
田ソラリア西鉄ホテル銀座馴川（09779）臨乙00叫
’矧誠盈竃鮎よ。紺分　　　廟田園野田当日回答

tチェックイン／1500　■チェックアウト／11．00　　　　　　　　如脚顧問曙Pミネラルウオーター1泊につき1本サービス

出発日 �入室人1 �カ 否 �　t■署 平休日 �t■ 体罰日 �　ハヽ】■ 平休日 �繁t 鐸前日 �　鍾jE 苧休日 �代言 　体罰臼 

10／1～ 3／30 �2名1室（ダブル） �66 �38，200円 �40，700円 �37．200円 �39．700円 �7．800円 �10．300円 
2名1重 �52 �38．700円 �41．700円 �37．700円 �40．700円 �8．300円 �11，300円 

1名1重 �41 �44．200円 �46，200円 �43．200円 �45，200円 �13．800円 �15，800円 

匹】ホテルモントレラ・スールキンザ問讐…2…認医王画白囲園国
：禁書雪壬憎慧町欝彗；君祭17苧讐ぎょ。紗一分　　　　　　　　　（貸出）（朝）（1分）

出発日 �入主人」■ �カ 写 �　■」以 平休日 �■†－l■ 】休l町田 �　qヽ■■ 平体El �■l驚靂■ l休館日 �　鑑jE 平休日 �tt霊 ！体罰ヨ 

10／1－・ 3／30 � �41 �37，400円 �39．200円 �36．400円 �38．200円 �7．000円 �8．800円 
2名1室 �52 �38．400円 �39．900円 �37，400円 �38．900円 �8．000円 �9．500円 

1名1圭 �41 �43．7 �00円 �42．700円 ��13．300円 

※12／30～1／2は休前日料金となります。

霞提殻萎讐㌘慧医王函　田囲哲願，
出発日 �入室人■ �カ サ■ 雷 �博多】駅発書 �小■駅驚書 �i泊代塵 

翌とヨ �全【ヨ �璧巨l 

10／1－日／30 か1－3／30 �3名1喜 �73 �39，700円 �38．700円 �9，300円 
2名1董 �52 �40．400円 �39，400円 �10，000円 

1名1董 �41 �44，400円 �43．400円 �14．000円 

12／1－り31 �3名1重 �73 �39．200円 �38t200円 �8．800円 2名1室 �52 �39．700円 �38，700円 �9．300円 

1名1室 �41 �43，400円 �42，400円 �13．000円 

出発日 �入差入■ �諺 冒 �l■夢駅∃暇－ �づヽ】■■帽軌■ �】藍58tt笠 
宝日 �量目 �童日 

10／1～ 3／30 ※宿泊除外日 �3名1圭 �52 �43，200円 �42，200円 �12，800円 
2名1睾 ��47，200円 �46，200円 �16，800円 

1名1室 ��59，900円 �58，90餉 �29．500円 

三雲想票焉琴」堅撃 Ql声言責

出発日 �入室人員 �カ テ 百 �Ⅷ多l沢緊】■ �小書駅莞■ �延jB代霊 
t　　　　　三日 �全日 �全日 

10／1－ 3／30 �2名1室 �52 �46，700円 �45，700円 �16，300円 

1名1室 �65 �53，400円 �52，400円 �23，000円 

司 �紺ル ��レフホ �封」一　二　　　、　　　・・一　480358　　　、■・〈・・・・5－ 

王琵雪ヲ深艶雷管≡慧競漕認　（04158）　日囲臥）田滑 
出発日　入室人見 �����要 す �博多駅発儀 ��l　　　小量駅覧t　　　　　　　　延刃代量 

平休日 �体前日 �平体臼　I　休前日 ��平休日　t　休前日 

10 3 ��／1～ ／30 �2割劃セミダブル ��42／朝 �35，000円 �35，900円 �34，000円134，900円 ��4．600円】5500円 2名1室〔ダブル） ��66 �36，400円 ��35，400円 ��6，000円 

