窃
●「パークビュー
スパ」（14階）入
浴券サービス（滞
在中無料）
●東京でおなじみ
のイダノアンレスト

ラン「イル・キヤン
ティ」にてお食事が
50％割引；：ミお1人
桜3，000円以上、

◆朝食付き
◆画14：00⑮12：00
◆地下鉄中島公園駅より

お食事されたお客

◆洋室（1〜3名に1室）、

◆洋室（1〜3名に1室）、
禁煙ルーム（1〜3名に1室）

禁煙ルーム（1名に

まに限ります。

1室）

蔑恒

徒歩約2分

随彊沌天風雲禦習

‡緊…君豊野濃艶，分撃p・Sを

◆tD14：00回12：00

‡思2品翳宝器2分鷹か頑

匝圏図匪

臣沈滋瀾⊇嬰潮胞■画面毎
lⅧNE5101⊂■1踊コ■札幌・北広島・恵庭／SPK

駁蓬当．ら丑匹翳まま血■図団扇
l側NE5101⊂申札幌・北広島・黒蜜／SPK

◆新千歳空港より車で約40分
極遡鳩山R札幌駅より章で約40分（前日

闇＝；
約8分

′∴

駁ヨ呈■腸三髄一圏圏蜜露

lⅧNE5102A坤札幌・北広島・悪庭／SPK

◆012：00曲12：00
◆地下鉄すすきの駅より
徒歩約5分

喝締．3…
野蛮園田

lⅦNE5000A■岬札幌・北広島・悪庭／SPK

◆洋室（1〜3名に1室）

◆朝食付き
◆lD13：00回13：00
◆JR千歳駅より章で約5分

四四新千歳空港より章で
約10分

塵萌
画薗画

ll∴剖NE5003A■吊澗千歳／CTS

●夕食時ワンドリ
ンクサービス

ホテル・ルームタイプをお選びください︒

◆朝食付き

◆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

lⅧNE5101⊂■澗札幌・北広島・悪庭／SPK

◆JR札幌駅より徒歩約4分、地下
鉄さっぽろ駅より徒歩約4分

駁沈溺・迎緊宣葦戸迫■図図回
l煎由由NE5000Ai惑薩i札幌・北広島・恵庭／SPK

約40分

◆洋室（2・3名に1空）

◆朝食付き

佃15：00⑬12：00

◆朝食付き

■憫NE5101⊂鱒亘札幌・光広農・恵庭／SPK

◆品十・日二・肌 r∴・

◆洋室（1〜3名に1室）、
禁煙ルーム（1〜3名に1室）

◆和室・露天風呂付き（1〜5名に1空）・

◆朝・夕食付き

72m2、和洋室・露天風呂付き（1〜5名

夕食り〈イキングまたはセットメニュー（レス
トラン）

◆⑪15：00㊨10：00
◆新千歳空港より車で約40分、千歳市内よ
り章で約30分

陸棚抽朴新千歳空港・JR千歳駅・JR南千
歳駅より無料送迎シャトルバス1日3億あり。

（ル￣卜に閤し乱ては直接 萄前書
ホテルにお問い合わせ

くだ乱、D）

厘同園図園

l側NE5105A画支若潮／LS」

に1室〉・72m2からお選びいただけます。

●客室露天風呂付き

◆朝・夕食付き
夕食・和食（部屋）

！渾畳字翳蓑毘ご宿泊いただけ
ません。

◆新千歳空港より車で約50分
圏JR千歳郡より重で約30分

◆和室・湖水側（1〜5名に1室）
部屋風呂はありません。

◆朝・夕食付き
夕食・和食（部屋）
◆014：00回12：00
◆札幌市内より車で約90分
陰灘面lJR札幌駅より空で約120分、
JR千歳駅より童で約45分（11月〜4月

のみ）

堅聖賢国風圏園圃

（2日前までに予約） 画回国園匪］

lⅧNE5170⊂■個支筍湖／ほl

l≡1∴司H NE5105A■÷瀾支石湖／ul

◆和室（2〜5名に1室）

◆朝・夕食付き
夕食・和食「松一膳」（2・3名／1室は部
屋、4・5名／1室は個室）

◆⑪15：00位11：00

◆監欝祭器讐分母叫
約60分

蘭画蟄蛮駄

l側NE5106A■う澗定山渓／」ZK

◆洋室（1・2名に1室）

∴￡

◆和室（1〜5名に1室）

◆朝・夕食付き
夕食・和食「会席膳」（部屋）
◆旺114：00回11：00
◆新千歳空港より車で約90分、JR札幌駅
より車で約70分

◆和室（2〜5名に1室）
部屋風呂はありません。

◆和室（1〜5名に1室）

画風圏図園

◆朝・夕食付き
夕食・和食（レストラン）

◆画15−00圃10：00

◆新千歳空港より車で約90分

断JR札幌駅より重で

lⅧNE5006A■1澗定山渓／」ZK

4・5階の一般客室となります。

◆朝・夕食付き
夕食・和食「会席膳」（部屋）
◆⑭15：00圃10：00
約60分（前日の14時 〔

までに予約）

◆？＿丁ご一朗ヒ 、中二い削っ′∴・ミ・
こiJ●．ドニ

函闇］匿園匿】

■側NE5000L■測定山渓／」ZK

約50分

埜親匿顎図日園

■ⅧNE5106A■捕稽■定山渓／JZK

1名／1室利用はツインルームをご用意

◆朝■夕食付き
夕食・洋中創作料理（レストラン）

票蒜翳品分
椿瑚押桐L幌市内より童で約50分

＊小学生以下の方および男性のみでのご
利用はできません。

檻≡澗勉馳圏圏陶
l嘲NE5106B■Ⅶ定山渓／JZK
JAUtyク
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＝漬

＝決

沖60・30

＝鴻

90・6030

90日前・60日前・30日前までのお申し込みが●90日前紺こお申し込みなら1泊につき3，000円蓋

引；：；

とってもおトク！※誓需品等認諾芸諾笠竃詔こ誓となり約0
●60日前までにお申し込みなら1泊につき2，000円書l
＊早洪9馴ま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
引引

監彗転意転
◆洋室（1〜3名に1室）、
禁煙ルーム（1〜3名に1室）

◆洋室・デラックスツイン・運河側（2・3名に
1室）

◆朝食付き
◆tD12：00伍D12：00

◆認諾鎧繋諾賢、襲撃
厩主・遮断由怪闇
l瀾NE5004A■鱒甲苫小牧／QTM

◆朝食付き
◆ロ12：00回12：00

◆」。小樽駅より徒歩約7分 攣頭
⊥1i

・・し【a

l〔十重竃桔＝NE5000B鱒小樽／OTR

ホテル・ルームタイプをお選びください︒

禦

※12・3名／1室の

み海側のお部
屋にグレード
アップ

●小樽市内ノス
タルジックな建物

（喫茶）で使える

◆洋室（ト3名に1去品角谷≠捕勘
墨忘ル＿ム（〜3jYサ二些−

◆和洋室・展望風呂付き・海側（1〜3名に
1室）、禁煙ルーム（1〜3名に1室）

■

名に1室）
1名／1室利用はツインルームをご用意

●客室展望風呂付き
◆朝・夕食付き

禁煙ルーム（1〜3名に1室）

夕食・創作フレンチコース（レストラン）

◆朝食付き

‡思憲諾覧緊畳2約5分麹璧
ご、，・、・．・・二やl【遜
皿NE5007A麺小樽／OTR

◆tD13：00回13：00
聖n▲ ご
◆JR小樽駅より徒歩約5分
▼川、朋、仇還芸墓蓑吉海■圏遥庖

1名／1室利用はツインルームをご用意

◆JR小樽駅より徒歩約13分

‡？！叩0回12：00 r：．．

15分囲解団圏園園

旺≡ヨNE5007Al祖小樽／OTR

田NE5000Bl遜可■小樽／OTR

ラート1個サーヒ

◆洋室・運河側（1・2名に1室）
◆朝食付き
◆旺114：00塵画12：00
塵雨量3〜5歳
ごlヽ■・●

檻辺琵琵蓮画圏固協
F圃NE5007A■Ⅷ■小樽／OTR

巨

ス（滞在中1回）㌻i

◆洋室・メゾネット（2〜l●ルスツリゾ二ト
7名に1室）
温泉入浴無料
●インドアプール
◆垣〕15：00
利用無料

◆朝食付き
◆洋室（1〜3名に1室）
1名／1室利用はツインルームをご用意

㊨11：00
◆新千歳空港より車で約90分、JR洞爺駅よ

◆朝・夕食付き
夕食・和洋折衷料理（レストラン）

佃15：00㊨10‥00

◆新千歳空港より車で約8。分 艶強
歴田JR小樽築港朋より重で約20分

風間囲閻魔
E≡ヨD NE5008Al：孤小樽／OTR

◆朝食付き
◆lD12：00回12：00
◆新千歳空港より車で約120分、JR小樽

り車で約40分

匪粗野司札幌市内より
章で約90分（前日の17時
までに予約）

◆洋室（1〜4名に1室）、禁煙ルーム（1〜4
名に1堂）、1名／1窒利用はツインルーム
をご用意

3歳

設定鰍。1莞讐翳禁芳博昭歴凰
巳≡ヨココNE5000Q血ルスツ／RST

駅より車で約50分

蜜司

＝−‥、き軍雫寧平日り堰旧凧
団NE5109A図キロロ／KRR

後の大浴場・露
天風呂利用可

●オリジナルウェ
ルカムドリンク
サービス
●フィットネスセ

◆洋室・デラックスツイン（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
◆朝食付き
◆画15■00圃11：00

