
広島／オリ工ンタノ ��打方虔ZJ ���閉 �乱凱虹闇152　　　凛 ��� 還芸NE：－331530906g！1 ���．500円追加 （バイキング） 

芦攣琴野讐野‡言三二第漂駕慧南呈章票罪寄書雫驚八志望謡慧翳竺テ．グッズプレゼント 
ミ �◎曜日割引：8・月曜日は �お一人様500円引き（休前日隙く）◎連・ ����泊 � 

■‾○ノn二■　至■大人お一人様1泊2日基本代金（のぞみ・ひかり号利別博多⇔広勘／食事なし）　単位＝円 

出発日 �入室人員 ��カテ コリ � ��� 
平休日 � �休前日 �平休日 �休前日 

3／23～31 � � �52・66 �16，600 � �17，800 �5．000 �6，200 

2名 � �52 �18．800 � �19．800 �7．200 �8，200 

I■　　　1 ��1名 � �41 �19，400 � �21．000 �7．800 �9．400 

1－　‥L　l �10／1～11、 11／4～30 � �げ7叫 �52・66 �18．200 � �19．200 �6，600 �7，600 

塵皇盛 園田屯田 ��2名1室 ��52 �20，200 � �21，200 �8，600 �9．600 

1名1空 ��41 �20．400 � �22，200 �8，800 �10，600 

52・66 �19，600 ���8．000 

2名1室 ��52 �21．800 ���1 �．200 

41 �23▲200 ���1 �．600 

5，800円引き ��� �監房 

出発日 �入室人員 �カテ ゴリ � �� 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

68 �15，400 �17，200 �3．800 �5．600 

2～3名1室 �52 �16．000 �18，800 �4．400 �7，200 

1名1：塁 �41 �17．800 �19．600 �6．200 �8．000 

3／14－→31 � �68 �16，200 �17．800 �4．600 �6．200 
52 �17．200 �20，200 �5．600 �8．600 

1名1聖 �41 �18．800 �20．800 �7．200 �9．200 

5．800円引き ��同軍貢 

広島／ �肥王院宣王指 �証J石屋～ �朋 � �一　　商品No133158　暮　　　猟射モ全　　　日 ＿け　　05801　同‾≦ 

、ク∴′■大人お一人様1泊2日基本代金（のぞみ・ひかり号利用冊等多⇔広島）／食事なし）　単位＝円 

転鞘 �j　　出発日 �入室人員 �カテ ゴリ �JR �� ��延泊代金 
平休日 �� �休前日 �平休日 �休前日 

鐙1・琴‾－ 園田l相 思TEL 甲 �1／3－2／28 �3名1空 �53 �18，80 ��0 �21，200 �7，200 �9，600 

2名1室 ��20，20 ��0 �23，400 �8，600 �11，800 

1名1室 �41 �21．80 ��0 �24．200 �10．200 �1乙600 

3／1～31 �3名1室 �53 �20，20 ��0 �23，600 �8，600 �1乙000 
2名1整 ��21，40 ��0 �25．800 �9，800 �14，200 

1名1璽 �41 �2乙80 ��0 �25，800 �11，200 �14，200 

子とも（小学生）差睾頁 ���5，8 ��00円引き ��同額 

■；腰虔ZJ・　　　悪童諾…：器03002憶1言 

間開；曇藍器慧藍患護憲去孟藍蓋鼠12＝00単位＝。 
こ｝rb竜 �拭発日 �入室人員 �カテ ゴリ � �� 

平休日 � �平休日 � 

軒「■モ幸 　三て1 ‾二・皿■ 愚図田口 �1／3～3／31 �3名1室 �52 �18，200 �19，400 �6，600 �7，800 
2名1室 ��19，200 �20，600 �7，600 �9，000 