1名1室 ��舷側 �38，400円 �39．200円 �37，400円 �38．200円 �8，000円 �8．800円 

1名1室（ダブル） ��66 �138．900円】 �39．700円 �37．900円 �138，700円 �8．500円 �19，300円 

竪琴．些邸等野趣幽（06165）囲圃
芦芸；貰7㍍芯顎苦みゥト／12：00　＝ミネラ肋ナ1滋こ訝一耕一とrl（仙〉Ⅷ剛■

白囲囲囲

出発lヨ �入室人■ �カ 育 �1礪番目沢！托■ �′ハ】■駅！掩】■ �延58代霊 
全日 �全日 �全日 

10／1～ 3／30 ※宿泊除外日 � �42 �38，900円 �37．900円 �8500円 
2名1室 �52 �42，700円 �41，700円 �12300円 

1名1室 ：1／5 �42 �44．700円 �43，700円 �14．300円 

出発日 �14：00■ 人妻人員 �チェッ 力 す �クアウト／11：0 　1■署 �0 lほ繁■ �tittlm 　小■ �8■朝食券をブラ こ仁王二】 ��l延5日雷で；E 
tヨ � �平休日 � �� �日 

10／1～ 3／30 �3名1室 �54 �38．700円 �40，200円 �37．700円 �39 �，200円 �8．300円 �9，800円 
2名1室 ��40．200円 �42，400円 �39．200円 �41，400円 ��9．800円 �12，000円 

1名1室 2／31、1／1 �41 �41，900円 �44，900円 �40，900円 �43，900円 ��11．500円 �14，500円 

出発日 �人妻人■ �二丈：l 言 ●J �摺璽欒艶監 �】訳繁■ �′lヽ■ �1一エバ＝1 �】蔭泊 ��It監 
8 �‡ � �1　　　日 �日 �� 

10／1～12／30 1／4－3／30 �2名1垂 �50 �39，200円 �42．500円 �38．200円 �41，500円 �8．8 �00円 �12100円 

1名1室 �68 �42．500円 �44，000円 �41，500円 �43．000円 �12100円 ��13600円 

12／31－1／3 �2名1喜 �50 �43．5 �00円 �42，5 �00円 �13．1 ��00円 
1名1室 �68 �45，0 �00円 �44．0 �00円 �14，6 ��00円 

臼ホテル京阪浅草旺旺亙‘柑0鵬伽－37）凱∝舶
監諾篭許諾瓢粁野分圃服日は闇餌5。。。引き（，2／3禦閻
出発日 �入室人■ �参 雷 �　t■蓼■t 平休日 �発■ 　挿舶巳 �　4ヽ■ 平休日 �l一迫鼠コ 　休前日 �　鮭58 平休日 �A11－1 体前日 

10／1～ 3／30 � �42／44 �36．200円 �36．700円 �35，200円 �35，700円 �5，800円 �6．300円 
2名1重 �52 �37．200円 �38，200円 �36，200円 �37，200円 �6．800円 �7，800円 

1名1室 �42ノ44 休日科 �39．200円 金、3／21は休 �40，400円 前日料金となり �38，200円 �39．400円 外日：12／31 �8．800円 �10，000円 

Eヨ浅草ビューホテル田辺亘亘亘亘亘司（02088）区画 ■交通／つくばエクスプレス浅手駅8出口直結 ■チェックイン／14：00■チェックアウト／11：00匹韮Ⅱ月曜日は下記料金より500円弓 �������　㊥田園園 はl（算出）（謝） 

出発日 �入室人■ �カ 看 �l■署 �：■丁′1 �小l �l択覧■ �L一群緩■1 
平休日 �休翳日 �平休日 �体罰8 �平僻目 �休職臼 

10／1～12／14 1／2・4 3／21－30 �3名1重 �52 �38．200円 �41，400円 �37，200円 �40，400円 �7．800円 �11．000円 

2名1軍 ��40．900円 �44，200円 �39，900円 �43，200円 �10，500円 �13，800円 

1名1垂 �41 �43，200円 �46，200円 �42．200円 �45．200円 �12，800円 �15，800円 

12／15～30 り3・5－3／20 �3名1垂 �52 �37，200円 �40，400円 �36，200円 �39，400円 �6，800円 �10，000円 
2名1重 ��39．900円 �43，200円 �38，900円 �42，200円 �9，500円 �12，800円 

l �1名1室 �41 �42．200円 �45．200円 �41．200円 �44，200円 �11．800円 �14．800円 

※1／4、3／20は平休日料金、12／15－30、1／3、3／21は休前日料金となります。　※宿泊除外日：12／31、1／1 

田ホテルグランドシティ匠正闇匿i函　⑳g画像囲（吋，田
■交通／JR池袋駅東口より徒歩5分
■チェックイン／14：00　■チェックアウト／10．00　園卸側聞出由割印鳴りレイトチェックアウト1200