◆新千歳空港剖車で約110分聖頭
画湖皿幣呈価i圏圏図園
唾NE5000×■旧ニセコ／NSK
JALパック

25

◆洋室ザラックスツイン（2・3名に1室）
禁煙ルーム（2・3名に1室）

◆朝食付き
◆［垣〕14：00廟司11：00
◆新千歳空港より車で約120分
圧憂国JRニセコ駅より章で約10分（2

◆洋室・コンドミニアム（2〜5名に1室）

◆食事なし
◆画15：00塵丞10：00
◆新千歳空港より車で約120分

日前までに予約）・＋鹿西

睦ぶ一丑正萎きま価■圏圏図囲
仁≡ヨp N∈5010A型ニセコ／NSK

暫
■■緬三1岩・■■■
l＝淵NE5110A函ニセコ／NSK

空）・67〜70nて

◆朝食付き
◆⑭15：00㊨11：00
◆新千歳空港より車で約120分

恕司
■■錘畢Hi・¶i圏圏闇匿⊇
団NE5000×田ニセコ／NSK

●チェックイン
前・チェックアウト

ンター滞在中利
用可

◆和洋室・プレミアムスイート（1〜6名に1

●水着レンタル1
回サービス

◆洋室・湖水側（1・2名に1室）、和洋窒・湖
水側（3・4名に1室）

◆和洋室・湖水側（1〜5名に1室）
◆朝・夕食何を
夕食・和食「会席膳」（部屋）

◆朝・夕食付き
夕食・和風フレンチコース（レストラン）

◆画15：00囲11：00
◆新千歳空港より幸で約120分、JR洞爺

◆和室・湖水側（1〜5名に1室）

◆ロ13：30四日：00
◆新千歳空港より章で約120分、JR洞爺

駅より車で約20分

駅より車で約20分

町￣

◆朝・夕食付き
夕食・和食「湖からの贈り物」（部屋）

◆⑪14：00画10：00

深恕認諾享等㌫髄叫 ◆濫認諾是等認㌘分、整頭

r∴

がと1い■

圏祖国固囲

園胚臨闇園
別 J

軌1の宿登別グランドホテル◎

i ㌢∵￣艶 ．r・7■・1こしふ

書（※1） 誹■￣一■￣レ■￣■■

駅より車で約20分
師岡JR札幌駅より重で約150分

（3日前までに予約）離姻塑埜

lⅧNE5112A■間洞爺／LTY

に†∴車齢INE5112A申洞爺／LTY

l∵呵＝コNE5112At鯛ユ■濁爺／LTY

噛NE5日2A■側洞爺／LTY

園矧圏醤瓢

◆和洋室・湖水側（1〜5名に1室）
◆朝・夕食付き
夕食・和食「会席膳」（部屋）
佃14：00塵丞10：00
◆新千歳空港より車で約100分、JR洞爺

￣￣￣￣￣タレートァッププラン
￣

′■、■■￣▼

■

A

N

本館

＿＿＿＿二二コ

＝溝 30

≧

轡

バ11日 gt†■lt ‡1‡ qr汁∴γ 聖 ゝ ㌻三三 ◆洋室 ◆朝・ 鰯 市内 団 ．㌫rT㌃H腋※1塁貪サ￣ヒス； ■†1ヽ■M■ と ㌦▼訂■塑野攣 ■正一こiく，＿， 王 ナウ ヒ長蔽讐幣

※1岩盤浴50分
半額（お客さ・
まご自身で要う
事前予約）

◆和室（1〜5名に1室）

㌦

一
◆胡q夕食伺き

二 無鼓こ．，

◆和室（1〜4名に1室）
部屋風呂はありません。

ノ ′、−ル

◆和室（1〜5名に1室） ◆朝・夕食付き

㌫謎乳冒温札幌艶p・芸蔓
より車で約90分 簡閲圏蜜圃

夕食・和食「彩味の

◆朝・夕食付き
夕食・和食「いろり会席」（食事処）
◆⑪14・00㊨11：00

（1名に1室）、和室（2〜5名に1室）
夕食付き
・ハ

頸葦些二去

ホテル・ルームタイプをお選びください︒

∵￣j糟 11■

◆JR登別駅より車で約10分

夕食・和食「至福御膳」（部屋）

嶺司
鴎画園

極NE5113A頑登別／NBR

M−＿

轡

本館

膳」＋バイキング（食事処「桜房」）

◆ロ13：30回11：00
◆JR登別駅より幸で約20分
拉進出新千歳望忘より蔓で約60分、
JR札幌駅より重で約120分（7日前まで

に予約）

竺姐圏固園

l三周NE5113A■個■登別／NBR

二コ

云竺 一・＿
l蔓型

※11．000円分の

iqd■

館内利用券
サービス（滞
在中1部屋に
1枚）

●夕食時ワンドリ
ンクサービス

◆和室（1〜5名に1室）

◆和室（1〜4名に1室）

◆朝・夕食付き
夕食・和食「滝本美食膳」（部屋）
◆⑪14 00囲10：00

◆濡慰貨諾諾、撃墜
画師団固圃
l偲NE5113A■瑚登別／NBR

◆朝・夕食付き
夕食・和食「会席膳」（部屋）
佃15：00㊨10：00
◆JR登別駅より車で約15分、
札幌市内より車で約100分

◆和室（1〜5名に1室）

◆朝・夕皮付き

圏珊圏園塾

夕食は右記メニューよりチョイス
l⊆ⅧNE5113A■捕嗣訳l登別／NBR

P【

展望風呂付き客室

両NE5113A緬元岳塁別／NBR

＿∴

轡

※1登別の湯の葦
入浴剤プレゼ
ント

●夕食時ワンドノ
ンクサービス

◆和室（1〜5名に1窒）

◆和室（1〜5名に1室）

◆朝・夕食付き
夕食・和食「カニ会席（お1人様毛ガ二1
杯付き）」（食事処または部屋）
◆⑭14：00囲10：00

◆㌣y十巨‥15二

′∴

約90分（4日前までに予約）画圏園匪
lⅧNE5日3A■端加配l登別／NBR

◆和洋室（2〜4名に1室）

◆朝・夕食付き
夕食・和食（食事処または部屋〉

◆⑭14：00固10：00
◆和洋室・展望風呂付き（1〜4名に1室）

●客室展望風呂付き

◆朝・夕食付き 夕食・和食「特別会席
膳」（食事処）
l；1∴判NE5170F■嘲登別／NBR

◆JR登別駅より車で約15分

圧亙頭札幌市内より章で
約90分（4日前までに予約）

画回国図医
皿N∈5013Al：迎登別／N駅

◆朝・夕食付き
夕食・和食「清水屋会席膳」（部屋）
◆〔画14：00画10：00

◆品ミ；雪いい一昭 ′：、

より童で約2分

解諷圏固園

亡≡辺NE5113Al辺登別／N8R

JAUbク
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＝決

＝決

90・60朋

＝漬

90・6030

90日前・60日前・30日前までのお申し込みが●知日前までにお申し込みなら1泊につき3，000円菩
つ ＊早決90針目…〜5／帽泊のみの設定となります。
，！※誓言蒜等讃蒜芸諾羞覧憲こヲ印となります0