1名1室 �41 �20，600 �21，400 �9，000 �9，800 

12／31ノー1／2 �3名1室 �52 �20，600 ��9，000 2名1室 ��21，600 ��10，000 

1名1室 �41 �2乙600 ��11，000 

5，800円引き ��同署戸 

ヨヨ刑軌忘敲あ狙訪碓ヨ■■■瓢農05214 ��������夕・朝食付　　箋 

●アクセス／JRフェリー宮島桟■大人お一人様1泊2日基本代金（のぞみ・ひかり号利用博多⇔宮島口レタ・朝食付）単位：円 
橋より徒歩3分 夕食／和会席（レストラン又 ◎連泊矧：2貪娼より大人の卑1 i■iiiここ∴■ ▼ノ山一1一一一■一一一、・十か－′丁一一二二．■■ �0 00 は大広間） 広間） ） 叩聖 邁志，′j 【；コ■ED �出発日 �入室人員 �カテ ＝1リ � �� 

平イ木目 �イ木昔毎日 �平休日 ��イ木前日 

12／1～30、 1／4～3／14 �4名1空 �15 �24，800 �29，200 �12．600 ��17，000 
3名1室 ��27，000 �30，200 �14，800 ��18，000 

2名1掌 ��28，200 �32，400 �16．000 ��20，200 

3／15′－31 �4名1空 ��29，200 �31，200 �17，000 ��19，000 
3名1室 ��30，200 �33，400 �18，000 ��21．200 

2名1室 ��32，400 �35，800 �20，200 ��23，600 

12／31～1ノ3 �4名1望 ��38，800 ��26．600 3名1室 ��40，800 ��28，600 

2名1堅 ��43，200 ��31，000 

藍欄ことも窒欝封3諾若卜岩器諾　4IO等芸引き しこ二二二二二二二二こ∴⊥Å」嘉東児施設使用料：ト5茂2，100円（現地払い） 

出発日 �入室人員 �カテ ゴリ �JRセットプラン ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／1′、・′3／31 �2名1室 �52 �17，600 �19，200 �6，000 �7，600 
1名1室 �41 �19，200 �20，200 �7，600 �8，600 

10／1～11ノ30 �2名1堂 �52 �18，200 �19，600 �6，600 �8，000 
1名1室 �41 �19，600 �20，600 �8，000 �9，000 

子ども（小学生）差額 ���5，800円引き ��同額 

n � ���一　口　　04844　L塁辺L」 

■大人お一人様1泊2日基本代金（のぞみ・ひかり号利用（博多⇔広島）／食事なし）　　単位：円 

出発日 �入室人員 �カテ ゴリ �JRセットプラン ��延泊代金 

独 ・：渡歩 � 

平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／1～3／31 �2名1室 �52 �16，800 �18，200 �5，200 �6，600 

1名1室 �41 �18，200 �19，400 �6，600 �7，800 

甲需 国 分） 
子とも（小学生）差額 ���5，800円引き ��同板 

出発日 �入室人員 �カテ ゴリ � ��延泊代全 
平休日 �イ木前日 �平休日 �休前日 

12／l亘的 1／5一一3ノさ20 3／22人－28 3′／30・－31 �3名1塁 �53 �17，800 �20，600 �6，200 �9，000 

2名1室 ��18．800 �23，400 �7．200 �11．800 

1名1聖 �41 �20．800 �23．400 �9．200 �11，800 

3名1空 �53 �18，200 �21，000 �6．600 �9．400 

2名1宴 ��19．400 �23．800 �7．800 �12，200 

1名1室 �41 �21．400 �23．800 �9．800 �12．200 

5，800円引き ��同甑 

宮島口　窮 � ��盛河厨 �i甜 � � �雷託静2078巨慧＿．∃ 

◎連泊割計1泊日より大人のみ1 � 

：30（30分毎） レストラン） 喝偶女別） ．000円引 ��出発日 �入室人員 �カテ ゴリ � � �� 
上l �とイ木目 �イ木前日 �ヰり本臼 �イ木 �l∴L 

12／1～27、 1／3～3／20 �4～5名1室 �15 �23 �，800 �24，800 �11，600 �12． �600 
3名1空 ��25 �．400 �26．400 �13，200 �14 �200 

2名1室 ��26 �，400 �28，200 �14，200 �16， �000 

10′1～11、 3／21・～31 �4～5名1空 ��24 �，800 �26．800 �12，600 �14 �600 
3名1室 ��26 �，400 �28，600 �14，200 �16， �400 

