
基本代金に含まれるもの唾
■行程表

往復JR代金珊多駅発茹

1 �（特・指） ����別府 大分 �到慧若ム蒜テ齢白） � 

ヨ声「i■ll■■■■■ 　　　　　（特・指） ������各 施 設 欄 参 照 

＝　一　日一一日一 塁　　（普通） 本所飯塚一一一一一一一 � �：巳 �乳・重し 

綿久留米．析大牟＿（彗二才邑）＿ 佐門・佐世保・長・も（特・指） 一山布錠駅にて注申下車も可卿 久 �＿巨 �（ �彗」邑＿ 

（ �特・指） 

Kl 　（特・指） 

歪博多■久馴‾（蒜丁訂日日　（掛指） 
綿 

2 �2日目は1日日の逆コースとなります 

●（ �特・指）・・・特急指定席利用、（幹指）・・・九州新字 �手繰指定席利用、（普通）‥・普通列車利用となります。 

●最少催行人員／1名（ホテルにより2名）●お申込金／お一人様旅行代金の20％●添乗員／同行いたしません。
●お申込み／こ出発当日まで受け付け致します。（但し、宿泊施設の満室等によりご予約出来ない場合があります。）

（通信販売・代理店販売の場合は受付期限が異なります。）
●6歳以上12歳未満の方は子供代金となります。（6歳未満のお子様は係員にお尋ね下さい。）

」R各地発着片道差額表（博多駅発着日豊本線経由室本代会に加減してください。）崇ことも（小学生）は半額

忘妄＼＼」地区‾巨剛恒駅庫可慧憩久椚桓車呵佐世保駅庫駅 
ソニック、にちりん �別府 

ゆふ・ゆふ裔 

琴　ゆふ・ゆふ森 

墨本代孟 �追加なし �追加なし �100円 �3，300円 �3，900円 �2，500円 �3，300円 �2，200円 

！2，500。 �－ �－ �－ �1，500円 �2，600円 �－ �－ �－ 

1，700円　　－ �一　　　一　1，000円 

猥九州新幹矧まつばめ・さくら（完結／直通）・みずほ利用可。 だゆふ・ゆふ森弓利用は、博多・久留米新大牟田発のみの設定とな
ります。※由布院駅で途中下垂をする場合、有人改札口をご利用下さい。

