
■基本代金に含まれるもの

JRプランJR往復 ���◎ �染　ぎE ���料ゾーンへご入場の場合、別途入場チケットの購入が ���や　　　◎巳コ　　　　　　．　　∴∴茶席右隅職■叩帰日訝聯 ��議 宿泊 � � � �要となります。 ルアムステルダムは有料ソーンにございま �け �宿泊訝写訝 �宿泊　■蒜≒・責了と押こノtrこ′手ごろ －せ・蒸着畑野．鮎鐸鳩薮損薫痛‾㌢ �一芸投≡透り頑識季冬炎築こう多野ご・ 

E≡ �本コース■2013年10月1日～20 ��4年 �　　己 3月31日帰着の ���愚チケットのご礪人が必要となります。 D毎日設定 �� �榊攣∈指が辞世暮望．諺煤で「、 

J R �行　　程 ��������食事 �宿　　　　　　　　　行　程 ��食事 

1日自 �各設定駅■＝Ⅰコ博多■ロロ鳥栖■⊂■新鳥栖 島貫笠田蒜蒜蒜蒜≡土ⅡⅠ』 ��� ���ロー田豊ホテル（泊） �■ �彗1日目　名白日7品忘二品丁目MM■到着 ��後フリータイム・ホテル 
プ ラ ン ����������フ 

2日目 �　　到着後 ホテル＿＿三旦＝皇‡主－ � �にⅠコ■：：】新鳥栖：」にコ■．．栖■：：■：：コ■博多■：：1⊂エコ各設定駅 　LII三言蒜訂蒜忘児急苧芸 �����※ �ン　2日目　ホテル・フリータイム　馳腿魂－■一一■■■■■■■■●●●t各自l※ 
お客様ご負担 �������� 

削小倉・黒埼～博 ※食事条件は各 ��多は特急自由庶、新飯塚～博多・久留米～鳥鰍は普通列車・新大牟田～新島掛ま九州新幹線自由席とな ホテル欄にてご確語下さい。 �������長竜． �き慧琵‥毒草襲撃喜逗・崇と∴亮・＝㌣㌢′葦苧‾さだ＝；壬二！‾第七六溝三二十肇耕薫てさご華子頚蕉書き芋窪 

■JR各地発着～ハウステンボス（片道）差闊表（博多新発着代金に加減してくだ乱1。）※ことも（小学生）は半額

利用列車 � �博多駅 �小倉駅 �黒崎駅 �新飯塚駅 �久留米駅 �薪大牟田駅 �佐賀駅 �熊本駅 �大分駅　■ �別府駅 �鹿児島中央駅 

ハウステンボス号 �大人 �基本代金 �1，400円 �1，100円 �400円 �－100円 �1，200円 �－600円 �2，700円 �3，500円 �3，300円 �6，200円 

森に囲まれた湖畔の別荘感覚で過ごすコテージです。

※12／21～24、12／31～1／1、3／21・22・29は早期割引除夕日∃

■基本代金（大人おひとり撼＝1泊2日牒多駅発着／il瀾隣村董）
；：！下記の料金にはハウステンボスの入場券代が含まれておりません。有料エリアにご入場の方は4ページのオプショナルプランにて事前にチケソトをご購入下さい。（単位円）

プ】 ゴ リ �A �B �C �D �E �F �霊や　‾さ 

l■ �5名 1室 �05 �13，400 �15，000 �17，300 �19，400 �19，900 �21，000 �25，000 
4名 1室 ��13，900 �15，600 �17，700 �20，000 �21，600 �23，600 �27，500 

3名 1室 ��16，600 �18，400 �20，400 �22，600 �24，200 �26，400 �33，300 

2名 1室 ��21，100 �22，800 �25，000 �27，000 �29，600 �34，000 �44，200 

ことも神学生） ��上記基本代金より2，300円引き 

十 ゴ リ �A �B �C �D �∈ � 

三 才 、去ク �5名 1皇 �05 �8，800 �10，400 �12，700 �14，800 �15，300 �16，400 �20，400 

4名 、1室 ��9，300 �11，000 �13，100 �15，400 �17，000 �19，000 �22，900 

3名 1r急 ��12，000 �13，800 �15，800 �18，000 �19，600 �21，800 �28，700 

2名 1室 ��16，500 �18，200 �20，400 �22，400 �25，000 �29，400 �39，600 

大人2～5名様ご利用時に最大2名様まで酒庫無料（小学生まで）はトかる飲食等は別途お支払いが発生）
出－i閣1500円引き

¢ 0緑βα払班． �バークビュー‡JRプラン・・・商品No＝663227（基芸）捏撃写軍＿酌亘如・宿泊プラン・・・高知麺垂頭重頭重画卓如　　　パークビュー：04352）くステーションビュー：04353削15‥00／OUTl 