鑑這二訂ごてごて‾‾■‾ �諒恕 � ��2名1室 ��28 �．200 �30．400 �16、000 �18 �200 

津0パ2～11ノ30、 12／28～30 �4～5名1室 ��26 �，800 �28，800 �14，600 �16 �600 
3名1竺 ��28 �，200 �31，000 �16．000 �18 �800 

2名1室 ��30 �，400 �32，600 �18，200 �20， �400 

差種 �3～5名1室 �� �9，100円引き ��3，000円引 ��き 2名1室 �� �6，100円引き ��同郡 

●アクセス／JRフェリー宮島桟橋　■大人お一人様1泊2日基本代金（のぞみ・ひがノ号利用（博多⇔宮島口）／夕・朝食付）単位円
より徒歩15分

出発日 �入室人員 �カテ ゴリ �Jrlセッ 平体lヨ �トブラニノ 　イ木77存亡】 �　廷i白 雪乙イ木Eヨ �十℃全 イ木 �旬日 

1／5～2／7 �3名1室 �10 �30，800 �32，200 �18，600 �20 �000 
32，200 �33．400 �20，000 �21 �ZOO 

3二呂1空 ��33，200 �34，200 �21，000 �22 �000 

2名1空 ��34，400 �35，400 �22，200 �23 �200 

3．′r2卜31 �3名1空 ��35．400 �36．400 �23，200 �24 �200 2名1望 ��36，600 �37，800 �24，400 �25 �600 

12／31～1／1 �3名1窒 ��37，800 ��25．600 

2名1ヨ竺 ��38，8DO ��26，600 

差額 �3名1空 �� ��5，500円引き 2名1霊 ��6．100円引き ��同期 

※除外日12／24～26　誉≡幼児施設使用料3～6蒼525円（現地払い）

濯送迎あり（到宕時連絡）
●チェックイン／1500
●チェックアウト／1000

品釜淵暮雪攫隻蓋う
客室／和室10邑
風呂／大浴場（男女別卜詣天風

呂（男女別）

●スケジュール［のぞみ／ひかりご利用の場合］ ●スケジュール［山陽九州直通さくら・みずほご利用の場合］

④佐≡駅佐世保訳譲旦駅長埼駅～闇多阻と大分駅別拙掛軸㌍ト小意訳は特別旨定席となります。（1閻豆～憎釦菩迫列車、行悟～小倉は特急自由席となります）来任舘狙催せ深閑・譲早駅成沢闇卜牒多駅と大分駅側市乳中津駅～小倉駅は特別旨定席となります「（1吉頂上貢～博多は菩迫列車、行桔～小倉は特急自由席となります）
⑧言宍r絹崇・姻相・筑後捌唱訳・ぎ穣細則持訳・群八偲硝湘貯Hl鵬柑：≡蔦中央汎ま九州内完汚亨⊂室手招さくりつばめをご利用の上、†絡訳にてのぞかひ州こぶ宍伽となります。⑧折口信駅・久留米駅・筑後舘小屋駅斯大牟田駅的本駅新八代駅斉′‡水俣駅川内駅鹿児島中央駅は山陽九州田迫斯幹娘さくら・みずほこ利用となります。

‡′基本代金について　岡山泊、倉敷泊ともに同LLJ駅までの往復JR代金（普通fE指定席）が含まれています。（同山駅～倉敷駅までのJRはお客様負担となります。）

博多駅発雷の基本代全に下記料全を加㌍することで、正宗駅からのご柔軍が可62です

一部区間でも山β∃九州匹迫新幹線さくら（451458・500番台）・みずほ（全便）に

ご乗車の唱合はさくらみずほの割増代金が必要となります。

2

1，500円



岡山／オ �ホテルク � � �釧Ⅶ �素肌8133221　　馨　朝食代金l 連買恥ニー器と205035「爾‾1 

‾1●アクセス／JR岡山駅より徒歩1分　●チェックイン／14：00　●チェックアウト／12：00 

裏　■諾票慧孟泊胃濫会慧認諾禁。号利用（博多⇔岡山ト鳩車なし，鰍。 

弓 工二でてこ敏 明透 ∈ヨ田 �出発日 � �カチ コリ � �� 

半イ不日 �不前日 �弓⊥イ本村 �伊J再日 

り3～2／23 2／25～3／20 � �54・42 �23，400 �25．200 �5，800 �7．600 
3名1竺 �54 �24，400 �26．200 �6．800 �8．600 

