
JRプランI MSTGDO276桁コTド巨宿泊プランI DS－GDOIT6桁コTド

暮指定席限定列車各地発斯道差額轟（博多駅発着銅代金に加凱てくだ帥。）※ことも（小学生）は用

＼ ��博多駅 �北九州 市内 �新飯塚駅 �久留米駅 �新大牟田駅 �佐賀駅 �佐世保駅 �長崎駅 �熊本駅 �鹿児島 中央駅 

ゆふ ゆふ森 �平日 �塁本代怠 �800円 �300円 �－400円 �300円 �200円 �1，300円 �1，800円 �2，000円 �5，200円 

土休日 �700円 �800円 �1，000円 �100円 �700円 �1，000円 �2，400円 �3，100円 �乙500円 �6，200円 

■限定列車の時刻表
（2013年8月現在の時刻となります。変更になる場合もございますので、お申し込みの掛こ係員へご帽ください。）

指定席 限定列車 �往　路 �博多駅 �久留米駅 �由布院駅 �復　路 �由布院駅 �久留米駅 �博多駅 

ゆ一；小んの森5号／ ゆふ85号 �14：36 �15：07 �16：44 �ゆふいんの森6号／ ゆふ86号 �17：07 �18：46 �19：17 

l指定席舵外列車各朋柑片道差額表（舵醐車博紺絹銅代金に力はしてください。）※ことも（小学生）は用

＼ ��博多駅 �北九州 市内 �新飯塚窮 �久留米釈 �新大牟紺 �佐帥 �佐世保釈 �長崎駅 �熊椰 �鹿児島 中央駅 

ゆふ ゆふ森 �平日 �900円 �2，000円 �1．200円 �200円 �1，300円 �1，100円 �2，600円 �3，300円 �3，100円 �7．200円 

土休日 �1，300円 �2，000円 �1，700円 �600円 �1，600円 �1，600円 �3，400円 �4，200円 �3，500円 �7，800円 

＼ �小倉駅 �黒峠駅 

日豊本絹由 �700円 �900円 

晶義援ことぷき花の踵　芸封言霊銅画
明るくモダンな雰網気と落ちついた和のもてなしが調和したお相。

■チェックイン／1400チェックアウト／1000

■夕食／食窃処（和食会席）　■和室／〃てストイレ付（125畳／定員6名）
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ゆふいん露義盛　芸≡息諾慧輌画
地元食材を使用した会席と由布晶を一望できる露天風呂が自慢です。

tチェックイン／1500チェックアウト／10　00

■夕食／食事処（季節の和会席）
■朝会／レストラン（和洋パイキンク）
■和室／りてストイレ付（125盟／定員5名）

●交通／」R久大本線由布院駅より徒歩約8分

㌧ヤ霊鍔、クラスワ

二一こて、弓
※雪軌：より料理内容が変わる甥台があります。

⑳⑦⑤◎⑬00⑳田J㍊滋。⑳閻魔鳩鳩腐葛禰
■基本代金　大人おひとり様（博多発着／1泊2食付）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　摂位円

三宿 L泊 ≡プ �4～5名1妻 3名1茎 �15 �12＿800 13．900 �14．900 16．000 �15．900 17．000 �18．000 19．100 �24．400 25．500 

2名1登 ��16．000 �18．100 �19．200 �21，200 �27．600 

弓ラ ≡ン �こともA こともB ��9，600 6，900 �11．100 7，900 �11．800 8，400 �13．300 9．500 �17．700 12．800 

除外日12／19（休館白）幼児施設使用料○～6歳（未就学児）1，575円（税込、現地払い）

夕貴クレードアップ　　　　　季節の特別創作会席／大人2．000円迫力臥（こどもAl，400円追カロ）

■朝食／食軍処（和定食）　　■交通／」R久大本線由布院駅より徒歩約5分※送迎なし

⑳⑦⑳◎⑬00⑳⑳闇q惑⑳胴）⑳（男女別，

絹轟義盛　　完封崇、芯

●チェックイ二／／1500

チェックアウト／1000

●夕食／食琴処（豊後固炉熟贈）
■朝食／全軍処（和定食）
■離れ和室／露天風呂トイレ付

目0匝＋次の間10盈／定員5名）
1交通／」R久大本線由布院駅より
重で約10分

⑳⑦◎⑳0
0⑳田J器より
⑳⑳⑳

（男家康）偶女別）

効能蔓リウマチ、腰■【転至亘□

■基本代金　大人おひとり様（博多発宕／1泊2食付）　　　　　　　　単位円

∴‡ �塑 コ リ � ��3／1～3／30 ��　≧ 12／31叫4毒 　弓 平体眉 �休前日 �平休日 �休前日 

J　5名1茎 �15 �24．600 �26．800 �26．800 �29．900 �37．400 
R　4名1室 ��24．600 �26．800 �26，800 �29．900 �37．400 