PY｛▼

別館花月

引…：く

●60日前までにお申し込みなら1泊につき2，000円書l
●30日前までにお申し込みなら1泊につき1，000円書
引引

￣「

車
※1函館市電1日
券サービス（滞

在中1回）
●夕食時ワンドリ
ンクサービス

◆和室・海側（1〜5名に1室）

◆和室（1〜4名に1室）

◆朝・夕食付き
夕食・バイキング（レストラン）
◆［亘郵14：00回10：30
◆函館空港より車で約10分、JR函館駅よ

り車で約15分

◆和室・和洋室チョイス（1〜5名に1室）

◆和室・露天風呂付き・海側（2〜5名に1

室）

●客室露天風呂付き
◆朝・夕食付き

iや￣当園区
画N【5117A■撼洞コ■場の＝／YKW

◆朝・夕食付き
夕食・和食「海郷膳」（部屋）

‡温墨呈恩品93分 竪竺j

夕食・バイキング（レストラン）
lⅧNE517OH■淵湯の川／YKW

◆胡・夕食付き
夕食・和食懐石「豊穣膳」（部屋）
◆画15：00㊨11：00
◆函鮨空港より車で約7分、JR函館駅より
幸で約15分
包司

密画調匪凰
呵NE5000∪唾湯の川／YKW

画風圏固囲
旺≡垂司NE5117A車重潔の川／YKW

Pj広亭げえひろてい）偏天見墨痙妻重要

ホテル・ルームタイプをお選びください︒

◆和室・露天風呂付き（2〜5名に1室）

◆和室（1〜5名に1室）

◆朝・夕食付き
夕食・和食＋「アワヒの踊り焼き」付き（レ
ストラン）

◆014：00四11：00

◆慧認諾是認1認

節義

蘭画圏固園
旺塁≡〕NE5017A■側潤のjll／YKW

◆和室・霹天風呂付き・海側（1〜4名に1
室）
●客室露天風呂付き
◆朝・夕食付き

バリアフリールームに変更可（こ予約

時にお申し込みください。）

●客室露天風呂付き
◆朝・夕食付き

夕食・バイキングまたは和食（レストラン）

夕食・和食＋季節の一品チョイス＋「ア

佃〕15：00画11・00
◆函館空港より車で約5分、

ワビの踊り焼き」付き（部屋）

転句

JR函館駅より車で約15分蘭盛薗痙

を至準蕉堅昼事寧軍内冷蔵庫フリー（補充なし）
l側NE5070K■嘩瀬の川／YKW

l昭NE5117A■場面罰l瀕の川／YKW

デラックスツイン＿叩一血屈ま

●朝食を朝市に
変更OK（滞在中
1回）※要事前予
約（チェックイン
の際にお申し出く
ださい。）

◆洋室（1・2名に1室）、和洋室（3名に1
室）、禁煙ルーム（1〜3名に1室）

◆洋室（1〜3名に1室）、
禁煙ルーム（1〜3名に1室）

洋室は部屋風呂なし、シャワー・トイレ付き

◆朝食付き
◆⑪15：00固11：00

◆朝食付き

◆JR函館駅より徒歩約15分、塵荷

◆圧画14：00回12：00

◆J咽館駅より徒歩約7分

車で約3分

匝き脚三引虚1圃匿圏庖

黍哀尋

匝・孤匹野一三髄■圏【遜

仁≡ヨa NE5016A団函館／HKD

麺NE5016A鱒函圧／HKD

∃堅慧匝旦那主雪組t圏【遍
【：≡辺NE5016A型函館／HKD

園．謡詣二プ

珊二ウェイ往翠乗車挙
または滞在中駐

車場無料チョイス

（滞在中1回）
●朝食を朝市
「味の一番」海鮮
井、またはホテル
内の昼食（バイキ
◆洋室（1〜3名に1

室）、禁煙ルーム（1
〜3名に1室）

◆朝食付き
◆⑪14：00
由12：00

ング）に変更OK

●ホテル内バー

◆洋室（1〜3名に1室）、
禁煙ルーム（1〜3名に1室）
1名／1萱利用はダブルルームをご用意

にておつまみやド
リンクが50％割引
（フリードリンクメ
ニュー対象外）

◆洋室（1〜3名に1室）
1名／1室利用はダブルルームをご用意

◆認諾溜譜、竺頭

◆014：00囲11‥00
陸・攫＝匹賢紙価■画固
唾NE5016A画函館／HKD
JAlノbク
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誓㌍二三 汀、・．・・・‥▼：田
■偲N［5116A扇麟己；■函館／HKD

断言…

◆JR函館駅より車で約5分
l側NE5116A叫函館／HKD

皿議

◆朝食付き

◆ロ12：00田12：00

◆認諾≦篭等1認・転￣蒜
随脚浦山■図6l
画NE5016A川和函館／HKD

瞥・L

ヽ，▲

華澗樹的植

富良野／美瑛・白金温泉

馴望認一一／憫鹸

旭川／トマム／サホロ

美瑛・

◆洋室（1〜5名に1室）
1名／1室利用はツインルームをご用意

＝

白金温泉 ●富良野
サホロ・●然別湖

層雲峡／然別湖
帯広／十勝川／稚内

トマムノ
忍新千歳空港

．・十勝川
帯広

；予一二一㌫ r‥二三

鳴詣港

lミヤ判NE5016A■嘲函館／HKD

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
◆m14：∞回14：80

◆旭川空港より車で
約60分、JR富良野
駅より車で約10分
陸上迎賢二相調■

型讐舶田園

㌢範豆や

◆洋室（1〜4名に1室）
1名／1室利用はツインルームをご用意

◆朝・夕食付き
業時間●800−

富良野温泉「
の湯」滞在中利

◆洋室（1・2名に1室）
1名／1室利用はダブルルームをご用意

‡雷思0囲0：00

夕食・洋食またはバイキング（レストラン）

◆⑪15：00画10：00

ト日のAM9：00まで）

囲NE5119A！空軍良野／FRN

lⅧNE5019A■瀾富良野／FRN

夕食・バイキングまたは洋食・和食セットメ
◆lD12：00回12：00

恕渾

◆孟∴−．諾言草左，邑

◆朝・夕食付き
ニュー（レストランまたは宴会場）

◆JR富良野駅より車で約8分

喪司

◆洋室（1〜4名に1室）、禁煙ルーム（1〜
4名に1室）
1名／1室利用はツインルームをご用意

団囲旬
rⅧNE5019A■姻富良野／FRN

◆」。＼呈圭∴言等ご ′∴
型聾Ⅲ姻■圃囲監圏騨

lⅧNE5019A！車重亘富良野／FRN

ホテル・ルームタイプをお選びください︒

◆洋室（1〜3名に
1室）、禁煙ルー

禦

※1お土産プレセン
ト

●ウエルカムドリ
ンク・ウェルカム
フードサービス

◆洋室（1〜4名に1室）
1名／1室利用はツインルームをご用意

◆和室・罷天風呂付き（1〜3名に1室）

◆朝・夕食付き

◆朝・夕食柑き
夕食・北の会席料理（食事処「森の坊」）

夕食・洋食またはバイキング（レストラン）

◆〔垂〕15：00厘画11：00
◆〔壷塵選旭川空港より車で約40分、

◆⑪15：00画画10・00
◆旭川空港より車で約60分、

JR富良野駅より車で約8分

烹≡慧讐ヨ4／ト25

斬司

画班田園

法琵警笛品等に墓竪空け〜5歳

予約）■．闇司ヨヨ三＿既圃胞

亡ヨ≡B NE5019At遍四書良野／FRN

唾NES170L■嘲

◆洋室（1〜3名に1室）、
禁煙ルーム（1・2名に1室）

◆洋室（1〜4名に1室）、
禁煙ルーム（1〜3名に1萱）
◆朝食付き
◆lD12：00回12：00

◆朝食付き
◆ロ12：00屈D12：00
◆旭川空港より車で約30分
JR旭川駅より徒歩約7分

匝吏埋緊三書起l蘭留因
■＝1湖NE5024AM胴i旭川／AK」

美瑛・白金温泉／BEl

◆三上雪呈．．U豊・r‥・．
9、，・、・：・・九や．馳【a
l側NE5124A坤旭川／AKJ

◆洋室（1〜4名に1室）、和洋室（5名に1室）
1名／1室利用はツインルームをご用意

◆和室（2〜5名に1室）嚢鱒3〜5歳

◆朝・夕食付き

艶＝濫屋） 違憲溢指も言ンまたは宴会場）

◆旭川空港より車で約45分、JR美瑛駅よ ◆濫濫宗髭拾 雪空盲
り幸で約25分

【：≡ヨヨNE5018Al遜Ep

摩師団図囲

美瑛・白金温泉／B日

◆洋室（1〜4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
◆伍I12：00回12：00

◆濫憲岩滝諾籠 撃聖長
ご・

■■診附二転・∃■圏匿園匪

田NE5018Al逼Ep

美瑛・白金温泉／8日

◆洋室（1名に1室）、洋室・ハリウッドツイン
（2名に1室）
禁煙ルーム（1・2名に1窒）
◆朝食付き
◆llD12：00t正112：00

◆旭川空港より車で約30分、JR旭川駅よ

り徒歩約2分

細田皿■回

＝・・1L▼腎田

畑NE5124A■瀾旭川／AKJ

■ⅧNE5024Bt脳■旭川／AK」

JAUtyク
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＝決
弥6080

＝！真 二漬

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円害l

90・6030

お
！※諾意詣芋遺品法貨警妄詔こ巳印となります0
＊早決90は‖／ト5／18泊のみの設定となります。

つ

引；：；

●60日前まⅥこお申し込みなら1泊につき2，000円卦
●30日前までにお申し込みなら1泊につき1，000円書
引引

●未就学のお子
さまにはキッズア
メニティプレゼント

（※1）

※1初泊日のみ夕
食時ワンドリン
クサービス

●ミネラルウオー
ター1本サービス

（滞在中1回）

◆洋室（1〜3名に1室）、禁煙ルーム・ファミ
リーツイン（1〜3名に1室）、スタンダード
フォース（4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
◆画15：00密11：00
◆圏JRトマム駅より車で約5分無蒜