出発日 �入室人1 �力 テ ぎ �博多新嘗■ ���中書駅繁t ����廷5白代茎 
8・月・撹8 �火一重‡体前日 ��訃計昭l火～盆 ��体前日 ��日・鍔・祝日 �火－ �休欝日 

10／14・－1／30 2／26－3／30 （下tE以外） �2名1室 �52／56 �37．200円 �38．100円 ��36．200円 �3 �円 ��6．80伽 �7．7 �円 

1名1室 �41／43 �38．700円 �39．700円 ��37，700円 �3 �円 ��8，300円 �9 �00円 

1／31－2／25 （下‡己以外） �2名1室 �52／56 �37． �00円 �38．100円 �36，600円 ��37．100円 ��7．200円 ��7．700円 

1名1垂 �41／43 �39， �0円 �39，700円 �38．200円 ��38 �．70伽 �8．800円 ��9，300円 

2名1室 �52／56 �38．100円 ���37．100円 �� ��7．700 �� 

3／20 �1名1室 休前日にあた �41／43 る場合 �39，700円 ���38，700円 �� ��9，300 �� 

西鉄 �紺レープホテル �� �－ �� ��困圃 田園価浄罪）囲（一分）田帆 
■ ■チ �交通／★京メトロ丸ノ内線西新橋駅1番出口より徒歩2分 

出 �光lヨ �入聖人－ �等 �¶■1■ �■什羽目■ �I　　　　　　′】ゝ■■ �1：親乱1 ��■→←－←∫相接■－■←■ 
垂　　平体ヨ �■　　ゝ一・一云1 �霊　　平休日 �t　・体罰眉 ��l　平休日　　　　　銚¶8　1 

10 3 ※1 �／1・－ ／30 2／30－－1 � �56 �37．700円 �39，700円 �36．700円 �38．700円 ��7，300円 �9，300円 
2名1璽 �52 �37．200円 �39，200円 �36，200円 �3 �8．200円 �6，800円 �8．800円 

11名1室 ／2はl円食攫供わ �l41 ；出来 �140，200円 ません。 �141，200円 �139，200円 �140，200円 ��19，800円 �110．800円l 

日新即シントンホテル（相国頸雪男区画
■交通／JR新宿駅南口より徒歩8分
■チェックイン／14．00　■チェックアウト／1100

靡，田暦（願，QmL
出発日 �入主人▲ �こね づト す �l■署駅繁削■ 　全日 �′ト■■t発■ 　曾R �i刃代霊 全日 

10／1～ 3／30 異宿泊除外 �3名1重 �73 �38．500円 �37．500円 �8100円 2名1室（ダブル） �66 �38，300円 �37．300円 �7900円 

2名1室 �52 �38，800円 �37．800円 �8400円 

ll名1室 �41／43 ／31、1 �　42．500円 ／1、2／15・22 �41．500円 �12．100円 

田新宿プリンスホテル回顎露頭
三雲警砦幣欝芝アウト′，－。。　　　　⊆ヨ闘
出発日 �人吉人1 �カ 吉 �lt蚤1片ミE－ ��月ヽ■■胃】屯－ ��l　　　　　l■三百十ヒ正 

平体 � � �8 �平体巳 �休 

10／1－ 3／30 ※宿泊隙 �3名1室 �57 �38．900円 �41，400円 �37，900円 �40，400円 �8．500円 �11000円 
2名1室 �52 �39，400円 �41，900円 �38．400円 �40．900円 �9，000円 �11500円 

】1名1聖 �4144．400円 1 ��47，900円 �43．400円 �46．900円 �14，000円 �17．500円 

出発日 �入室人■ �譜 �†■多I沢事毛－ ��′ハ■ �駅繋－ �lii白 �It苫 
休日 �l打 �】∃ � �l∃ � 

10／1～3／30 �4名1室 �84 �38，200円 �43，400円 �37，200円 �42，400円 �7，800円 �13．000円 
3名1宣 �73 �39．200円 �44．400円 �38，200円 �43．400円 �8800円 �14000円 