由布院～大分～劇府～中津を自由に乗り障りできる

JR周遊乗車券
大分北部周遊乗車券

◎おとな3，000円、ニども1，500円

◎有効期間：2日間

●設定期間一2013年10月1日～2014年3月31日

（発売は2D14年3月30日までです）
●JR利用の宿泊型旅行商品とご一緒にお求めください。

●周遊乗車エリアでは、普通列車

および特急列車の普通車指定
席に乗り降り自由です。　　【周推乗車エリア】

●指定席にご乗車の際は、事前に　　中津

座席の指定を受けてください。

ゆふいんの森号は、全席指定席でも

●周遊乗車エリアでは有人改札　　由布拐

口をこ利用ください。

●列車の逆行不責巨等による払い

戻し、紛失等による再発行は
いたしません。

転大分

マルス旨号　29207

別府～大分～臼杵～佐伯を自由に乗り降りできる

JR周遊乗車券
別府・佐伯周遊乗車券

2，000円、こども1，000円
◎有効期間：2日間

●設定期間2013年10月1日～2014年3月31日

（発売は2014年3月30日までです）
●JR利用の宿泊型旅行商品とご一緒にお求めください。

●周遊乗車エリアでは、普通列車

および特急列車の普通車指定

席に乗り降り自由でも　　【周捜索空エリア】

●指定席にご乗車の際は、事前に

座席の指定を受けてください。

●周遊乗車エリアでは有人改札

口をご利用ください。

●列車の逆行不能等による払い

戻し、紛失等による再発行は

いたしません。

由布院～大分～臼杵～佐伯を自由に乗り降りできる

JR周遊乗車券
由布院・佐伯周遊乗車券

◎おとな3，000円、こども1，500円

◎有効期間：2日間

●設定期間：2013年10月1日～2014年3月31日

（発売は2014年3月30日までです）
●JR利用の宿泊型旅行商品とご一緒にお求めください。

●周遊乗車エリアでは、普通列車

および特急列車の普通車指定

席に乗り降り自由です。　　l周遊乗車エリア】

●指定席にご乗車の際は、事前に

座席の指定を受けてください。
ゆふいんの森号は、全席指定席で窮

●周遊乗車エリアでは有人改札　　由布院●

口を＝利用ください。

●列車の運行不宗旨等による払い

戻し、紛失等による再発行は
いたしません。

※大分県内の指定の精細バスがお得に利用できます。

詳しくは係員へお尋ねください。

●旅行代金表中の休前日泊とは、土曜日及び休日の前日を示します。　●旅行代金表中の
日付は全て宿泊日基準です。●遠大6泊7日まで可能です。（要事前予約）
●21目前割引について21目前までに（宿泊日の前日から起算）予約完了したお客
様へは割引があります。（割引代金は告宿泊施設相にてこ確認下さい）禦21日前を過ぎ
てからのプラン・出発日　旅行期間・氏名・人数・部屋タイプ・食事条件の変更等があ
った場合は割引の対簿外となります〔※西鉄デー割引との併用不可。
●西鉄デー割引について毎月24日にご宿泊されたお客様には割引があります。（割
引代金については各宿泊施設糊にてこ確認下さい）※21日前割引との併用不可。

●往復同一区間でのご利用となります。●但し、JR周遊乗車券をご利用の場合、別府閻
又は大分駅より復路の乗車券を選べます。●6歳未満のお子様でも指定席をご利用の

場合は、子供代金が必要となります。●ご旅行のお申込時にJRのご指定の時間帯等を
お申込下さい。但し、指定席の確定はご乗車日の1ケ月前以降となります。●九州新幹線の

全列車のクノーン幸はご利用出来ません。（所定のグノーン科金券を閑人されてもご乗車出

来ません。）●お申込み後の指定席の変更は、ご乗車前1回のみとなり、同一日、同一区
間、同一設備、同一種別に限り、列車出発時刻2時間前までに、お申込み店舗または、JR九

州の駅、みどりの窓口の営業時間内にお申出下さい。但し、JR西日本が管理している博多
駅・小倉駅のみどりの窓口では取り扱いできません。JR券の差し換えが必要となります。（た
だし、利用できる列車をあらかじめ限定した商品は、お申込みの店舗以外では変更出来ませ
ん。）●パンフレット及び、JR券面に途中下車について特に記載のない限り途中下車は

出来ません。券面上の駅以外での途中下車は、全て前途放棄扱いとなり、払戻は出来ませ
ん。●原則として往復のご利用となります。片道のみの払戻は一切出来ませんのでご注志

下さい。●JR券を紛失した場合、再交付は出来ません。●列車の遅れや運行不能の場
合は、駅にお申出いただき、JR券面にその旨の証明を受けて下さい。その際、JR券はお申込

店舗にご提出下さい。●取消の際はお申し込み店舗にて手続きを行なって下さい。出発
当日の場合でお申し込み店舗にお立ち寄りできない場合は、お近くのJR窓口にて出発時刻
の2時間前までに列幸の取消手続きを行なって下さい。（取消証明のない場合は払い戻しで

きません）その際のJR券はお申し込み店舗へ必ずご提出下さい。

匿］：妄三㌔くり豊JJ漂票讃鑑讐認孟詣言責せん。

黒臼（官兵衛）孝高が
豊臣秀吉の命により
九州を平定し、12万
3，000石を拝領し、天

正16年（1588年）に

築いた城。別名扇城。



◎杉乃井ホテル

商品No．■爪 �SGDO2－662069（基本）MSGDO2－662070 ��������ピ≡ ��】 � �l●　」 ���� 

ユ宿ヨ �雅∫ ��」督 � �西 �転－ 網引 ��大ノほ �円、 胃引き �� �������� �ンー �15 �00． 
こども 〟－．㌻ ��� ������） �� � �10 �00 

「「 【己 肝－‘ 芦屋攣．…一㌢ と・－lJ4°● 忘盛上 � �� � ������������トイ で 予 �レ付） 約10分 

大人お一人榛1泊2日塁本代蓋（博多駅発盾／芸 ������������������ � 

よさ－■視 ■・、i ：√i ��「㌻手管て茅 … 　■「 � �】 室 �崇 ����カチ コリ �� ��� ���将 ��日 

1浣二 � �� 

㌢悠 皇l二 はそ． 買一 章て ゝゴ′ � ���16 ��平休日 ���14．500 ��5．100 �16月00 �19．300 ��27，700 
休 ��日 �相．600 ��17．100 

