
出ラEfヨ 人望三 人只 ��十 二 リ �】 �座紺紛 ！2′′ほ－3′19 �1／31～2／14、 �12／31人′1／2 

3名1室 �52 �平イ木目 �9＿900 �10．800 �14，500 
イ木前日 �10．800 �11．900 

2名1竺 ��平イ木目 �10．800 �11．900 �16，000 
休前日 �11．900 �12＿900 

1名1室 �41 �平イ木目 �14．000 �15000 �17，700 
15．000 �16．000 

生） � 

3名1整 �52 �平休日 �5．500 �6．400 �10，100 
休前日 �6】400 �7．500 

2名1室 ��平イ木口 �6．400 �7＿500 �11，600 
7．500 �8L500 

1名1室 �41 �ドFイ木目 �9．600 10．600 �16＿白玩i 11＿600 �13，300 

MSGDO2－662346E匹ヨ ���������� 

kテルJALシティ長 ������岳頭■適正旺『 ■　ロ覇巫El ����14：00 11二00 

ナ・く ＿、警‾‾芋聾塗二＿ 媛■－f■鞠や叫瀧、 �岳■巨∴　岩慧≡ ���������＿で毎分 ツイン十 （単位：円） 

感劉■ごェキストラ t基本代金：大人おひとり様：1泊2日 （博多駅発芯／豆歪亘巫） 

打∫■豊1Ⅳ ！　∃ ■mk．． 　毒・＿．．＿観 �照 ��引　儀驚 ����用／1 二‡ 2／ �～11ノ23、 2～2／6、 9～2／13 �1 �2／31、 1／1 2，600 3，600 5，200 8，200 9，200 0，800 

3名1室 �52 � ��� �9，300 �1 
休前日 �t　　9． �00 � �9．800 

2名1室 ��平休日 �9． �00 �1 �0．300 �1 
休前日 �10 �00 �1 �0．800 

1名1室 �41 �平休日 �11 �00 �1 �1．900 �1 
休前日 �上　11 �900 �1 �2．400 

廷 泊 代 金 �3名1空 �52 �平休日 �t　　　4 �00　1　　4900 休前日 �4 �00　】　　5，400 

2名1室 ��平休日 �T　　　S． �00　1　　5900 
休前日 �5． �00　】　　6．400 

1名1空 �41 �平休日 �t　　7． �00　1　　7500　1 
休前日 �7500　【　　8000　】 

コ；≡ �� 

MSGDO2－662347（基本〉／662348（早割）lEZZZZl ���������������� 

▲ ��トウ �）エスタ ��　⊥　　　　　　　白頭－】罰九・・一 上コ1　　　　　　　　閻 �����������14：00 11：00 

巨二塞肇頻 ��鮪▼ィ ��� �����������（単位：円） 

≧ ��㍗苓－ ∵「『■▼■▼■‾三‾ 一√‾にJh「 汗■＿－ �滋崇■㌔ノ′ �料，三、． 浸 �ふ1 �．三二彗 毒○朝食付プランの場合、プレックファストをランチ対応できます！（無粁） ト○泊まっ得■お楽しみメニュー 1①路面芯吏1日莱正券①ホテルメイドタルトケーキ・③長橋ぶちグルメクーポン＆マップ 三〇連泊特典【澗剛2013年10月1日～2014年3月31日〔陪夕柑：12／31－1／2を含む迎泊） ②・レストラン1，000円分利用券（お1人様1校、館内レストラン利用） L③・棺佐山温泉「ふくの拐」の入浴券（お1人桟1枚）④長路プラチナパスポ【ト3（お1人接1枚） l；：ち〇、〇は、ホテルチェックイン時にチケットをお恋しします。l �㌻竿 ��妻 7‾ ゴ リ � �り3～1／30、 2ノ15～3／20 �1．／31一一2／14 �3／21～3／30 �1／2 �12 �／31～り1 
… 巨 r 勘 � ��藩云〆蔓葦 ■■一一・・ぷ 一上 ‾1≠塞 ���� �3名1室 �73 �平休日 休前日 � ��12．200 13．200 �16，800 �1 �7，800 