2名1垂 �52 �40．200円 �45，400円 �39．200円 �44．400円 �9，800円 �15000円 

1名1室 ��47．700円 �54．200円 �46，700円 �53200円 �17300円 �23800円 

12／30、1／1・2、3／21は体前日料金となります。 ��� � � 

≡慧慧慧匝垂竺3472）匿亘垂］　田囲薗 
エツ　　ン　．00　■ �� ���は　　より500円引き日0／13、11／3、12／22、1／12は除く） 

出発日 �人妻人■ �吉 �11■■t－l ��′N■l肘】電t ��靂蔽）8It芸 
平体8　1　休前日 ��平休日　I　体前日 ��平体日　　暮　休前日 

12／23・・27 12／29・30 1／2・3 � �41 �37，500円 ��36，500円 ��7，100円 

2名1窒 �52 �38，300円 ��37，300円 ��7，900円 

1名1重 �41 �41．500円 ��40．500円 ��11，100円 

2／16－22 2／26－3／30 � �41 �38．800円 �40，300円 �37，800円 �39，300円 �8400円 �9900円 
2名1室 �52 �39，300円 �42，500円 �38，300円 �41，500円 �8900円 �12100円 

1名1室 �41 �45．500円 �46，000円 �44，500円 �45000円 �15100円 �15600円 

2／1－15 2／23－25 � �41 �40．300円 ��39， �00円 �9， �00円 2名1重 �52 �42，500円 ��41， �00円 �12 �00円 

1名1室 �41 �46，000円 ��45，000円 ��15． �00円 

■チェックイン／14：00　■チェックアウト／11：ODmll■剛 �����劇東京ドームシティ特別割引券付きl　　＼員正目耶〝し亡万ノ 

出発日 �主人A �す �！　　　　　丁■蓼■l驚－ ��ナい】■■l－tl ��続58ナ亡笠 
平lヨ �日 �平体】ヨ �‡＋・榊楕阻巳 �平体ヨ �厭E】 

10／1－ 3／30 （下記以外） �3名1重 �53 �38，400円 �40．700円 �37，400円 �39，700円 �8．000円 �10．300円 

2名1室 �52／53 �39．900円 �41，900円 �38，900円 �40．900円 �9．500円 �11500円 

1名1量 �52 �45，900円 �47，700円 �44．900円 �46，700円 �15500円 �17300円 

12／21－23 �3名1重 �53 �43．700円 ��42，700円 ��13，300円 2名1室 �52／53 �44，700円 ��43，700円 ��14300円 

1名1重 ・30、1／2 �52 、3／20 �49．900円 ��　48，9 す。舛宿泊除 �00円 �　19，5 ／31、1／ト7 �00円 



国ホテルメトロポリタンエドモント慧更慧837到臨乙00抽
■交通／東京メトロ東西線飯田檎釈A5出口より徒歩2分　　　　　　　　イーストウィング05511
■チェックイン／15：00　■チェックアウト／1200

∫＝∃　日曜日は下記料金より1．000円引き（10／13」り3、12／22、1／12は隙く） 白と＿÷l
（貸出）（朝夕）（ホテル内）

出発日 �入室人員 �カ ゴ リ �博多馴発着 ��小倉騎発着 ��延泊 �■■ 
平休日 �休前日 �平休日 �体前日 �平休日 �体前日 

10／1～ 3／30 �3名1室 �53 �36，400円 �38．400円 �35．400円 �37，400円 �6，000円 �8，000円 

】Z名1室〔酎 �42瀾 

吉　2名1垂 �53 �37，900円 �40，900円 �36，900円 �39，900円 �7，500円 �10．500円 

1名1室 �42 �42．700円 ��41，700円 ��12．3 �00円 

4名1室 �54 �36，200円 �37．900円 �35，200円 �36，900円 �5，800円 �7，500円 

3名1室 ��37，400円 �38，900円 �36．400円 �37，900円 �7，000円 �8．50的 

2名1室 ��40．400円 �41．900円 �39，400円 �40月00円 �10，000円 �11．500円 

※1／2、3／21－30は体前日料金となります。※12／31、1／1は休前日料金より2．500円追加となります。
（※1）スタジオツイン又はセミダブル利用となります。