■≡閻※4名1室のみ

画田園

◆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室利用はツインルームをご用意

◆和室（1〜5名に1室）

◆朝食付き

◆朝・夕食付き

◆lD13：00瓜12：00
◆l・−

．

′さ二・

設定除外日日／′4〜30、4／6〜25

両NE5000F■適F亡は■トマム／TOM

嘘NE5000R■Ⅷ■サホロ／SAH

N

夕食・和食「えぞ松膳」（食事処）
◆〔画15：00匝画10：00

◆慧牒誤濃篭拾

竪誓

ホテル・ルームタイプをお遊びください︒

◆和風モダン洋室（1・2名に1室）、和風
モダン和洋室（3・4名に1室）
◆朝。夕食付き

下旬〜4月末のみ）承矧蘭画

夕食・バイキング（レストラン）

…警些悪賢笥禦漂繁岩手
圏萱〕NE5000Hl：四層雲峡／50U

山盛JNE5000Ht淵層雲峡／SOU

より卓で約90分

（3日前までに予約）図珊圏固園

二項

◆朝・夕食付き

翳深さ昌裂警諾謂月鷹か頑

◆旭川空港より幸で約90分
「宗諏耐旭川ワシントンホテル

だ≡ヨa N【5034A固層雲峡／SOU

◆洋室（1名に1室）、和室（2〜5名に1窒）

和洋室（2〜5名に1室）

◆lD14：00回11：00
◆旭川空港より車で約90分

藍三幸定
◆ln14：00信田11：00

亡≡ヨa NE5000Hl遜這I層蛮絨／SOU

◆和室（1−5名に1室）
夕食・和洋創作（レストラン）

▲

◆朝・夕食付き
夕食・和食（食事処）

画師団園幽

彗ほたる

−−

◆和室（2〜4名に1室）

予約）鱒要躯・孔E肝油■圏圏固園

設定陳列日11／4〜22

1

◆朝・夕食付き

◆朝・夕食付き
夕食・和食（部屋）
佃15：00塵画10・00

夕食・地元ポークの極撰しゃぶしゃぶ付き
ハーフバイキング（レストラン）

◆旭川空港より車で約90分、JR上川駅よ
り車で約30分
圧璽璽司JR旭川駅より重で

琵32㌫課業繋ぎ書芸）喪疫を
轡岨圏密匪ヨ
t≡這辺NE5134At逼層等嫉／SOU

◆tm14：30画11＝00
◆JR上川駅より車で約25分、旭川空港よ

慧1鵠漂吉宗茎で無言3．3；

約240分（7日前までに予約）簡盛蘭画
亡≡ヨD NE5134Ai盃岳岳漕罫峡／SOU

、・ト1・

※1昼食サービス

≦●夕食時ワンドリ
…ンクサービス

◆和室・湖水側（1〜5名に1空）

◆和室・文化の館・湖水側（1〜5名に1室）
◆朝・夕食付き
夕食・和食（部屋または個室会食場）
◆tD14：00四日：00

◆朝・夕食付き
夕食・和食（部屋）
◆画15：00廟10：00
◆とかち帯広空港より車で約110分

匡空副噌得駅より車で

撃可

約50分

◆朝食付き
◆旺112：00四12：00
◆JR帯広駅より車で約3分

冠雪農諾慧需 暫蒜盲

画風圏固園
田NE5000K団然別湖／LSR

◆洋室（1〜3名に1室）、
禁煙ルーム（1〜3名に1室）

◆とかち帯広空港より幸で約110分

敷戸3蔓
臨丑丑誕野獣蕾由■図圏固匪

固加圏固阻
団N∈5033A喝然別湖／LSR

巴∃王a NE5031A固持帯広／OBO

￣￣￣▼Wふ「

露天風呂付き音量▼「．

』養食 義
◆洋室（1〜3名に1室）
禁煙ルーム（1・2名に1室）

◆朝食付き
◆旺114：00四12：00
◆とかち帯広空港より車で
約30分、JR帯広駅より

徒歩約3分胞回国臨

E≡ヨa NE50005！型堅塁帯広／080
JAUtック
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◆和室（1〜5名に1室）