2名1室 ��25．400 �27，800 �7．800 �10，200 

1名1：空 �42 �27†600 �29，400 �10，000 �11，800 

11／10～23 � �54・42 �23，900 �26，200 �6，300 �8，600 3毛1聖 �54 �25，000 �27．000 �7，400 �9．400 

2名1室 ��26，200 �28．600 �8．600 �11．000 

42 �29，000 �29．800 �1㌔400 �12，200 

10パ2－～－13 � �54・42 �26，400 ��乱800 54 �28．200 ��10，600 
2毛1空 ��31，800 ��14．200 

1毛1空 �42 �3乙200 ��14，680 

千とも（ノ � ��8，800円引き ��同門 

岡山／β �茸〝l誹膨 ��虔ZJ � �　　　　巴■■鎚云扱塾三上と立二・二と二二二二二‾弓 玩嗣鮎誓諾225習無罪彗・ス、j 

■∵「●アクセス／JR岡山駅東口より徒歩5分　●チェックイン／14：00　●チェックアウト／10：00 

■大人お一人様1泊2日基本代金（のぞみ・ひ力り号利用（博多⇔岡山）／軽朝食付）　単位：円 

挙圭子 巨r y1 挙－ �針 巨 � �出発日 �入室人員 �カテ ゴリ �JRセ �ットプラン �延泊代金 

全日 �全日 

…！－ト・‥－毒し日日 ��10／1～3／31 �2名1室 �52 �23 �，800 �6，200 

葦麺 ���1名1室 �41 �24 �，800 �7，200 

田田田 チビも（小学生）差額 ���8，80 �0円引き �同額 

同山／ニ丑 ��トJJ■　‾いヽ　TL－ �� �m ��� 
岡山／二刀 ��ji■■lら �� �凹　連紬L13322906905豊1（照男守口　÷ 

溌緑栄耀野澤謹繁崇華クアウト買‾芋＝‘岩岩 
い・嵩※，ヽ：バ、：、、■大人お一人様1泊2日基本代金（のぞみ・ひかり号利用（博多⇔岡山）／食事なし）　単位：円 

ー‡二二：・＋ミ／：キ：⊥＋二 ㍍：：；：膵… �出発日 ��入室人員 �カテ ゴリ �JRセットフラン ��延泊代金 

平休日 �休前日 �平休日 ��休前日 

12／1～30、 ��3名1室 �52 �21，800 �22，600 �4，200 ��5，000 

歴個粥副ヨ 固 �1／1・～2／23 2／25～3／31 ��2名1室 ��22，800 �23，800 �5．200 ��6，200 1名1室 �41 �24，400 �25，400 �6，800 ��7，800 

10／1～11／30 ��3名1室 �52 �21，800 �23，200 �4．200 ��5．600 2名1室 ��23．200 �24．200 �5．600 ��6．600 

1名1室 �41 �25．400 �25．400 �7．800 ��7．800 

子ども（小学生差額 ����8，800円引き ��同額 

岡山／ ��矧叩園丁腐 ��属E～ノ �レ �商凱1お231 ���ヨ　草月酎七会　t一室 連芸日吉：－3323205003「訝亨栗野「 

rTぢ響　　　　　　●アクセス／JR同山駅より車で15分※JR岡山駅⇔ホテル間定期シャトルバスあり 二てこ、y 芦 ��●チェックイン／14：00●レイトチェックアウト／12：00（通常11：00） ◎連泊割引：2泊臼よりお一人様500円引き ■大人お一人様1泊2日基本代金（のぞみ・ひ力吊ノ号利用（博多⇔岡山）／食事なし）単位：円 

出発日 �入室人員 �カテ ゴリ � �� 

■γ！：靂：一 　十■l ������平休日 �休前日 �平休日 ��休前日 

1／3～3／31 �3名1室 �53 �23，400 �24，200 �5，800 ��6，600 2名1窒 ��24，600 �25，600 �7，000 ��8，000 