2名1室 （ダブル） �66 �平休日 � ��13．200 �19，000 �2 �0，200 

休前日 � ��14．300 

2名1室 �73 �平休日 � ��13．800 �20，000 �2 �1，100 
休前日 � ��14．800 

恵 ��平休日 � ��19．100 �31，300 �3 �2，300 
1名1呈 ��休前日 � ��20．200 

3名1重 �】平休日 ��6．700 � ��12，400 �1 �3，400 
1休前日 ��7．800 � 

2名1室 （ダブル） �66 �平休日 �7．800 � ��14，600 �1 �5，800 

休前日 �8．800 � 

2名1室 ��平休日 �8．300 � ��15，60可1 ��6，700 
休前日 �9．400 � 

宙 �73 �平休日 �13＿600 � ��26，900 �2 �7，900 1名1土 ��休前日 �14．700 � 

同琵憑匹ヨ：1000円引引朝食包し陰外日12／3ト1／2） ■i＝　t辺正■JR長橋駅より徒歩約8分　t五五■ダブルツイン・ツイン＋エキストラ ���� 

MSGDO2－662349／662350（季節）lEⅡ臼 　▲＝一・　日　＝岩夫岳頭■四14＝00 

ご・Fllこ　　●　　　F－　　∩品’1・田辺正ロ11＝00 
∴∴∴　　－　　　　　＿－　′　　一一 ���� � � � 

■基本代金：大人おひとり様＝1泊2日（博多駅発語／E団）（単位＝円） 

鼻， 一一〉Jt＞Ⅶ i藍・＿■1、・二二．芸更ヨ 1′・、計－ t五匹∃■ツイン・ツイン十エキストラウォーズ Qレストランにてバイキング �二芸 ��碁 ゴ リ � ��り5・・｝2／28 �3／l～3／30 �12／31：・、1／4 

5名1室 �84 �平休日 ��13＿600 �14600 �19，500 
イ宥 �福 �1　16．600 �17＿700 

4名1室 ��平 �日 �14＿200 �15．1蘭 �20，000 
休‘ �i日 �1　17．300 �18．200 

54 �平 �日 �15＿100 �16．200 �21，000 

休 �7日 �18．20〔l �19＿300 

2名1空 ��平 �日 �16＿200 �17＿300 �】22，000 
休 �目 �19＿300 �20＿30〔l 

1名1室 ��半 �日 �1鋸00 �20＿300 �l 【 
イ �日 �22＿葡0 �1　23．500 

延 泊 代 金 �5名1空 �84 �平 �こ日 �9，200 �10200 �15，100 

イ′ �臼 �121星9L �13．300 

4名1空 ��平 �十」 �9．86日 �10．700 �15，6（〕0 
休 �旧 �1　12．900 �1　13．80【） 

3名1空 �54 �平 �日 �10＿700 �11．800 �16・600　F 
イ′ �日 �13．800 �1　14．900 

2名1空 ��平 �日 �11．800 �12．900 �17〉600　L 
休i �冒1　14．900 ��15．900 

1名1室 ��平 � ���－l 

休i � 

MSGDO2－662352l■眉■El判Lmt！■■誹1割賦踊F；） 　　　　　　　　　　　∬‖l川 

■日　　　ノーー　　　　　　　　　　ノr⊥　鳶天大 ������浴蟻　　　　　　16：00 

：■JM　仁　　　一l■ ��・．　＿．」一　　薩蚕臼玉匠巫ロ10＝00 

＿一■－ 

ドニi ri－リ－チェックイ 15＝00（離のみ）Ⅶ �、‾三野‾「■て野上‾’－　翳 ����� ���ア＝て牒 

レイトチェックアウ 11：00 �巨誓無代二二．メき∴ �����i き 　　　　㌔持 

■基本代金：大人おひとり桟＝1泊2日（博多駅発窟／匝遍重団日単位月） 

盛観‾鮒 横等撞き・説明 　弓 t巫【玉■JR長靴Rより薬で桝5分 ■琵匹■和室 �ェ ��カ テ ゴ リ �l … �1／3～1／30、 2／16へ′3′30 � � �12／31・・一1ノ1 
4・5名 1室 �15 �平休日 �11．400 � ��20，400 