言3名唱 ��26，800 �28．800 �28．800 �32．000 �39．400 
ン　2名1室 ��28，800 �30．900 �30，900 �34，100 �41，400 

誓書予約は中学生以上に限ります。

洪季軌こより料理内容が変わる甥合があります。

単位円■基本代金　大人おひとり様（博多発着／1泊2食付）

憲三 ��Z⊇ ＝J リ � ��3／1～3／30 �� ��　　≦ 12ノ31～1／3 平休日 �休前日 �平体白 �休前日 �平休日 �体前日 

J R �5名以上1箋 �16 �17．200 �17．200 �18．200 �19．300 �19．300 �21．400 �26．600 4名号■彗 ��17．200 �18．200 �19．300 �20，300 �20．300 �22．400 �29．800 

プ ラ ＝ノ �3名1墓 � �18．200 �19．300 �20．300 �21．400 �21．400 �23．500 �33．000 

2名1茎 エビもA ��19．300 　　上 �20．300 l己藁本代会 �21．400 より3名1塞上 �22．300 沈上は5．400 �22．400 円、2名1璽 �24．500 は2．200円弓 �36．300 lき 

5巷以上l掌 4名1＿蔓 �16 �112．800 112．800 �112．800 113．800 �113．800 ト14．900 �114．900 115．900 �114．900 115，900 

3名1室 2名1茎 � �】13．800 】14，900 �114．900 】15．900 �115．900 117，000 �117．000 ⊥＿1乙900 �】17．000 118．000 
藁…… 

001丁3．300 

「「訂16． �80017．40017．如1　8，400†8，600 
幼児施設使用料3～6歳（未就学児）2，100円（税込、現地払い）

鱒の表彰薗館　　≡思酬蓼粥固
客室、温泉、レストランからの由布岳の眺望は抜群。体に摩しいお料理が自憎の宿。

転璽ソー

■チェックイン／1500　チェックアウト／‖00

■夕食／レストラン又は全軍処（創作会席）
■朝食／レストラン又は食事処（和定食）
■和洋室／〃てストイレ付（6塁＋ツイン／定員4名）
1交通／JR久大本線由布院駅より車で約5分

⑳⑦⑳◎⑬00⑳
田J昔笥430～1730）

⑳壷⑳⑳畠諾不要
（雷夢幻予的）　（謁女削（男女別

輝節によ。料理内紺変わる頃合があ。ますOl

■基本代金　大人おひとり様（博多発雷／1泊2食付）　　　単位円

⊇ コ リ � �� 

平休日 �休前巳 

J4名1茎 � �22．500 �23．800 �29．600 
R　3名1茎 �24 A �23．600 �24．900 �30．600 

書2名1茎 ンlことも ��24．700 �】26．100 �31．800 

竃諾凱 �18．100 19．200 �19，400 20．500 �25．200 26．200 
ワ　2名1妻 �20．300 �21，700 �27．400 

‡十善きき吉 �13．300 9，600 �14．300 10，200 �18．300 13．100 

陳列日10／23～10／24、11／10



JRプラン　E MS－GDO2－6桁コードf　楕泊プランI DS－GDO176桁コード

ぉ纏義品轟　　≡：鳥諾崇諾忘直画
湯布院の豊かな自然と旬の食材を使った美味しいお食事と源泉かけ流しの温泉、そして“やすらぎ”