3名1…≡ �����平 ��帽 �5．100 ��15．600 �†7．100 �性800 ��28，200 
休 ��日 �17．100 ��17，780 

2名1窒 �����平 ��．日 �16．100 ��16，600 �18，200 �20．800 ��28．70D 

休 ��日 �18，200 ��18．700 

藻∴主 ■i＿ミニ一，ヒ ��� �������� 
3名1室 ���16 ��平休日 ���10，100 ��107001 ��14．900 ��23．300 

、誓言 著 ������ � �∃ �12．200 ��1乙700 �12，200 

日 �10．700 ��1．200 �l12・700 �15，400 ��23．8 �00 00 

日 �12．700 ��13，30D 

！ ㌢∵師の完■　　　　外観■ ����� �2名1璽 ����� ��日 �11，700 ��12，200 �F13．800 �16，400 ��24，3 

休 ��巳 �13．800 ��14，300 

忘か＼ ��つ干 � ��ほ／127、 � ��1a■3日／■2 ヨリ ���り5・1／31 � 

き 垂 て7ノ 寮 ＿ヱ■ ！．雪上 と貸宣 矩して �4名以上帽 3名1室 �15 �平休日 ��15．000 �17，2CD �23朋0 �36！100 

休 �日 �18．200 �20．300 

平 �日 �16．100 �18，200 �24，500 �37，200 

休た �日 �19，200 �21．380 

2名1室 ��平 �．日 �17．200 �19．200 �25，500 �38，200 
休 �日 �20．300 �22．400 

ことも（小学生） ���� ���．700円、 

4名以上1室 �15 �軸白 ��10．800 �12．800 �19．000 �31，700 

牽 �日 �13．800 �15，900 

3名1室 2名1室 ���日 �11．700 �13．800 �20．100 �32都0 
休 平 �日 �叫800 �16．9DO 

．コ �12．800 �14，已80 �21，100 �33，800 

休前日 ��15，900 �略000 

為 ���� � � 

rト・・上 

汀：二 組．ト ㍗∵丁‾ rJ′ 舞一掬‾ 」 ■ヨ■■■iヨ ＿盲＿」 f � �弓 J巨‡‾7■ � �� �ユこ；J　　J　l＝＝．⊃ 

等‾∴ ・‾裡三L � � �大人お一人様1泊2日塑本代金（博多駅発箔／隈）珊丘：円 
出発日 ��カテ コ■リ � ��12／1－29、 1／4・8／20 �3ノ21－30 �12／30・1／3 