◆朝・夕食付き
夕食・和食カニが入った「瑠璃の膳」（部
屋）
佃15：00画10：00
◆とかち帯広空港より車で
約40分、JR帯広駅より

無言

毒づ壷富谷 ‖州 ∬、いノ蘭画圏園匪
E≡ヨD NE5132A型十勝川／TOK

◆和室（次の間付き）・露天風呂付きまた
は和洋室・露天風呂付き（2〜5名に1

◆和室・川側（2〜5名に1室）
◆朝・夕食付き
夕食・和食（部屋）
◆画15：00画10：00

室）
●客室露天風呂付き

◆朝・夕食付き
夕食・和食「とかちこだわり御鷹（蟹付

◆とかち帯広空港より車で約40分、

JR帯広駅より車で約20分

暫蒜盲

漸画題園園
■ⅧNE5000Di面由十勝川／TOK

き）」・「とかちこだわり御膳（とかち産牛
ステーキ付き）」チョイス（食事処）
＊ご予約時にお部屋単位でお申し込みく

ださい。

■■加準

l三†嘲NE5070W鱒十陣川／TOK

塁洲亭（ほうしゆうて扇ぎ￣￣￣￣1

◆洋室・川側（1・2名に1室）、
和室・川側（3・4名に1室）
◆朝・夕食付き

◆和室（1〜5名に1室）

夕食・バイキング（レストラン）

順15：00厨10：00

◆題諾慧漂欝晒軒：妄1
ニl t．−

約20分（2日前までに予約）

◆洋室・デラックス・露天風呂付き（1−3
名に1室）
●客室露天風呂付き
◆朝・夕食付き

夕食・和食（食事処）

■

周囲監匿墓

ヒ≡面NE5032AI鱒鱒十勝川／TOK

◆朝・夕食付き
夕食・和食「十勝旬味覚懐石」（レストラン）

佃15：00匝丞10：00
◆とかち帯広空港より車で約40分

巨憂国JR章広駅より車で

飽司

約20分

佃15・00㊨11●00
1ⅧN［5132A■瀾十勝川／TOK

し中、≡＿・了団固同
仁空車桓NE5000D由岳由十勝川／TOK

＿ちi．・了

◆和室・飛燕闇指定（1〜5名に1室）

川湯／阿寒
◆洋室（1〜3名に1室）、和室（4名に1室）
◆朝食付き

◆朝・夕食付き
夕食・和食（食事処またはレストラン）
◆lD13：00包む11：00
◆女満別空港より車で約80分、

サロマ／北見／網走

恨14：00伍12：00

知床・ウトロ

◆JR南稚内駅より徒歩約2分

璧叫
感薗

旭川空港より車で約150分

賢警護認諾等孟宗で秘本

知床・羅臼／根室／紋別

ことも1い1

画画題匿囲
畑NE5144A函温税湯／ONU

画NE5028Am閣稚内／WKj

◆洋室（1〜4名に1室）
禁煙ルーム（1・2名に1室）

◆洋室（1〜3名に1室）
禁煙ルーム（1〜3名に1室）
◆朝食付き
◆tD13：00四13：00

◆朝食付き
◆lD13：00回13：00
◆釧路空港（たんちょう釧路）
より車で約35分、JR会川路駅

より徒歩約10分

喪琴

型■折弧■図【彊
■ⅧNE5135A■沌鋼○■訓掩／KUH

◆讐讐認定論題県庁り塵司
徒歩約1分際ヨ三・刀正2登別b■画盟田
畑NE5035A■欄釧路／KUH

◆洋室（1〜3名に1室）
3名／1室利用は和風ツインをご用意
◆朝食付き

◆ロ13：00園11：00

◆和室（1〜5名に1窒）

◆朝・夕食付き
夕食・和食「創作懐石」（食事処）
佃15：00画10：00

暫豊認慧晶磁讐誉り麗句

◆女満別空港より車で約60分

l三廟NE5135A■扇面釧路／KUH

噛N∈5139B坤川湯／KWY

徒歩約9分

琵琶遍豪頭濫鳶圏墾田

ホテル・ルームタイプをお遊びください︒

琴撃碧空禦慧

温棉湯／釧路

匹頭JR川湯温泉駅より車で約10分

画回国園田匿】

◆特別室「LOHASpa」指定（2〜4名に1

◆洋室（1名に1室）、和室（2〜5名に1室）

◆報。タ畠田を
夕食・和食＋毛ガ二1杯付き（レストラン）
◆旺I14：30回10：30

◆詰・三二昔．澤㍍、．r‥、、

画働1圏匿】
lぜ些細NE5739A■脳■川甥／KWY

室）
◆朝・夕食付き

◆和室（1〜5名に1室）

◆朝・夕食付き

夕食・コラーゲンちゃんこ鍋＆摩周ポー
ク＋ハーフバイキング（食事処）
◆〔享亘〕15：00固10：00

◆蓋芸芳黙諾憲芸欝ヂ轡諸
学で約5分

野班圏園圃

夕食・和食「オホーツク海鮮御膳」（レスト
ラン）

◆画15：00囲10：00

◆声蒜ご竺J順二●60二 r：・．r
享で約5分

圏凪錮固図

◆和洋室（1〜7名に1室）
◆朝・夕食付き 夕食・和食（食事処）

◆〔画14：00園11：00
■㌻1瑚NE5039A■瀾川潟／KWY

l側NE5039A■イ瀾■川湧／KWY

I廟NE5039At沌刑関りIl瀾／KWY

JALパック

30

＝決

＝決 ＝漬

沖6080

90・6030

90日前・60日前・30日前までのお申し込みが●知日前まⅥこ桝ル込みなら1泊につき3，000円書l
つ

，！※撃霧詣誓言完妄芸富ま撃妄詔こ雪印となります0
＊早決90は1日1〜5／18泊のみの設定となります。

忘云。．禁警告（夕食∪三冠

立￣

引‥：；

●60日前までにお申し込みなら1泊につき2，000円書l
●30日前までにお申し込みなら1泊につき1，000円書
引引

「、−￣￣￣￣￣￣￣￣￣Mレラの館

N（夕創JP・コタン膳）／∩

望型P一一才望製

禦

※1ホテル内岩盤

浴無料券付き
（滞在中1回）
※別館を除く。

◆和室（2〜4名に1
室）

◆和ツイン・湖水側（2名に1童）、和室・讃

◆朝・夕食付き
夕食りiイキング（レストラン）

◆⑪15：00㊨10・00

◆讐警露語浩話題欝）より軸妄言至
より車で糾00分

圏凪圏園凰

＊夕食UPプランもご利用いただけます。
下記夕食UPプランをご覧ください。
l三周NE5137A■朋■阿寒／LAK

P

別館

水側（2〜4名に1室）
＊2名に1室は和ツイン・和室からお選びし
ただけます。

◆朝・夕食付き
夕食り†イキング（レストラン）
＊夕食UPプランもご利用いただけます。
下記夕食UPプランをご覧ください。
■欄NE5137A■瀾阿寒／LAK

◆洋室（1名に1室）、和室（2〜4名に1室）

◆朝・夕食付き
夕食りマイキング（レストラン天河）
＊夕食UPプランもご利用いただけます。
下記夕食UPプランをご覧ください。
夕食UPプランも早決30対象となります。
畑NE5037A■沌細阿寒／LAK

＊ご予約時に参加人数全員でお申し込み
ください。

別館／露天風呂付き垂嚢二二〕

一二∃

ホテル・ルームタイプをお遊びください︒

匹垂直

妻ら屋につき1
つプレゼント

●夕食時ワンドリ
◆和室・湖水側（1〜4名に1室）

◆朝・夕食付き
夕食・和食「旬彩膳」（部屋）

○客室露天風呂付き
◆朝・夕食付き
夕食・和食「旬彩膳」（部屋）

◆〔麺〕14：00匝丞11：00

佃14：00㊨11：00

昼食 ●夕食時ワンドノンク
サービス サービス

‡ ′′／．

◆和室・露天風呂付き（1〜4名に1室）

ンクサービス

仙云 』 −

◆和洋室・湖水側（1〜3名に1室）、和室・
湖水側（4名に1室）
◆朝・夕食付き
夕食・バイキング（レストラン）

◆⑪15：00囲10：00

◆翌警忍法乍詣諾監凍り蔑両

蛋幸※1箆ス●写讐ンドリンク
（※1）

手で約100分

画盛儀

E≡≡D NE5037A随阿寒／LAK

●夕食時お飲み
物10％割引

ンクサーヒス

二二二⊥
◆和室・湖水側（1〜5名に1璽）
◆朝。夕食付き
夕食・和食（レストラン）

◆⑪15 00㊨10：00
◆釧路空港（たんちょう釧路）より章で約

◆m13；00⑮11：00
◆釧路空港（たんちょう釧路）より車で約

団園田匪
FⅦNE51378■Ⅷ■阿寒／LAK

二血」

曳画
蘭画圏固匪∃

仁≡ヨa NE5037At：迎阿寒／LAK

◆和洋室（2〜5名に1彗）

より車で約50分

◆朝・夕食付き
夕食・和食「サロマ海山料理」（食事処）
佃15：00廟団10：00

圧団JR北見開より学で約10分（日

◆女満別空港より車で約60分

佃15：00廟10：00

夕食・バイキング（レストラン）

60分、JR釧路駅より車で約90分

一

◆洋室・リゾートツイン・湖水側（ 1・2名に1
窒）
◆朝・夕食付き
夕食り†イキンクまたはセットメニュー（レス
トラン）

◆和室・湖水側（2〜5名に1室）
◆朝・夕食付き

60分

LdEこ、Ⅶ＿ト

◆女満別空港より車で約60分、JR網走駅
〜3月のみ、3日前までに予約）

も璧ド・3汚聖除く圏画題固匝
【ヨ正l NE5143A6；Ea網走・サロマ湖／ABA

数司
圏匿表
に遡NE5143Al；遍D網走・サロマ湖／A8A

●湯あがりアメニ
ティセット付き（滞

在中1回）
●ポストカード3
枚1セット付き（滞

甲

※1卓球またはカラ
オケBOX30分
サービス

●夕食時ワンドリ
ンクサービス

◆和室・和洋室チョイス・湖水側（1〜5名
◆洋室（1・2名に1室）
部屋風呂なし、シャワー・トイレ付き

◆朝食付き
◆ロ14：00圏11：00

◆砦㌶農芸等誓誌分包p．3…
闇琵護圏園田
FTTm NE5142A■滅罪巳】■北見／KTJ

JAlJlック
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に1室）

◆朝・夕食付き
夕食・和食「潮彩膳」（食事処「前浜」）
◆lD14：00曲目：00

◆蓋霊琵漂是票≡誓讐慮蒜
約7分

圃組圏固囲

E≡ヨ田NE5145Al碑網走・サロマ湖／ABA

◆洋室（1名に1室）、和室（2〜4名に1室）

◆朝・夕食付き
夕食・和食「モヨロ鍋とオホーツク膳」（レ
ストランまたは宴会場）

佃15：00㊨10：00

◆て蒜寅．てこ一山∵十で0 、r：・．
約7分

画風圏図画

亡≡望D NE5045Al；迩網走・サロマ湖／AEiA

◆朝食付き
◆012：00回12：00
◆女満別空港より車で約35分、JR網走駅
より徒歩約5分

圏圏匿］
団NE5045B！型網走・サロマ湖／ABA

「− 緑かい辞しト

◆014：00四日：00

◆女満別空港より車で約20分、網走市内より車で約20分■●夕食時ワンドリンクサービス
鹿劇画1JR網走駅より軍で約15分
無臭叫
轡矧圏圏凰
（3日前までに予約）