田赤堀エクセルホテル東急帥（02069）凱500円l

監禁だ措甥■畠讐罪深照：紆遥乙．トチェックアウト、。＝∞．口暦轡塁
（浸出）（朝刊）睡テル郎

出発日 �入寮人員 �睾 ゴ リ �博多駅 �発書 �－■ �駅巣鴨 �延泊 �代孟 
平休日 �倖前日 �平休日 �体前日 �平休日 �休前日 

10／1～ 3／30 �3名1室 �73 �38，400円 �40．400円 �37，400円 �39，400円 �8，000円 �10，000円 2引茎（ダブル �66 �40，200円 �42，900円 �39，200円 �41，900円 �9，800円 �12，500円 

2名1室 �52 �40，200円 �43，900円 �39，200円 �42，900円 �9，800円 �13，500円 

1名1室 �41 �47，200円 �47，700円 �46，200円 �46，700円 �16，800円 �17．300円 

西鉄グループホテル ��－；■■　　　　ン ��旺回匝司 �軽朝食無料サ �サーヒ 臥ご十 �ヒス （1分 �ス ） 

魯白 （舎 

出発日 �入室人員 �力 テ す �博多駅発雷 �小倉駅発雷 �延泊代 �金 �� 
全日 �全日 �全日 � 

2引室（ダブル） �66 �36．200円 �35．200円 �5，80 �0円 �� 

10／1～ 3／30 �1名1室 �40 �37．900円 �36．900円 �7．50 �0円 �� 

1名1室汐プル） �66 �40，400円 �39，400円 �10，00 �0円 

■1泊2日基本代金大人おひとり様（JR【博多・小倉一新横浜】＋宿泊セットプラン）

国 ■交通／J �新横浜プリンスホテルEE正垂亘亘司コ R新醐よ。徒歩2分　　　（03582） �����医王亘萱固田園飽田 

出発日 �入室人員 �タコ 等 lJ �1書多馴発■ ��づヽ一■駅発！■ ��延泊代笠 
平休日 �体前日 �平休日 �体前日 �平休日 �体罰旧 

3名1室 �53 �35．200円 �37．200円 �34，200円 �36．200円 �5．200円 �7．200円 
10／1～ 3／30 （下記以則 �2名1宰（ダブル �66 �36．200円 �38．900円 �35．200円 �37．900円 �6，200円 �8．900円 

2名1室 �52 �36．400円 �38．900円 �35．400円 �37．900円 �6，400円 �8．900円 

1名1室 �41 �38．700円 �43．200円 �37．700円 �42．200円 �8．700円 �13．200円 

12／31 1／1 �3名1室 �53 �40．900円 ��39．900円 ��10，900円 2名1室（ダブル �66 �41．400円 ��40．400円 ��11．400円 

2名1壷 �52 �41．700円 ��40．700円 ��11，700円 

1名1童 �41 �50，700円 ��49．700円 ��20．700円 

匠ヨホテルプラム／コスモY・旺転現4荒も冨…王国圃　田囲囲
■チェックイン／14001チェックアウト／1100　亘卸間m柑ミネラルウオーター1泊につ引本サービス　（貸出）（分〉

出発日 �入室人■ �す �　T書手 平休日 �ま止まコ 　休前日 �　′♪1■ 平休日 �1代繁■■ 　鋒前日 �　　虞：8 平体眉 �一己器 　体前日 

10／1一一 3／30 �3名1室 �53 �35，400円 �38，200円 �34，400円 �37，200円 �5，400円 �8，200円 
2名1重 ��36，900円 �40，900円 �35，900円 �39，900円 �6，900円 �10，900円 

1名1室 �41 �38，400円 �41，400円 �37．400円 �40．400円 �8，400円 �11，400円 

国ホテル和メロットジャパン陸正平諾ユ詣■圏王室亘固田囲（賃出，囲（、分，
■交通／JR横浜駅西口より徒歩5分
■チェックイン／14．00　■チェックアウト／1100　掛図軌跡日・月曜日は下記料金より500円引き（10／13、11／3、12／22、1／12は除く）

出発日 �入室人員 �告 �†専多 平休日 �l駅発】事 　件前t∃ �　小篇 平体】ヨ �lR発事 　体前日 �　延i白 平休日 �代韮 　休前日 

10／1－3／30 �3名1茎 �73 �36．500円 �39，700円 �35，500円 �38，700円 �6，500円 �9．700円 2名1室 �52 �37．500円 �40，700円 �36，500円 �39．700円 �7，500円 �10，700円 