匪ヨ田臼二＝ ����1名1室 �41 �25，800 �26，400 �8，200 ��8，800 

12／31～1／2 �3名1室 �53 �25，800 ��8，200 2名1室 ��27．200 ��9，600 

1名1室 �41 �28，000 ��10，400 

子とも（小学生倭額 ���8，800円引き ��同視 

倉敷／ �私闘矧錐砺 �虜トミー � �一　調■　商品No1332351　朝食代金　t ＝謹7　　02119　「頂雫評‾1‾‾∃ 

‾‾‾三●アクセス／JR倉敷駅より徒歩6分　●チェックイン／15：00　●チェックアウト／11：00 

■大人お一人技1泊2日基本代金（のぞみ・ひかり号利用（博多⇔岡山）／食事なし）　　単位：円 

琉 園田固田 �出発日 �入室人員 �カテ ゴリ � �� 

平休日 �休前日 �平イ木質 � 

12′1～30、 1／5′▲）3／31 � �66 �21，800 �23，200 �4，200 �5，600 

2名1室 �52 �23，200 �24．400 �5，600 �6，800 

1二呂1璽 �66 �24，200 �25，000 �6，600 �7，400 

10／1■‾■－11′30 � �66 �23，200 �23，800 �5，600 �6，200 2名1室 �52 �24，400 �25，200 �6．800 �7．600 

1名1霊 �66 �25，000 �25，600 �7，400 �8．000 

12／31－1ノ4 � �66 �23，800 ��6，200 2二各1室 �52 �25，200 ��7， �00 

1名1室 �66 �25，600 ��8， �00 

8．800円引き �� �軌 

倉敷／ホテル日航倉敷 ���� � ��� 05149　打頂璽評‾11 

㍗言叫でrTTr′事ニ≡ヨ●アクセス／JR倉敷駅南口より徒歩10分　●チェックイン／15：00　●チェックアウト／12：00 
ぎ　　　　　・ぎ■－1■大人お一人様1泊2日基本代金（のぞみ・ひがノ号利用（博多⇔岡山）／食事なし）　単位二円 

園田田田 �出発日 �入室人員 �カテ ゴリ � ��� 

平休日 ��休前日 �平休日 ��休前日 

＝花4～12727、－／5～23 り25′〉2／26、3／2～20 �3名1室 �52 �26．200 ��26．800 �臥600 ��9．200 
21室 ��26．800 ��28．000 �9．200 ��10．400 

1名1室 ��32．400 ��34．000 �14．800 ��16．400 

1071～11、1侶～川、 川4～23、12才28～30、 1／3～4、3／2ト31 �3名1室 ��26．800 ��28．000 �9．200 ��10．400 

2名1室 ��28．000 ��29．200 �10．400 ��11．600 

1名1室 ��34．000 ��34．800 �16．400 ��17．200 

10／ほ～13、11／2～3 1273卜1／2 �3名1室 ��29．600 ���12．000 
2名1室 ��30 ��800 �13．200 

1名1室 ��36 ��800 �19．200 

子とも（小学生）差矩 ���8，800円引き ���同転 

出発日 �2日基本代金（ 入室人員 �のぞ カテ ゴリ �JRセットプラン ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

12／1～2／23 2／25～28 �2名1室 �50 �24，200 �25，400 �6，600 �7，800 

1名1室 �40 �26，000 �26，800 �8，400 �9，200 

10／1・～11／30、 　3／1－31 �2名1室 �50 �24，800 �26，200 �7，200 �8，600 

1名1室 �40 �26，800 �27，400 �9，200 �9，800 

子ども（小学生）差額 ���8，800円引き ��同紙 

】朝食代ご 岡山／ア－クホテル岡山　窃籠・転 ��������十∵∵ 輔 

巨㌦誌雪 　　盲 �●アクセス／JR同山駅交口より徒歩7分 ◎曜日割引：日」弓曜日はお一人様300円引き（休前日隙く） ◎連泊割引：1泊目よりお一人様300円引き還割引の併用不可 ■大人お一人様1泊2日基本代金（のぞみ・ひかり号利用（博多⇔岡山）／食事なし）単位：円 

i lI 

ダ′‾，‾ニて．こヲ 園田田田 �出発日 � �カテ ゴリ � �� 

平休日 �体前日 �平休日 � 

12／1／－2／23、 2／25－V3／31 �2名1空 �52 �22，800 �23，800 �5，200 �6．200 

1名1室 �41 �23，800 �24，200 �6．200 �6．600 

11／24～30 �2名1竺 �52 �23，800 �24，400 �6，200 �6，800 
1名1望 �41 �24，200 �24，800 �6．600 �7．200 