留禦
※1昼食サーヒス

●夕食時、旬の一
品サービス

●ホテルのバー

にておつまみやド
◆和室（1〜5名に1室

リンクが50％割引
（90分間のみ）

◆朝・夕食付き
夕食・かに料理「本陣」（小部屋）
◆012：00回12：00
◆女満別空港より幸で約30分、JR網走駅
より車で約8分
醜女満別空港より享で

▼＿朋，叩

約30分（11・12・1・絹のみ）、鷹か・3…

＊ご予約時に参加人数全員でお申し込み

JR網走駅より車で約7分図画蜃画

ください。

（3日前までに予約）

巨喜喜巨頭NE5000N嘩網走・サロマ湖／ABA

匡酬NE5000N■瀾■網走・サロマ湖／ABA

◆洋室（1名に1室）、和室（2〜5名に1室）

◆洋室（1・2名に1室）

◇朝。夕会付き

◆朝・夕食付き

夕食・バイキング・和食（レストラン）チョイス
＊夕食メニューはご予約時にお部屋単位で
お申し込みください。

＊夕食メニューはご予約時にお部屋単位

！三三型NE5145A■個網走・サロマ湖／ABA

脇NE5145A垂網走・サロマ湖／ABA

＿三嘉≡衰立上護憲1）羅臼沖ネイ
◆和室・和洋室チョイチャーウオッチンク
ス・岩盤浴付き（1〜■クルーズ半額（おと

駄1崇讐警貫鍔箋墨

◆和風ツイン（1・2名に1室）

ただし、グレードアップは除く。）

◆和風ツイン（1・2名に1室）、和室（3〜5
名に1室）

夕食・バイキング（レストラン）

◆朝。夕食付き

◆ロ12：00広む12：00

◆嘉驚景悪霊蒜より暫蒜椅蘭を
車で約80分

加の場合は夕食通常

◆朝・夕食付き
メニューにプラス季
夕食・地場鮮魚料理 節の一品サーヒス

夕食・バイキング（レストラン）

◆朝・夕食付き

い）。中止および不参

レ付き

◆朝・夕食付き
◆洋室（1名に1室）、和室（2〜5名に1室）

でお申し込みください。

夕食・ハイキング（レストラン）

転妄覇喪笥禦深謝。

蛭班圏匪】匿】

ト側NE5147A■嬬遮引l知床／STK

lⅧNE5147A■澗知床／STK

（食事処）
◆⑪15：00

●羅臼オリジナル
はがき・シール1枚

廟09tOO

プレゼント

約180分

たは羅臼昆布茶
（まるみ特製）を
プレゼント（滞在

◆JR釧路駅より車で ●羅臼棒昆布ま
■■師宰彗三鉱−■■

艮昆 r：、・

中1室につき1個）

lⅦNE5000E■澗知床／STK

鱒＿・ ＿二＿。ノJ ＿￣i 針髄濁 凝咤脚．・ 細卿酬配瑚 リ＠
グレートアップ77ノ

l割

鎧即，相 二］志≡￣こ削。）報 」

TrlF：つ： 上￣芳煉￣￣… ・て√セ■サワ 測■q ＿畠 に1室） ／ク（レストラン） 翳墓等品。分塑望 圏凪圏園 作料理」（食事処） 参加人数全員でお申し ，．＿衷弓

■′皿：■「＝プーr．庸 二＿叫声丁一￣㌻￣ ′一＿⊥■■■i壱￣r

覇「1 日こ㍉温

ホテル・ルームタイプをお選びください︒

−lr 監監：−

夕食・バイキング・和食（レストラン）チョイス

繋毒■〈？￣ニメメ，r

・すJh・ rコノさこき等逢，

◆和室（1〜5名 ◇親。夕色付き 夕食・バイキ、 ◆⑪15：00 ◆女満別空港 蘭㌫誌忘 ＊ご予約時に くださし㌔

￣■→重義kLて ミ￣苛 岬 ■■■頗感忘か
◆和室（1〜4名に1室）

草

◆洋室（1名に1空）、和室（2〜5名に1室）
◆和室（1〜5名に1室）
◆朝・夕食付き
◆朝・夕食付き夕食・バイキング（レストラン）

匿
L

込み

夕食・バイキング（レストラン）
●和食「旬鮮創作料理」（食事処）

●和食「旬鮮創作料理」（食事処）

夕食UPプラン

夕食UPプラン

＊ご予約時に参加人数全員でお申し込
みくださし㌔

㊥全室禁煙

＊ご予約時に参加人数全員でお申し込

◆朝・夕食付き
夕食・和洋食（広間またはレストラン）

◆圧釘15：00厨10：00
◆釧路空港（たんちょう釧路）より ＿ゾ）
車で約180分、JR根室駅より ミ鞄

徒歩約7分

みください。

圏匿】

■÷†∴嘲NE5148A■朋■根室／NMR

扇召E正

一￣車

≡

蘭

二j

◆和ツイン（1・2名に1室）、和室（2〜5名
に1室）＊2名に1室は和ツイン・和室から
お選びいただけます。

◆洋室（1〜3名に1室）
禁煙ルーム（1〜3名に1室）

◆朝・夕食付き
夕食バイキング（レストラン）
＊夕食UPプランもご利用いただけます。
右記夕食UPプランをご覧ください。

◆朝・夕食付き

◆⑪15：00幽10：00

◆朝・夕畠何番

◆女満別空港より車で約100分、

夕食・ハイキング（レストラン）
＊夕食UPプランもご利用いただけます。
右記夕食UPプランをご覧ください。

囲うトロ温泉駅バスター
ミナルより車で約3分

図画圏園園

■ⅧNE5147A■嬬屈＝■知床／STK

夕食・和食「和食膳」（レストラン）
◆tD13：00回13：00

◆和洋室（1〜5名に1窒）

lⅧNE5147AF側知床／STK

◆濫諾誤認紆分、愛車

＊ご予約時に参加人数全員でお申し込み
ください。

■詔ヨ屋Ⅷ緊主蓋長盛一画規圏匪∃
■ⅧNE5038A■欄紋別／M扇∈
JAUtyク
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JALパック日帰り観光バス：羞警望遠話芸認諾認諾享篭慧芸に旅行会慧警芸芸器ジ還

JALパックが運行する

オリジナル日帰りパスプラン。
季節にあわせた旬の見どころや冬ならではの体験もお楽しみいただけます。
※定員制ですので満席になり次第締め切らせていただきます。

■ご利用いただける期間2013年10月柑〜12月23臥
2014年1月5【卜318、3即日〜31日
■雄帯≡磯：NG5191A（隈定）

新千歳空港→札幌地区ホテル→沖央卸売場外市場／約70分または北海道
欄宮／約50分→∵■踊矧市内倍自観光・昼食など）／約90分（降車のみ）→ 享些夏空

6、レットパーク札幌北広島／約140分または㍗宇歳アウトレットモール・レラ／
約90分→新千歳空港（降車のみ）→札幌地区ホテル

1ALパック日帰り観光バス

●中央卸売畷外市場または北海道神宮の観光の選択は、乗車当日に乗務員が確認いたします。●小樽運河はルタオルショ
コラまで案内いたします0その後・各自睨光となります。●小樽にて降車ご希望のお客さまは、ルタオルショコラで解散と
なります。●当日お帰りのお客さまは・三井アウトレットパーク札幌北広島および千歳アウトレットモール・レうでの降車が
可能ですが、新千歳空港までの移動はお客さま各自となります。
上空測

新千歳空港08：40

【札幌地区ホテル】 札幌エクセルホテル東急09：40／札幌東急イン09：50／札幌グランドホテル10：00／
」Rタワーホテル日航札幌10：10
【小樽】
小橋運河12：50頃
【ショッピングモール】三井アウトレットパ」ク札幌北広島15：40頃／千歳アウトレットモール・レラ16：20頃
【空港】
新千歳空港16：40頃
【札幌地区ホテル】 札幌エクセルホテル東急・札幌東急イン巧L幌グランドホテル・
」Rタワーホテル日航札幌18：58憤
代歪に吉宗れるもの■日帰り観光バス乗車料金、消費税等諸私 代金に含まれないもの：左記以外の各観光地における入場・入園料金など。
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鵬一 走行距離／■ご利用いただける欄間2013年11月23【ヨ〜12月25乱 臣完 最大巴竺」h琵辺：NG5192A瀾是71相即8−3柑

．ニ孝 ・一・一『 才￣．− 、、ヽ 1Vごり ・、ベターニ ヽb J ミJ ￣：ヽチアー・ 札幌地区ホテル→悪岩山（もいわ山ロープウェイ・ミニケーブルカー〈もーりす力 二を）（往復乗車／告白観光）／約60分→さっぽろホワイトイルミネーション（※11月・12月のみ大 通公園にて途中下車可）→札幌地区ホテル