1名1室 �41 �39，200円 �41，700円 �38．200円 �40，700円 �9，200円 �11，700円 

※宿泊除外日10／310121618～20・2223・2931、11／591221、12／31、1／1

■ ■ �血横浜マンダリンホテル匠平喜謡票証遜固　田囲囲 要警砦冒翳憲だ芳アウト′1，：。。　　　（一部寒雲）（H出）（2分） 

出発日 �入室人員 �空 ナ ゴ リ �博多駅発着 ��小創 �駅発着 �延泊代金 
平休日 �体前日 �平休日 �体前日 �平休日 �休前日 

（ �10／1～ 3／30 下記以外） �3名1室 �73 �36．200円 �37．200円 �35．200円 �36．200円 �6．200円 �7．200円 

2名1室（セミダブル �68 �35．200円 �36．200円 �34．200円 �35．200円 �5．200円 �6．200円 

2名1皇 �52 �36．700円 �39．200円 �35．700円 �38．200円 �6．700円 �9．200円 

1名1睾 �41 �37．700円 �39．200円 �36．700円 �38．200円 �7．700円 �9．200円 

11 �10／12・T3 ／2・3・23・30 �3名1室 �73 �38，400円 ��37．400円 ��8．400円 2名1室（セミダブル �68 �37．400円 ��36．400円 ��7．400円 

1 1／ �釘21・22・31 1、3／21・22 �2名1室 �52 �40，400円 ��39，400円 ��10，400円 

1名1室 �41 

国ヨ横浜桜木町ワシントンホテル胚狙認諾l匪］二重萱固⊆I囲園
：要覧票幣苧慧好警盈クアウト′，。．。。　　　　　　　　　　　（篭‡（棚）

出発日 �入室人員 �力 言 リ � �博多駅発着 ��小倉離発着 ���笹泊代金 白・月・凝8 �火一金t体前日 ��日・針祝日 �火一会 �休前日 �臼・角・視引火～金 ��休前日 

10／1～ 3／30 �2名1室 �52 �37，300円 �38，300円 �41，800円 �36，300円 �37，300円 �40，折0円 �7，300円 �8，300円 �11，800円 

1名1室 �41 �39，800円 �40，800円 �43，800円 �38，800円 �39，800円 �叱800円 �9，800円 �10，800円 �13，800円 

※2／10は8・月・祝日、11／22、12／23・30、1／1、3／20は平休日、3／21は休前日料金となります。※宿泊除外日日／10
※日一会祝日が休前日にあたる場合は体罰日料金適用となります。

匠ヨ吉祥寺東急イン匠匹悪習 �����露頭　田囲園（2分，田椚L 

：書聖豊欝習監禁警告只。＝。。回目朋日は下記料金より2．000円引き（2′23劇は隙く）1 

出発日 �入室人員 �こね 喜 lJ �lT多駅発】■ ��小禽新発■ ��牡：8†t首 
平休日 �休前日 �平休日　l　休前日 ��平休日　l　体前日 

10／1－3／30 （下記以外） �2名1室 �52 �38．300円 �40．100円 �37．300円 �39，100円 �7，900円 �9，700円 

1名1室 �41 �41．600円 �42．800円 �40，600円 �41，800円 �11，200円 �12．400円 

12／31、1／1 3／15～30 �2名1室 �52 �40，100円 ��39，100円 ��9．700円 

1名1室 �41 �42．8 �00円 �41，8 �00円 �12，400円 

EⅢパレスホテル立川回平喜雲詔匿圃⑳田囲（貸出周囲 ：要警豊芳苧禦㌘篭監讐苧乳，2：。。旺匝H■月曜日は下記料金よ。500円引きl（桐・夕）（2分） 

出発日 �入室人Å �笛 ■＿J �l■多駅兜■ ��′什■■†－－ ��鼠58tt普 
平休日　】　体罰8 ��平休日　！　休前日 ��平休日　；　体前日 

3名1軍 �73 �38，400円 �39．700円 �37，400円 �38，700円 �8，000円 �9，300円 

10／1－3／30 （下記以外） �2名1室 �52 �38．900円 �40，200円 �37，900円 �39．200円 �8．500円 �9．800円 

1名1室 �41 �40．900円 �42．200円 �39，900円 �41．200円 �10．500円 �11．800円 

12／31、1／1 2／24・25 �3名1室 �73 �41．200円 ��40．200円 ��10．800円 
2名1室 �52 �42．200円 ��41．200円 ��11，800円 

