船小屋・新大牟田・熊本（※1）

新八代・新水俣駅・川内・鹿児島中央駅（崇2）

佐賀・長崎・諌早‥佐世保即

中津大分・別府駅

⑱新幹縛㊥在来緑特急列挙⑭普通車指定席⑭普通朝由席⑭普通列車

（新幹等便蘭定のぞみ）

東京都区内駅（東京・品Jll）
または横浜市内駅

到着後、フリータイム

交通矧まお客様の
こ負担となります。

ホテル

頼・桝区隙道をアレンジ可能！
乗京地区のホテル宿泊で片道を

新横浜駅利用の場合

東京・品川駅→新横浜駅

横浜地区のホテル宿泊で片道を
東京・品川駅利用の場合

新横浜駅→東京・品川駅

′握本代金に上宝己代金を瓜滅することで片道アレンジ可私

（上鯛餌片道批紙人お一人削別個となりこどもは半頴です。）

復路は往路の逆となります。 兼京・横浜
大変お得なのぞみグリーン車利用プラン

のぞみ区間利用 お1人撞片道／大入りjl人同調

4，800円

繁忙期及び照定外列車 6，500円

ことも代金博多駅発着15，200円引き、小倉駅発着14．700円引き

■1泊2日基本代金大人おひとり様（JR【博多・小倉～東京】＋宿泊セットプラン）

監慰†盈悲恋テル　讐警慧監画田盈錨ス囲倒）臥
■チェックイン／1400■チェックアウト／1100　アネ妄言至芸冒＝3記字書

出発監ヨ ���入素人■ �誉 �I■番■片鷲－ ：全日 �′】ヽT■腋事象■ 　生田 �姓生白白代笠 全日 

10／1一一 3／30 � � �1名1室 �41 �42，600円 �41，600円 �12，200円 
2名1董 �66 �41，600円 �40，600円 �11．200円 

1名1室 ��51．600円 �50．600円 �21，200円 

3名1童 �73 �40．300円 �39．300円 �9．900円 

2名1室 1名1童 �52 �41．300円 50．100円 �40．300円 49．100円 �10．900円 19．700円 

沼10／12、11／2、12／31、1／1、3／21・22・29は上喜己料金から1．000円追加

出発日 �入室人員 �夢 ヨ’ �H・H �1▼■テ蓼■H箋E■■ 　　た �†ホ耶亡∃ �E】・l三可 �lヽⅠ■R繁－ 火一一昔 �こ �出、H �鮎t）【∃1一℃≡毘 火へ・孟 �t木領有たヨ 

10／1、 3／30 �3名1室 �53 �35，400円 �36，200円 �37，900円 �34，400円 �35，200円 �36，900円 �5，000円 �5，800円 �7，500円 
2名1室 （セミダブル） �41 �34，900円 �35．700円 �36，200円 �33，900円 �34，700円 �35，200円 �4，500円 �5，300円 �5，800円 

2名1室 �53 �36，400円 �37，200円 �38，900円 �35，400円 �36，200円 �37．900円 �6，000円 �6，800円 �8．500円 

1名1室 �41 �39，400円 �41，4 �00円 �38，400円 �40，4 �00円 �9，000円 �11，0 �00円 

出発日 �入室人員 �薯 �　博多駅発】書 平休日l休前日 ��　小禽閥駅発蠣 平休日　事　体前日 ��　狂言白代金 平休日！1本前‡ヨ 

10／ト〉 3／30 � �68 �36，200円 �36．700円 �35，200円 �35，700円 �5．800円 �6．300円 
2名1室 1名1室 �52 41 �37．700円 　40．2 �138，400円 00円 �36，700円 　39，2 �137，400円 00円 �7，300円 　9，8 �18，000円 00円 

監恋慧意志諾慧野田闇証車重］　　　田囲
■チェックイン／1400　■チェックアウト／1100

出発日 �入室人見 �ヲ �日・祝日 �1■多駅発有 用～金t休前日 �臼・祝日 �小貫釈発雷 用～金暮体前日 �臼・祝日 �廷泊代金 月～妾‡休前日 

68 �36，400円 �37．400円 �35，400円 �36，400円 �6．000円 �7，000円 

10／1－ 3／30 �2名1室 �52 �38，600円 �39，900円l40，400円 �37，600円 �38，900円139，400円 �8，200円 �9，500円llO，000円 

1名1董 �41 �40，900円 �43，400円 �39，900円 �42，400円 �10，500円 �13．000円 

烈日一会・祝日が休前日にあたる喝合は休前日料金適用となります。

監慧忘慧ま暦団正焉詔匪頭　　白暦禦曙
■チェックイン／14●00　■チェックアウト／12●00

辻は先日 �人妻人■ �豊 �　博多 平休日 �駅発竃 　体前日 �　小暮 平休日 �lR発鷺 　体前日 �　延泊 平休日 �代金 　休前日 

10／1－ 3／30 �3名1室 �53 �40，000円 �41，500円 �39，000円 �40，500円 �9，600円 �11，100円 
2名1童 ��41，500円 �44，200円 �40．500円 �43，200円 �11，100円 �13．800円 

1名1壷 ��50，700円 �53．500円 �49，700円 �52，500円 �20，300円 �23．100円 

※宿泊除外日：12／30－1／2

東
京
／
横
浜