i よこ： デーミ ニ．＿ 】 j j モモ 宥1 g、 ㌫花 �4名1室 �14 �平休日 ��12，900 �14，000 �23，500 

イ木l �日 �14，500 �15，500 

3名1室 ��平イ �胃 �14，000 �15．000 �24，600 
休i �日 �15．600 �16，600 

2名1室 ��平休日 ��15，000 �16，100 �25，600 は4．000円、 引き 
休前日 ��16，600日7，700 

天風呂（空の濁 ���� �� ���� 

4名1室 �14 �平 �日 �8，巨qO 10，100 �9，600 �19，100 
㌣三・一 ⊆ � ������体重 �日 ��11．100 

3名1茎 ��平 �日 �9600 �10600 �20，200 
F－‾■ � �����休l �日 �11，200 �12，200 

2名1室 ��平休日 ��10，600 �11，700 �21，200 
休前日 ��12，200 �13．300 

「地獄蒸し料理」を体験できる
施設です。他にも「冷却装置モ
ニュメント」、「飲泉湯」、「足蒸

し」、銭輪の歴史や温泉、地獄

などの情報を発信する「展示
コーナー」があります。

料金／地獄蒸し釜等本使用料（30分以内）500円　延長使用料は（10分又は端数を増すごと）150円

営業時間／AM9：00～PM9、00（地獄蒸し釜の忘柊受付はPM8：00）

休館日／毎月第3水曜日（祝日の場合は翌日）TEL／0977－66－3775

悶No．剛掴附；

ザアクアガーデン・
棚湯入場無料
ボウリングゲーム割引券付
（1ゲームにつき50円）

ト音下記基本代金に大人1月00円
肖ことも700円、幼児500円
…竜追加で海側に変更OK王■
巨～カテゴリ　和洋当室）

お部屋タイプ和洋室（5名／ノてス・トイレ付）

アクセス　JR別府．駅より三日で約10分

別府駅西口よりシャトルノてスでの送迎有

夕　食　　レストランにてハイキング（和洋中）

朝　食　　レストランにてハイキング（和洋中）

本籍仙別）大人お一人僅1泊2日基本代金（博多駅発電／監E露選靂）

崇 �カテ ゴリ � � �顧日 
10／ト3／19 �1／5、3／20、 � 

邑 �25 �平休日 �16600 ��24，600 
休前日 �20．400 �18，300 

録＿3名1室 ��平休日 �17．700 �19，200 �25，600 
体前日 �21，300 

芋を　2名1室 ��平休日 �18，700 � 
休前日 �22，400 

慧 �25 �平休日 �12200 ��20，200 
休前日 �16，000 �13，900 

藩3名1室 ��■平休日 �13．300 �14，800 �21，200 休前日 �16．900 
㌫芹 登2名1室 ��平休日 �14，300 �15，900 �22，200 

休前日 �18，000 

HANA詑仙誓■ノ）大人お一人榛1泊2日基本代金（博多駅発一石／m）　　　　　　　　　　　　聖イ丘F

二よで ��カテ コリ � ��10／ト3／19 ��1／5、3／20、 � 

j ！隻ミ 学 繋 �4名以上1室 �25 �平休日 ��17，700 ��19，200 �25，600 
休前日 ��21 �，300 

3名1室 ��平休日 ��18 �，700 �20，300 �26，600 
休F �」日 �22 �400 

2名1室 ��平イ �日 �19 �800 �21，300 �27，700 l 
鞘 �」巨］ �23 �オ面 

上≡ �己嬰本代歪より3名1室以上は5，600円、2名1室は2．200円引き 

幼児は3名1室以上は10，600円、2名1室は4，400円引き 

崇． 諷 十十 羞 �4名以上1量 �25 �∵≡ ��13，300 ��】14，800　■ �21，200 16 �900 

3名1室 ��平† �日 �14 �，300 �15，900 �22，200 
休 �日 �18，000 

2名1室 ��平イ �日 �15，400 ��16，900 �23，300 
休F �日 �19，000 

・茎・荒・　MSGDO2－662076基本）　05598 

旋転避 ����づ 芦 �威選天大聖課讐 ������・叩＿．1至＝．99 ■四．tOj90・ 
閣‾．′　　　　　　　　大人お一人様1泊2日基本代金（博多駅発芯／Ⅶ）弛円 ������������� 

紅声帯撃 �� �這茫ヲ ���カテ コリ � ��1／4・3／30 �12／29－3D、 1／3 �12／3ト1／2 � 
警・跡霹‾∵．∴1■料 ���� � �4名1室 �立 �平休日 ��18，500 �21，600 �23，900 

節、芝山　ノーr脈珊 ��������休前日 ��20，600 
・貞声甲田一丁「 ��� ���3名1室 ��平休日 ��19，600 �22，800 �25，000 

ぎー、マ章Ⅴ ��������休前日 ��21，600 

－1－　∴∴慧一一1 ������2名1室 ��平休日 ��20，600 �23，800 �26，100 

22600 

器黒岩㌫豊；・新二一一で アクセス JR別府駅よ岬で約2。分短－ぅL 送迎なし ���� � �1名1茎 ��平休日 ��24，800 �l／ �　／ 
／ 

4名1室 3名1室 �㌦ �平休日 ��14，100 �17，200 �19，500 

夕　f‡ ��【‾▲＿ i－r1－㌧ 一一一1－ ������休l �日 �16，200 

平 �目 �15，200 �18，400 �20，600 

隋 �巳 �17，200 

指弧旨蒜＝■就葡萄琵甜艶義■ ������2名1至 ��平休日 ��16，200 �19，400 �21，700 休前日 ��18，200 

1名1室 ��平休日 ��20，400 �l／ �　／ 
大人おひとり様につきミネラルウオーター1本サービス己 

匝7日 ��　　　／ 