1名1室 �41 �43，900円 ��42，900円 ��13，500円 

監悪霊悲孟烹崇烹訟幕張田頸喜詔匪画　田囲園
■チェックイン／14・00　■チェックアウト／11：00　　　　　　　　　　　　　　　（関目貸出）（1分）

出発日 �大量人員 �を ＝J リ �1奪多 平休日 �駅発雷 　体前日 �　小t 平休日 �駅発t 　体前日 �　延泊 平休日 �代重 体前日 

10／6一一3／30 （下記以外） �3名1室 �52 �38．400円 �40．400円 �37，400円 �39，400円 �8，000円 �10，000円 
2名1重 ��39，400円 �41，400円 �38，400円 �40，400円 �9，000円 �11．000円 

1名1童 �41 �40．700円 �42，900円 �39．700円 �41，900円 �10，300円 �12，500円 

3名1室 �52 �40，4 �00円 �39．4 �00円 �10，0 �00円 

2名1重 ��41．4 �00円 �40，4 �00円 �11，0 �00円 

1名1享 �41 �4乙9 �00円 �41．9 �00円 �12，5 �00円 

冥宿泊除外日・10／9・10、11／22・23、12／29－1／2

雲艶真法急変羞豊大宮同正驚喜認匿〕二蔓函　　田暦慣習
■チェックイン／14：80　■チェックアウト／1200

出発日 �入室人■ �茎 �　T■夢 平休日 �瞥く繁■■ 11本耶El �　ノ小■■ 平†不ヒ】 �㍍繁－ t　惇丁汀El �　地主8 平1茶ヒl �・こt lt暮■1H 

l �3名1室 � �38．900円 �39．400円 �37．900円 �38．400円 �8．500円 �9．000円 10／1～ 3／30 �2名1室 �52 �41．700円 �42．900円 �40．700円 �41．900円 �11．300円 �12．500円 

1名1室 �41 �43．400円 �43．900円 �42．400円 �42．900円 �13．000円 �13．500円 

奴宿泊除外日12／31、り1、2／8・9

こども代金博多駅発着15，000円引き、小倉駅発着14．500円引き

園ニューオータニイン横浜匪正平誤字言層園田囲囲㊧
■交通／JR桜木町駅より徒歩1分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1分）

■チェックイン／15．00　1チェックアウト／12．00

出発日 �入室人員 �写 リ �　博多 平休日 �駅発鸞 l体前日 �　小暮 平休日 �駅発着 】休前日 �　転泊 平休日 �代金 l休前日 

10／1－3／30 �3名1童 �53 66 �36．900円 �41．900円 �35．900円 �40．900円 �6．900円 �11．900円 2名1室 1名1室 ��40．200円 40．900円 �145．200円 147．400円 �39．200円 39．900円 �144．200円 146．400円 �10．200円 10．900円 �115．200円 117．400円 

※10／11、11／1、12／20・29、1／10は休前日料金となります。冥宿泊除外日12／21－24・30－1／2、2／16

Eヨホテルニューグランド団正悪習遍2．000円】㊥田囲園
芳誓警豊野雷翳粁骨粉蛭＿」！！！！蒜悪霊芸（貸出）（2分）

出発日 �入室人員 �吾 �　博多 平体篭ヨ �駅発！■ 　休前日 �　小暮 平休日 �l那発蠣 　体罰日 �　i邑三日 平休日 �代金 　休書記冒 

10／1－12／28 3／23－30 �3名1室 �52 �36，200円 �42，200円 �35．200円 �41，200円 �6．200円 �12．200円 
2名1室 ��37，200円 �45，700円 �36，200円 �44，700円 �7，200円 �15，700円 

1名1室 �41 �40，700円 �45，400円 �39，700円 �44，400円 �10，700円 �15．400円 

1／5～3／22 �3名1室 �52 �35，400円 �41，200円 �34，400円 �40，200円 �5，400円 �11，200円 2名1室 ��36，400円 �44，200円 �35，400円 �43，200円 �6，400円 �14，200円 

1名1室 �41 �40，200円 �44．400円 �39，200円 �43，400円 �10，200円 �14，400円 

12／29・30 1／2一一4 �3名1室 �52 41 �46．200円 ��45．2 �00円 �16．2 �00円 
2名1婁 1名1室 ��49，400円 50．700円 ��48．4 49．7 �00円 00円 �19，4 20，7 �00円 00円 

