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・宗一v　MSGDO2662061（塁本）MSGDO2662062（早割）「 ������� �� 

反動巨転す喜l闇 ����至宝温引き凶盛越 �����踵迄薩軒■‾主 項五辺ヨ】10 �do・う 00 

＼ 　　　　　l ��憲迎　なし　膠■■■　琶空］昌裟現 
i ≧－▼‾－ 讐．i苧一一l－－i鼻 ���大人お一人械1泊2日基本代金（博多駅発芯／m）狸位＝円 

‡J 　L∴ヤ・ゝ 、、三言1芳 一写．＿＿： �†十 恕ぬ � �二㌫訂警警 ���カテ ゴリ � �10／ト3／3D 

璧 十 �象 J＿ �4名以上1塁 �15 �平休日 �13，000 

休前日 �16，200 

3名1室 ��平休日 �14，000 
価癒 �17，300 

2名1室 ��平休日 �15，100 
－しこjj V－■J7 　－■‾二弐； 一＿『熟議．・賢腰 ．lJ �くi キゝ、′－ 、さん」り ������休前日 �18，300 

15 �平休日 �8，600 

休前日 �11，800 

tk 些 ��3名1室 ��平休日 �9，600 

休前日 �1乙900 

2名1室 ��平休日 �10，700 
休前日 �13，900 

お部屋タイプ
和室又は和洋軍
（5名／ハス・トイレ付）

アクセス
JR別府駅より徒歩で約10分

送　迎　　なし

夕　食

レストランにてバイキンク

朝　倉

レストランにてハイキンク

大人お一人校1泊2日塁本代金（博多駅発后／m）聖使

這㌔警 ��カチ コリ � ��12／ト3ロ、 1／3・3／30 ��10／ト11／30 �12／3ト1ノ2 

j ・ぷ ‾’ワニ �4名以上帽 3名1室 �15 1E �平休日 ��12．900 ��14．000 �21，400 

休 �日 �15000 ��16100 

平 �日 �13，500 ��14，500 �22，400 

休 �日 �15 �600 �16．600 

2名1室 ��平 �日 �14 �500 �15．600 �25，600 
休 �日 �16 �600 �17．700 

1名1空 ��平 �日 �19 �，200 �20300 �－ 
休 �日 �21 �300　23．400 

去‾袈 産 藩 ノ託ぎ 詫七 一号■：一一 ゼ氷 誓㌢ �4名以上1室 �l L 15 1E �平休日 ��8，500 ��9．600 �17，000 

休 �日 �10 �．600 �11，700 

3名1室 ��平† �日 �9 �，100 �10100 �18，000 
休 �日 �11 �200 �12．200 

2名1≡ ��手† �日 �10 �．100 �11．200 �21，200 
休 �日 �12 �200 �13．300 

1名1室 ��平 �日 �14 �．800 �15．900 �－ 
休 �臼 �16 �．900 �19．000 

別府観光の生みの親

r山は富士、海は瀬戸内、濠は別府J
別府駅前に設置されている像は天国から舞い降りた熊八をイメージ。
温泉マーク皿の発案や日本初のバスガイド、地獄めくり等で別府
を盛り上げた偉人。別府公園には記念碑がある。

閻MSGDO2J662063（基本）MS ����SGDO2－6 �；1 ��62064（早割） ���l � 

廣プノ距蔽う ����攣 �l �大人500円、 ����HiHi日 暮天大浴場 ��圧⊇匹旺驚 ��15：00・ゝ E＝辺ヨ ��11：00； 

一・∴・ふヽ 　　硝 ��▲⊥十 � � � �人お一人 ��様1き �白2日 �室本代金 �（博多 �駅発i �窟／　岩　≡ � 
入 �　出発日 芸人n ��カテ ∃■リ �1 �1／4－2／28 �柑ハ・1 3／1 �1／25、 －38 �12ノ29－30、 1／3 �12／31－1／2 

｛■ 二甥 ��� � ��14 �平休日 �18，200 �19， �200 �24，400 �27，200 
－Y4名1蓋 ���休前日 �20．400 �21， �500 

平休日 �19，300 �20． �300 � � 

不 �鮮‾‾．．卜 β圧タイプ アクセス リ府難より徒歩約6分レア；、声一一シテ 送迎なし 夕食 閉会 ��† � �若 頭 �二J �2名1室 � �平休日 �21，300 �2乙300 ��28，600 �31．400 

休前日 �23，600 �24，600 

．ノヂ転－ ムpよ二；二二で、〉で �� � �4名1室 �14 �平休日 �13，800 �14，800 ��20，000 �22，800 
休前日 �16，000 �17，100 

1 ��3名1室 ��平休日 �14，900 �15，900 ��21．500 �24，400 

休前日 �17．100 �18，100 

2名1室 ��平休日 �16，900 �17，900 ��24，200 �27．000 

休前日 �19，200 �20，200 

慧： �カテ コリ � ��10／1・31、 12／1－30、 1／3－3／20 �11／1－30、 3／21－30 �12／31～1／2 

14 �平休日 ��12，900 �13，500 �24，400 

16，100 �16．500 

3名1亡1 �� � �13．500 �14，500 �25，500l 丑 �� � �16，500 �17．600 

霊 ����14，000 �15．500 �26，600 

17，100 �18．600 

一手三1名1室 ����14，500 �16，100 � 

17，600 �19．200 

主立－＿　こども（小学生） ����2名 ��は4，100円、 引き 

…叢ン≡4名1∈コ �阿相 ���8，50019，100 ��20，000 

14 � � � 

発・舅 穏 �� � �9，100 �10，100 �21，100 

12，100 �13，200 
、咤エ 蓑hァ �� � �9，600 �11，100 �22，200 

12，700 �14，200 
十や 遠1名1室 �� � �10，100 �11，700 �－ 

13，200 �14，800 