鮭軍 ●ノ￣J ・十㌦、】 塚一策竃
ヰ■￣席，な ：7−−′ し幌ホワイトイル≡ネ 代合に富まれるも ルカ−（も−りす力 代金に富まれなし1

者F エ

＝：・■−■

ヲ（イメ り観光
■ニー勘助靭塾≠ 料金、もいね山 ・茨扇 ロープウ
★ イ・ ケーブ ■三二 と 【札幌地区ホテルJJRタワーホテル日航札幌19：00／札幌グランドホテル19：10／札幌東急イン19：20／
札幌エクセルホテル東急19：30
の：B 瞳 誉1㍍ バス乗
l￣＿・・守肇
●「大通公軌の降車は・さっぽろホワイトイルミネーション開催時期（11月22日〜12月25日）のみとなります。●もいわ山ロープウエ イが強風などの悪天候により連休の場合は、大倉山展望台の観光になります。

ー）往復運賃、消費税等諸税。 もの：上記以外の各観光地における入場・入園料金など。

帆幌地区ホテル】 札幌エクセルホテル東急・札幌東急イン大通公園（5丁目付近〉胤幌グランドホテル．

JRタワーホテル日航札幌21：30頃
叫御世W

MW

←仙川

−一一wnWW洲叩Wへ

伽ⅥW州wT

、〜伽1㌣一冊佃叩一一m叩間W珊「町ナ伽

目陥りバスプランのご注意 ●全席禁煙となります0●補助席は使用しておりませんD正座席のみの利用となります0●全てのバスに化粧室はございません9●増車対応、整備などのやむを得ない事情により、予告なし
に通常のバス（大型・小型）・タクシー（ジャンボ・小型）となる場合があ。ます。なお・タクシー（ジャンボ・小型）の場合はバスガイドは付きませんのであらかじめこ了承くだ乱、。●季節・天候・道路・そのほかの事情により、予
告なしにルートを変更・割愛または運休する場合があります0また、各ル小に記軌ノている発着時刻が前後する場合があります。他のツアーのお客さまと混乗となります0●航空便との接続時問は、往復指新千歳空蒼で
は40分以上必要とな。ます。JRをご利用の場合、接続時間には十分余裕をお持ちくだ乱、0●下車観光地での途中下車は可能ですが・代金の払い戻しはありません0●乗車場所偶刻などは決められています。また、各
地区の乗降彗設定ホテルはルートによ。異なりますのでご注意ください0●座席は自由席ですが・ほかのお客さまと相席となる場合があ。ます0また、予約状況により乗務員が指定させていただく場合があります。
●2008年6即日の道路交通法一部改正により・「バス乗車中はシートベルトの着用Jが義務付けられました（一部座席を除く）0′でスをご利用いただくお客さまはシートベルトの着用に
▼

＝スイーツがおすすめ

JAL／tyク
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運行ルートの見方
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だし席料席料に関する記載はご利用いただくコースl諏してのご案内です0●各ルート内に表記している観光施設の滞在時間は目安となります。当日の道路状況などにより、滞在時間の変更または割愛となる場
合がありますのであらかじめこ了承ください。

JALキャンペーンバス

：諾冨妄語法器諾吉荒、豊芸冒認諾…冒宝器豊玉1月闇温

人気の旭山動物鼠へ。

ワクワク気分を楽しく盛り上げる、
愛らしいイラストがペイントされた
バスに乗ってGO！
■

￣

￣

▼

￣l

■￣￣■￣￣

￣

▼￣

▼￣▼￣

￣￣：

旭山動物園に待望の
新施設がオープン！！
キリンとカバを

飼育展示する

r大型草食獣鑓（僻）」
がいよいよ今年の冬
オープンします。

大型草食獣詑（仮称）昔茫署百1月専念う

JAL旭山動物園弓の車内
￣、￣

■

￣1￣1■

￣・●一
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■▲￣■

い

■

1￣■■▲1、で
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走行距闇／最大約350km

この冬もとっておきのJALキャンペーンバスが走ります。かわいいイラストのバスで旭山動物園へ行こう！！漣汚〉日本航空／取消料なし

札幌地区ホテル→砂川ハイウェイオアシス館（休憩）／約20分→旭幽閻魔堰膵奮励払諸脚那馴 （各自観光・昼食など）／約3時間→」R旭川駅→旭
川地区ホテル→砂川ハイウェイオアシス館（休憩）／約20分→JR札幌駅→札幌地区ホテル
●ご利用前日に札幌市内ご宿泊の方が対象となります。ご旅行の最終日にご利用の場合は、」R・航空便とも時間に余裕をお持ちくださいさ

1駅l JR脚Il駅15：35頃／JR札幌駅18：20頃

t旭川地区ホテル】旭川グランドホテル・ホテルクレッセント旭川・ロワジールホテル旭川15：50頃
【札幌地区ホテル】ホテルモントレエーデルホフ札幌・」Rタワーホテル日航札幌・京王プラザホテル札幌ヰし幌グランドホテル・札塀プリンスホテルタワー・東京ドームホテル札掛札幌乗急イン・
メルキュールホテル札幌・札幌エクセルホテル東急・アートホテルズ札幌18：30頃

JALキャンペーンバスのご注意 ●全席禁煙となります。●補助席は使用しておりません。正座席のみの利用となります。●増車対応、整備などのやむを得ない事情により、予告なuこ通常のバス（大型・小型）・タクシー（ジ
ヤンボ・小型）となる場合があります。なお、タクシー（ジャンボ・小型）の場合はバスガイド射寸きませんのであらかじめご了承ください。●季節・天候・道路・その他の事情により予告なしにルートを変更・割愛または運休する
場合があります。またルートに記載している発創時刻が前後する場合があります。旭山動物園への到石時刻が大幅に遅延すると想定される場合は、旭山動物園まで運行せず引き返すことがありますので、あらかじめご了承
ください。●」ALキャンペーンバスはほかのツアーのお客さまと混乗となることがありますのであらかじめご了承ください。●ラッピングパスは座席数に限りがあるため、ご予約巳等の先忘順となります。ラッピングバスが満
席の場合は通常バスでのご予約となります。ご予約の際にご確認ください。●バスの座席は自由席ですが、予約状況により乗務員が指示させていただく場合があります。●下車観光地での途中下車は可能ですが、代金の払
い戻しはありません。●乗降幸場所・時刻などは決められていますのでご注意ください。●2008年6即日の道路交通法一部改正により、rバス乗車中はシートベルトの着用」が義務付けられました（一部座席を除く）。バスを
ご利用いただくお客さまはシートベルトの着用にご協力をお廉いいたします。●運行ルートの味方は33ページ下段をご覧ください。

中央バス札幌市内1DAYパス：認諾蒜㌫諾讐諾諾荒温芝γ言呂深謀温社にてご予約ください。）庭園
札幌市内をはじめ、さっぽろうお−くも使えるお得な1日乗車券。

さっぽろうお−く

※ただし、高速バス・空漕連結パス・
イベント時の会場輸送バス、および
サッポロビール図・サッポロファクトリー・
有明線のr白旗山競技場入口〜すず
バスセンター・時計台前 など
らん公図東口」問、滝野線の「石山陸
橋〜芸術の森センター・サンブライト
宍駒内・空沼登山口・すずらん公園東
口」間はご乗車いただけません。
＊上記立ち寄り先は変更になる場合があります。

代金（1名様）
おとな

固辞

こども（小学生）

750円

380円

NN6375A

06：50〜22：40発／07：10〜20：00の

時間帯は20分間隔で連行
上記以外の時間帯は約20−25分
間隔で運行／所要時間約30分

ご利用上の注意：●当日に関り何度でもご利用になれます。●上記は主要停留所のみ表記していますが、このほかにもバス停留所がございます。●交通渋滞
や悪天候でバスが遅れる場合がありますので、ほかの交通機関への乗り継ぎには充分な余裕をおとりください。●災害などにより運行を取りやめる場合もあり
ますので、運行状況についてはその都度お問い合わせください。●上記運行内容は2013年7月現在の予定につき、一部変更になる場合があります。あらかじ
めご了承ください。●lまかの割引券および現金との併用はできません。また、クーポンの損金・未使用や紛失時の払い戻しもできません。●クーポンは、他人に
貸与・譲渡することはできません。●代金に含まれるもの：中央バス札幌市内1DAYパス料金、消費税等諸税。
（お問い合わせ〉北海道中央バス TEL．011−231−0500仲央バス札幌ターミナル）〈運行〉北海道中央バス／取消料なし