来宿泊除外日12／31、1／1

艶浩三急増藍慧露語匿互垂萱画　圏田囲園
■チェックイン／14・00　■チェックアウト／11・OD　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H出目5分）

出事引臼 �入室人■ �墨 �11■‡ 平休日 �■Ⅳ贅一■ 　休前日 �　′」＼T 平体tヨ �■lf買電■ 　休前日 �　蚊iR 平休日 �代器 　体前月 

10／1－11／30 12／25～29 3／15・－30 �3名1室 �53 �36．400円 �41．200円 �35．400円 �40．200円 �6．400円 �11．200円 

2名1重 ��37．400円 �44．400円 �36．400円 �43．400円 �7．400円 �14．400円 

1名1室 ��43．400円 �54．900円 �42．400円 �53．900円 �13．400円 �24．900円 

1／4～3／14 �3名1重 ��35．900円 �39．200円 �34．900円 �38．200円 �5．900円 �9．200円 2名1室 ��36，900円 �41，200円 �35．900円 �40．200円 �6．900円 �11．200円 

1名1室 ��42，400円 �51．900円 �41，400円 �50．900円 �12．400円 �21．900円 

12／1－20 �3名1室 � �35，900円 �40，200円 �34．900円 �39，200円 �5，900円 �10．200円 2名1茎 ��36．900円 �43．400円 �35．900円 �42．400円 �6．900円 �13，400円 

1名1室 ��42．400円 �53．900円 �41．400円 �52．900円 �12．400円 �23．900円 

1／1－3 �3名1重 ��42．900円 ��41．900円 ��12．900円 
2名1室 1名1室 ��45．900円 55．700円 ��44．900円 54．700円 ��15．900円 25．700円 

※宿泊除外日・12／31

禦翌崇禦悪霊禦テル匠正焉詔匿互重囲㊥田園圏薗
■チェックイン／1400■チェックアウト1100　　　　　　　　　　　　　　　　（貸出）（朝刊日2分）

出発日 �入室人員 �掌 冒 �博多駅発書 ��小倉続発■ ��廷泊 �代金 平休日 �体前日 �平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／1－1／3 3／20－30 （下記以外） �3こ邑1￥ �52 �39．900円 �47．200円 �38．900円 �46，200円 �9．9DO円 �17．200円 
螢 ��41．900円 �49．200円 �40．900円 �48．200円 �11．900円 �19．200円 

11 ��50．700円 �63．700円 �49．700円 �62．700円 �20．700円 �33．700円 

1／4・5 1／11－3／19 �3竃1室 ��37．400円 �45．200円 �36．400円 �44．200円 �7．400円 �15．200円 
1 ��39．700円 �47．400円 �38．700円 �46．400円 �9．700円 �17．400円 

1名1 ��49．700円 �61．700円 �48．700円 �60．700円 �19．700円 �31．700円 

12／21・22 �3石1軍 ��51．900円 ��50．9 �00円 �21． �900円 2名1 ��54．200円 ��53．200円 ��24． �200円 

1名1室 ��68．400円 ��67．400円 ��38． �400円 

12ノ31 �3　1室 ��54．700円 ��53．700円 ��24． �700円 2名1室 1名1室 ��62．400円 81－400円 ��61．400円 80．400円 ��32． 51． �400円 400円 

※11／22、12／23・24・30、1／12は体前日料去となります。※宿泊除外日1／6－10

禁禦監禁悪霊♂ホテル国顎囚㊥四囲薗
■チェックイン／14．00■チェックアウト／1100　　　　　　　　　　　　　　　（鞘）（貸出日2分）

出発日 �入室人員 �零 す �　博多封駅発は■ R・－一流】爵 �l休1万R �　づ R一一本t �、1■■R象暮 　孟lOH耶＝司 �　l正泊It金 目～末】曹l債tF‖∃ 

10／1～3／30 （下記以外） �3名1童 �73 � �49．200円 �41．400円 � � 
2名1室 �52 � �151．200円 �42．400円l � � 

1名1室 �65 � �61．200円 �49．200円 � � 

12／22－24 �3名1室 �73 �51．4001円 �� �0．400円 �21．400円 2名1董 1名1革 �52 65 �56．700円 69．200円 �� �5．700円 8．2001円 �26．700I弓 39．2001月 

錆是認品茄㍊為義描誌胡散講管謹呈訝折㍊紺3兆2312、3／21は輔日料金となります。