休前日 �12．900 �i　15．000 

3名1室 ��平休日 �12．40〔】 �14．000 � �21，400 
休前日 �14．000 �1　16，100 

2名1室 ��平休日 �13．500 �15．000 � �22，400 
15．000 �17．100 

廷 泊 イ 金 �4潜　諾 ���ー悪路寸∵撰濫－116，000 
【平休日 ���8．000 �9600　1 

9．600 �11700 

平休日 ���9．180 �10600　　j �� 

朝 � Qレストランきたは滝枇にでバイキング託は和義 �� � 

Qレストランまたはお灸事処にて和会席 ��垣面謹選画痘白＝壷曜日は20蕗より夕蚕開始OK順事前連結） 

MSGDO2－6623511旺Ⅱロ 

長崎にっしょうかん　農芸墓冨 
筐㌣T「、rTT¶叩■‾WH‾‾∵－、‾Trl■基本代金＝大人おひとり桟＝1泊2日（博多駅発話／匝亘］）（単位＝円） 

弼∴・ノ1 Yr〆′／・ノ �出発日 ��力 テ ほ � ��12／1～12／28 �ilノ2～l／3、17■3卜3．7■鵠 �12／31、1′1 

叫，．．ノ〆．読扉㍉鴬一頭議 �人望 人員 �����1ノ′4～1／30 
3名1室 �73 �平休日 ��11，400 �11，900 �15，100 

■‾隼ノ■弊告完長一　長沼轡掛緋‾ ���� ��12，400 �12，900 

′をニノー‘一一㌔‾，■叫き；一二Ji ��2名1室 �52 �平休日 ��11，900 �12，400 �14，600 

誓き丁■　▼濁靭’’ ����休前日 ��12，900 �13，500 

t玉田■ツイン小リプル qレストランにてバイキング ■■E■■レストランにてバイキング ��1名1空 ��平休日 ��14，000 �1畠十boo � 

15方面「 �16，100 � 

．400円引き、 引き 

延 泊 代 金 �3名1室 �73 �平休日 ��7，000 �7，500 �10，700 
休前日 ��8，000 �8，500 

2名1室 �52 �平 �本臼 �7，500 �8，000 �10，200 
休 �リ日 �8，500 �9，100 

1名1室 ��平 �．臼 �9，600 �10，600 �－ 
休前日 ��10，600 �11．700 

MSGDO2－662353lEⅡlB 　▲　　　　　蕊主　薩謹tt遜Ⅲ115：00 

上コし山　　　　　喜　一江．　　　　ロ璽匠巫コ1。二。。 

－　t墓本代全：大人おひとり様‥1泊2日（博多駅莞葉／巨亘亘歪団日単位＝円） 

畿』」＿蒜 � ��重 吉 リ �匝甜 ��3／21～3／30 �12／31～し’2 

5名1三空 �16 � ��14．000 �2乙500 
15．600 

4名1室 �� ��14．500 �23，500 
16．100 

3名「空 �� ��15．000 �25，600 
1　16，600 

16，100 �27，700 

17．71】0 

1名1竺 �� ��－ �－ 
－ 

5名1空 き芯唇1宜 ��16 �平休日 � ��18，100 

平イ末日 � ��19，100 

淫3名1室 ��� ���21，200 

lt巫■和室 �金2名1室 1名1室 ��� ���23，300 

【 

8レストランにて郡定食　　　　【遜玉旺蛋ヨ ��� 

■田■レストフノにししっ‡まく拘引1名廿会売弟望）ElⅢ己ヨ匹巫田＝全曜日は20時00分から夕食開始OK卜厚薄前連絡） 

2