8，800円引き ��同害百 

岡山／岡山全日空オ ��巨ホテノ �リ �商品No．133230　■‾「醇有再訂‾1－－ －■　06822　「頂悪評‾1・弓 

rT■二り■‾′－、■▼て‾〉‾’r′「●アクセス／JR岡山駅より徒歩1分●チェックイン／14＝00●チェックアウト／12＝00 

…■大人お一人様1泊2日基本代金（のぞみ・ひがノ号利用日暮多⇔岡山）／食事なし）　　盟立：円 

、～∴1 官 �出発日 �入室人員 �カテ ゴリ �JRセットプラン ��延泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／1～12／30、 1／2～2／23 2／25～3／31 �2名1室 �52 �25，200 �28，400 �7，600 �10，800 

壷苗冨 田｛貸出）孤 ��1名1室 �41 �26，800 �28，400 �9，200 �10，800 

子とも（小学生）差額 ���8，800円引き ��同額 

出発日 �入室人員 �カテ ゴリ �JR‘t∵ツ �トフ′ラ二ノ �上ド1本自 � 

3名1望 �52 �20．400 �21．600 �2＿800 �4．000 

2名1室 ��21．200 �22．400 �3．600 �4＿800 

1名1室 ��22．800 �23．800 �5．200 �6．200 

3名1雫 ��21＿200 �22＿600 �●… �5＿000 

2名1賞 ��21．RnO �23＿400 �4．20（〕 �5＿Rnn 

1名1空 ��23＿400 �24．600 �5＿800 �7．000 

12／31～‘1ノ4 �3名1緊 ��23，600 ��6，000 
2名1室 ��24，400 ��6．800 

1名1宰 芸術 ��25，800 8．800円引き ��8．200 同和 

倉敷 �．毒…甜宙J般若 ��六テノ �リ � ��� � d■■。87。7】1（幣 ����加　∃ ）5 

rT雪‾：′＿㌻‾′て叩■「1●アクセス／JR倉敷駅より徒歩8分●チェックイン／14：00　●チェックアウト／11：00 

璽　■大人お一人様1泊2日基本代金（のぞみ・ひがJ号利用（博多⇔岡山）／食事なし）　単位：円 

巨挙こ �j 桝 �出発日 �入室人員 �カテ ゴリ �JR・せ∵ノ �トフノラン � 

全 �白 �全日 

12ノ1←ノ30、 1／5～3／31 �3名1室 �53 �24 �．200 �6．600 
2名1室 ��25 �．200 �7．600 

‾－…：諾二讃 ���1名1室 �41 �26 �．400 �8．800 

10／1～11／30 �3名1室 �53 �25 �．200 �7．600 21室 ��26 �．600 �9．000 

．壁璽萎 ■■1－．．■■ 園田屯田 ���1名1室 �41 �27 �．600 �10．000 
12／31～1／4 �3名1室 �53 �27 �．600 �10．000 2名1室 ��28． �800 �11．200 

1二岩1室 �41 �30 �．200 �12．600 

子どもf小学生）差額 ���8，800 �円引き �同額 

主要観光施ほの入場（舘）券、岡山市内
路面四年、路詑バス、下津井領現パス「と
こはい号」、ジーンズバス、夕景蓬瞥パス、
JR自由周遊区間内の普通列車乗り放題
がセットされたおトクで便利なきっぷです。

●自由周遊区間内は、普通・快速列幸の普通車自由席がご利用いただけます。
（新幹線・特急列立はこ利用いただけません）

●観光施設、観光ハス、路面電撃等をこ利用の際は、必ず「同山倉敷2ティパス」を
ご提示ください。

（休園（飴）日に注意）（大原美術鯛・児島虎次郎記念矧ま、同時発券される引換券
で、1日限りとなります。）
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