をお届けします。

「＿＿顎担
■チェックイン／1500
チェックアウト／1000

■夕食／全額処（和懐石）
■開会／食事処（和定食）
■和室／〃1ス無・トイレ付

（8塁～12塁／定員5名）

■交通／」R久大本線由布院駅
より車で約7分

⑳⑦◎00
⑳田儀詰。
q丞⑳⑳曲調不緊

数字節により料理内容が変わる喝合があります。

■基本代金　大人おひとり様（博多発着／1泊2食付）　　　　　　　　単位円

‡∵‡ �十 コ リ �：10／1へ10′31、12／1～2／28 ��j 
■　　乎1襟臼 �体前月 �平休日 �休前官 

5名1宴 �16 �15，800 �18，100 �17．000 �19．200 

已4名儒 ��15．800 �18．100 �17．000 �19．200 
プ　3名l窒 � �17．000 �19．200 �18．100 �20．300 

墾讐A ��18．100 上l己霊木代金よl �20．300 J3名1憂以上は4 �19．200 ．900円、2名1稟 �21．400 は2．200円引き 

5名l空 寝4名1婁 �16 �11．400 11．400 �13＿700 13．700 �12．600 12．600 �14．800 14．800 

泊3名擢 � �12．600 �14，800 �13．700 �15．900 

要素2部室 ��13．700 �15．900 �14．800 �17．000 

ンこともA ；こともB � �8．700 6，200 �10．200 7，400 �9．500 6．800 �11．000 7．900 

除外日12／29～1／3　幼児柁設使用料1～5歳1．050円（税込、現地払い）

．・一・：．．・‥・－　　　∴

大らかで広大でゆったりとした癒しの湯楢。

■チェックイン／1500　チェックアウト／1030

■夕食／レストラン又は食事処（梅園雅会席）
■朝会／レストラン又は食事処（和食又は洋食）

※12／31～1／3は和食のみ

■本館和室／パス無トイレ付（10畳十6畳／定員7名）
■交通／」R久大本線由布院駅より重で約5分※送迎なし

■基本代金　大人おひとり枝（博多発着／1泊2食付）

〉崇季節により料理内容が変わる場合があります。

〃　j　刷　　き　ふ　　　　　　け

1こ〉∴・　⊥：、　三．－

⑳⑦⑳◎00⑳
⑳⑳⑳⑳忌誠瀾

（夢事肖予Q】　（兎変幻）

カ テ ゴ リ � �� ��　　　　≦ 12／31一）1／3 

平棒眉 �休前日 �平休日 �休前日 

J縄以上1壬 �17 �21．400 �24．900 �23．000 �26．600 �31．500 
R　4名1茎 ��22．500 �26．100 �24．100 �27．700 �32．200 
プ　3名1茎 �A �23．600 �27．200 �25．100 �28．900 �32．900 

ヲ2名1一室 　ことも ��24．700 　上王己高手 �　28．300 代釜．よリ3名1塞 �26．300 �　30，000 2名1蓋は2．20 �　34．400 0円引き 

5名以上1書 経4名1室 �17 �17．000 18．100 �20．500 21．700 �18．600 19．700 �22．200 23．300 �27．100 27．800 

泊3毛1星 � �19．200 �22，800 �20．700 �24．500 �28．500 

；三2名書茎 ��20．300 �23．900 �21，900 �25．600 �30．000 

；ンこともA ；こどもB ��13．300 9，500 �15．700 11．300 �14．500 10，400 �16．900 12．100 �20．800 14，800 

幼児施設使用料　3～5歳2．100円（税込、現地払い）

義議遠藤繭姦　　≡≡
泉純泉

神経痛、馬肉痛、
間節痛等　【机ナ流し】

大正14年甜菜。湯布院の中心「湯の坪街道」沿いに仔み観光に最適。古民家造りの趣あるお宿です。

●チェックイン／1500

チェックアウト／10．00

■夕食／食率処（両築会席）
●朝食／金串処（和定食）
■和室／〃てス無トイレ付（定員5名）

■交通／」R久大本線由布院駅より
徒歩約10分

⑳⑦⑳◎⑳0
0⑳田J謡誤読。

忍⑳畠鎧高い窒諾
欄切）
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⊇ コ リ �！　12′1～3／20 �� 