おたる市内線バス一日乗車券

函館市電・函備バス共通乗車券

■ご利用いただける期間：2013年10月1日〜2014年3月31田
■旅行出発前予約（出発日の前日から起算して10日前までに旅行会社にてご予約ください。）囲

■ご利用いただける期間：2013年10月1日〜2014年3月31巳（ただし、2日間は3月30日までとなります。）

「おたる散策バス」をはじめ、小樽市内線210円均一区間が乗り放題！

函館の街を縦横に走る市電とバスが利用できる便利な共通乗車券。

■旅行出発前予約（出発日の前日から起算して10自前までに旅行会社にてご予約ください。）囲

利用日数

●当白に限り何度でもご利用になれます。
●上記運行内容は2013年7月現在の予定につき、一部変
更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
●代金に含まれるもの
おたる市内緑バス一目乗車券料金、消費税等諸税。
〈お問い合わせ〉北海道中央バスTELO134−25−3333
（中央バス小樽ターミナル）
あたる散策ハス（一例）〈運行〉北海道中央バス／取消料なし

■おたる市内軌でス一日乗事券でご利用できる範囲

一一−
範囲内で乗り降り

一・＠ノ 」応諾詔

含まれるので、とっても便利。 崇一恵￣−∴∴、小還拶

毎日9

長空転」，
ヒ竺竺1．．＿⊥」

代金（1
名様〉
ことも（小学生）

おとな

四

1日間

1，000円

500円

NN6121A

2日間

1，700円

850円

NN6122A

●有効期日に関り何度でもご利矧こなれます
●100円バスはご利用できません。
●代金に含まれるもの：

百雷巾中電鱒／q鱒鱒≠野草！旦鱒鱒華鱒・

五檀那公園（イメージ）函矧山からの夜景（イメージ）〈お問い合わせ〉函館市企業局交通部TEL0138−32−1730

〈運行〉函館市企業局交通部／取消料なし

JALキャンペーンバス／中央パス札幌市内1DAYパス／おたる市内線パス一巳乗車券／画壇市電・函館バス共通乗車券

帆幌地区ホテル】札幌エクセルホテル東急08：00／アートホテルズ札幌08：05／メルキュールホテル札幌08：10／札幌東急イン08：15／東京ドームホテル札幌08：25／
札幌プリンスホテルタワー08：30／ホテルモントレエーデルホフ札幌08：40／札幌グランドホテル08：45／京王プラザホテル札幌08：55／JRタワーホテル日航札幌09：00

JAUtyク
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北海道リゾートライナー ：諾冨完諾品濃諾荒忘［書誌誤字漂諾ききご予約ください。）

人気のスポットやおすすめの見どころを満載した

充算のわートタ

臼安心・おまかせ！
バスガイドがご案内！

ロ88日四日臼田

（撰Buy−Bye札幌・小樽＆千歳号を除く）

北海道アクセスネットワークが運行する北海道リゾートライナーが

田全席禁煙できれいな車内！

人気の観光地と温泉地をめぐりながら、広い北海道を走ります。

札幌地区ホテル→新千歳空港（11
（13‥20発）→ウトオオ湖／約20分→地獄昏／約20分→のぼりべつクマ牧場（各自払＝2，520円）（登別地区ご宿泊

のお客さまのみ）→登別地区ホテル→洞爺地区ホテル
【

￣

￣￣￣

■

￣

￣

−

￣

▼
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・，￣

北海道リゾート■フイナー

●ノーザンホース／マークは園内に昼食を持ち込めませんのであらかじめご了承ください。
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●のぼりべつクマ牧場は登別地区ご宿泊のお客さまで希望者のみ各自観光となります怖テルまではのぼりベつクマ牧場の送迎車でお送りします。受付にてお申し出ください）。

帆幌地区ホテル】」Rタワーホテル日航札幌08：55／センチュリーロイヤルホテル09＝05／札幌プリンスホテルタワー09：15／札幌東急イン09：25／

【空港】

数学嘉茎競i温溜＝35／ア￣トホテル諷卿9＝咄

【登別地区ホテル】 登別石水亭・名湯の宿パークホテル雅亭・第一滴本館・ホテルまほろば・祝いの宿登別グランドホテル・登別万世閣15：35頃
t洞爺地区ホテルI 洞爺観光ホテルザレイクビューTOYA乃の風リゾート洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス・絶景の湯宿洞爺湖畔亭・
洞爺サンバレス17：15頃

【≡⊆：B：NN5802A・＿

二

一二
■

登別地区ホテル→隠微矧跡偏間組（例属現地ロープウェイ（各自払＝1・450円）・昭和新山熊牧場（各自払＝
型壁型など）／約1時間10分→洞爺地区ホテル→昭和新山／約25分→京極ふきだし公国（羊蹄ふきだし湧水）／約25

分→小樽市内（各自観光・昼食など）（例：購召還掛北口硝子・オルゴール望・石原裕次郎記念館（各自払：1，500円）な
ど）／約2時間20分→小樽地区ホテル→札幌地区ホテル→定山渓地区ホテル
●小樽にて石原裕次郎記念館の窮光をご希望のお客さまは・バスにて送迎いたしますのでバス乗務員にお申し出ください。
●小樽地区ホテルにご宿泊のお客さまは、ホテルチェックイン後各自小樽観光となります。●有珠山ロープウェイは2／17〜3／10運休となります。
憧別地区ホテルl登別石水亭07＝50／名湯の宿パークホテル雅亭07：55／第一滝本館08：00／ホテルま1まろば鵬：03／軌いの宿登別グランドホテル08：07／
登別万世闇08：10
【洞爺地区ホテル】洞爺観光ホテル09‥遣／ザレイクビューTOYA乃の風リゾートの：28／洞爺湖万世闇ホテルレイクサイドテラス的32／絶票の湯宿洞爺湖畔牢的：35／
洞爺サンパレス09：40

t小樽地区ホテルlホテルノルド小掛小樽運河前ホテルソ二ア・オーセントホテル小浄グランド／トク小劉3：45垣順不同）
帆幌地区ホテル】アートホテルズ札幌札幌エクセルホテル粟急・札幌東武ホテル胤幌乗急イン・ホテルサンルートニュー札幌・東京ドームホテル棚嘆・
札幌プリンスホテルタワー・札幌グランドホテルニューオータニイン札幌・」Rタワーホテル日航札幌・センチュリーロイヤルホテル・
京王プラザホテル札幌16：50頃
【定山渓地区ホテルは山渓グランドホテル瑞苑・定山渓万世闇ホテルミリオーネ・章月グランドホテル・ホテル鹿の湯偏山渓ビューホテル18：40頃
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新千歳空港発
新千歳空港→砂川ハイウェイオアシス館／約20分→旭山動物園（各自払：800円）（各自軌か昼食など）／約2時間40分

ヽ→層雲峡地区ホテル
・旭川空港発
旭川空港→鳩山動物囚（各自払：800円）（各自観光）／約1時間40分→層雲峡地区ホテル
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けない場合がありますのであらかじめこ了承ください。

E歪∃田一控港】

新千歳空港09：30／旭川空割3：10

』闇陶i旺遜遜【層雲峡地区ホテル】層雲峡朝碍亭・ホテル大雪・層雲闇グランドホテル個割突調光ホテル・層雲峡温泉朝削ゾ十ホテル16朋頃
写宍提供：旭川市鳩山動物園
●こど引代金は3歳以上12歳未満のお子さまに適用0●代金に含まれるもの北海道リゾートライナー乗車料金、消費税等諸私●代金に含まれないもの

昼食代、各観光地における入場・乗車乗船料金など。

し・有料億料の表記はご利用いただくルートに対してのご案内です。●ルート内に表記している観光施設の滞在時間は目安となります。●当日の道汚状況などにより、滞在時間の変更または割愛となる場合
がありますのであらかじめご了承ください。

北海道リゾートライナーのご注意 ●全席禁煙となります0●補助席は使用しておりません0正座席のみの利用となります0●全てのバスに化粧室はございません0●増車対応、整備などのやむを得ない劉副こより、予告
なしに通常のバス（大型・小型）・タクト（ジャンボ・小型）となる場合があ。ますDなお・タクシー（ジャンボ・小型）の場合はバスガイドは付きませんのであらかじめご了承ください。●季節・天候・道路・その他の事情によ。予
告なしにルートを変更・割愛または運休する場合があります0またルートに記載している発割等刻が前後する場合があ。ます0●バスは北海道アクセスネットワークの運行となり、他のツアーのお客さまと混乗となります。
■●航空便との接続時間は、往路新千歳空清では40分、旭川空潜では20分・復路40分以上必要となります0」Rをご利用の場合・接続時問には十分余裕をお持ちくだ乱、0●座席は自由席ですが、予約状況によ。乗務員が指
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