；　平休日 �休前眉 �平休日 �休前日 

5名1茎 �15 �18．100 �21．600 �19．200 �22．700 

畠4名†茎 ��19．200 �22．700 �20．300 �23．800 

2　3割葦 � �20．300 �23．800 �21．400 �24，900 

ヲ讐慧A ��21．400 上野基本代金よl �24，900 リ3名1責以上は4 �22．500 ．900円、2名1 �26．100 

5名j重 秀4名1茎 �15 �13．700 14．800 �17．200 18，300 �】14．800 115．900 �18．300 19．400 

泊3名1菓 � �15．900 �19，400 �17．000 �20．500 

三言2名ほ ��17．000 �20．500 �18．100 �21，700 

；　ことも巳 ��11．000 7．900 �13．500 9，700 �111．700 【8，400 �14．300 10，200 

除外日12／28～1／4　幼児施設使用料2～6琵（未就学児）2．100円傭込、現地払い）

豊後牛炭火焼／大人、こどもAともに2．500円追加（こともBは設定なし）

しト〕う　　ほう　　かん

ゆふいんホテル秀峰館
泉質l単純泉

劫中豊芳志富農

■チェックイン／1500

チェックアウト／1000

●夕食／レストラン（和会席）
●朝食／レストラン（和定食）
●和室／／り1ストイレ付

（9～12塵／定員4～5名）
※1名穣利用は洋室となじ」ます

■交通／」R久大本線由布院駅より
要で約3分

⑳⑦⑳◎⑬0
0⑳田J芯。

⑳（壷⑳⑳穏
（野郎媚鳩）（男女別）（男賀田日舞剛

数季節により料理内容が変わる唱合があります。

■基本代金　大人おひとり様（博多発着／1泊2食付）　　　　　　　　射億円

重 コ リ �10／1～3／30 

平休日 �1本前日 

5名1掌 �15 Å �18．700 �19．900 

己娼1塞 ��20．800 �21．000 
フ3割室 ��21．400 �22．100 
ラ　2名丁重 ��22．400 �23，200 
ン1名摺 　ことも ��27．300 �28．600 

5名1箋 薩4名1蔓 �15 �14．300 16．400 �15．500 16．600 

泊3名1箋 ��17．000 �17．700 
；プ　2名1箋 ��18．000 �18．800 

PL墜1室 ��22，900 �24．200 
ツこどもA 　こともB ��11．800 8，400 �12．300 8．800 

験外日12／31～1／2　幼児陀設使用料　○～4歳　無料、5歳以上はこどもBとなります。

巌壷重電や（還遠）
四季別和風懐石とかけ流しのお風呂4ヶ所で温泉三昧の宿。

「　叫叫叫‾∵¶「㍗㌣㌻
笥常す　　　　　メ　　　　　＿山

■チェックイン／1500
チェックアウト／10．00

■夕食／食事処（和会席）
■朝食／食事処（和定食）
■本館和室〟てス無トイレ付（8畳／定員3名）
■交通／」R久大卒繰由布院脈より車で約5分

×送迎なし

⑳⑦⑳00⑳
q忍⑳禁憲璧塁義

郎網那竃

泉質lァルカリ性単純温泉

効能l神経痛、疲労回凛等匝蜃ヨ

‡－‡季節により料理内容が変わる場合があります。

●基本代金　大人おひとり様（博多発着／1泊2食付）　　　　　　　　単位円

十 コ リ � �12／31～1／3 】 

畠董2～3名l呈 享憂こともA �113 � �1　　25．200 

幼児施設使用料　0～2歳1．050円、12／31～1／3は2，100円（税込、現地払い）

こどもBはお子様ランチのみ。寝具はつきません。

蒜遠めば盈荘　　　…：：：≡：、疲労国粥匝］
ゆったりとした客室、たっぷりのお湯でお先ぎください。

■チェックイン／1500

チェックアウト／1000

■夕食／良平処（和会席）

■開会／食等処（和定食）
■不意和室／つてストイレ付（125畳／定員5名）

■交通／」R久大本線由布院駅より車で約5分

⑳⑦◎⑬00
⑳田儲激‰冊
⑳疇壷⑳⑳畠

（要事窮予抑）　（男女綱目男女別）凱lていれば

鯛可　熊

■墓本代金　大人おひとり憤（博多発意／1泊2食付）　　　　　　　単位円

工‡ �エ コ リ �10／1～3／30 

呂4，5名唱 22・3名＿l空 言lこともA �ほ �21．800 �23．000 
23，000 �1　　　　　25．200 

誰語掛5 �17．400 18．600 �18．600 20．800 
12．900 9．200 �14．400 10，300 

幼児施設使用料3～5環2100円（税込、現地払い）