ストションビューIJRプラン663229（基本）663230（早軌葡泊プラン663329（基本）6祓癒葎軒 

卿　　■　　　知 
アムステルダム中央駅のイメージを再現した建物は、濾酒なフォルムで仔んでいます。ハウステ
ンボスを楽しむための「リゾートステーション」として、お迎えいたします。

誌整一驚＿． ■基本代金（大人おひとり様1泊2日・博多駅発着パ†泊触封】）
）．‡下記の料金にはハウステンボスの入場券代が含まれておりません。有料エリアにご入場の方は4ページのオプショナルプランにて事前にご規大下さい。（聖位円）

①ご朝食券のランチ対応OK
甥所1階レストラン「カメリア」（利用時問．1130～1400）

（∋記念日にエール画廼画
ご旅行期間中に記念日（誕生日結婚記念日）を迎えられるお客様で、ホテル内の
レストランにて夕食をご利用のお客様にホテルよりプレゼントをいたします。
※記念日を基準に前後10日間の宿泊を対象といたします⊃

●内容ホテルオリジナルへアプレゼント（1予約1個）
●フォトサービス（ホテルスタッフによるデジカメによる記念撮影）
※ご旅行出発3日前までに、夕食のご予約と共に宿泊予約

（TELO956－58－7128）までご予約ください。

③連泊特典：ホテル館内施設ご利用補助券1，000円分
●飴内レストランでの夕食利用券　●館内レストラン及び八一でのドリンク利用券
●お部屋冷蔵庫内の有料飲料利用券として利用可損
耗滞在中につきお一人棲一枚　※除外日12／21～24、12／28～1／3

※ホテルで引き換え

おこさまへのおもてなし

①おこさま用客室用品をご用意
tこ利用可能な備品］パジャマ、スリッパ、ヘビーヘッ

ド、ヘッドガード、おむつ入れ、おこさま用便座
※数に限りがございますので、ご利用いただけない

場合壱こざいます。

（∋らくらく添い寝プラン
12才までのおこさまは1茎2名まで添い婁OKl
ミ但し、小学生は蔦食代1．270円が必要とおります（現地払い）

③アレルギーをお持ちのお子様にも安心して

お料理を召し上がっていただけるように

事跡ここ相談を承ります
※14日前までに電話にて相談

腸柑蜘①①⑨ともホテル宿泊予約に空軍前予約

カ 等 �A �B �C �D �E �F �一二三＿＿・せ予 

パ 【 ク ビ ユ l �4名1室 �84 �11，100 �11，800 �12，300 �14，800 �16，000 �19，100 �22，600 

3名1重 �73 �13，200 �13，900 �14，400 �16，900 �18，100 �21，200 �25，000 

2名1室 ��14，800 �15，500 �16，000 �18，400 �19，800 �22，800 �30，300 

1名1重 ��20，600 �21，200 �21，800 �24，400 �25，500 �28，600 �47，000 

ス テ ！ シ ヨ ビ ユ I �3名1空 �73 �11，600 �12，200 �12，600 �15，300 �16，300 �19，500 �23，400 

2名1室 ��13，300 �13，700 �14，200 �16，800 �17，900 �21，000 �28，600 

1名1室 ��18，900 �19，500 �20，000 �22，600 �23，700 �26，800 �45，400 

二を 百 �A �B �C �D �E �F � 

蚕 �パ l ク ビ ユ l �4名1空 �84 �6，500 �7，200 �7，700 �10，200 �11，400 �14，500 �18，000 

3名1空 �73 �8，600 �9，300 �9，800 �12，300 �13，500 �16，600 �20，400 

2名1室 ��10，200 �10，900 �11，400 �13，800 �15，200 �18，200 �25，700 

1名1空 ��16，000 �16，600 �17，200 �19，800 �20，900 �24，000 �42，400 

る フ‾ 】 シ ヨ ど す �3名1空 �73 �7，000 �7，600 �8，000 �10，700 �11，700 �14，980 �18，800 

妄・ ��2名1室 ��8，700 �9，100 �9，600 �12，200 �13，300 �16，400 �24，000 

1毛1室 ��14，300 �14，900 �15，400 �18，000 �19，100 �22，200 �40，800 

霞団5∝岡引きく但し、12／21、12／22、12／31、1／1泊は除く〉



ハウステンボスに隣接し、格調高いヨーロピアン調の滞在型リゾェトホテルです。

ヤ■囁＝＿
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■基本代金（大人おひとり様1泊2日・博多駅発着／博樹）
；●雲下記の料金にはハウステンボスの入場券代が含まれておりません。有料エリアにご入場の方は4ページのオプショナルプランにて事前にご鴎大下さい。（単位円）

挙 ‡ヲ■ �A �B �C �D �E �F � 

3名 1室 �73 �11，800 �13，300 �11，800 �14，400 �15，500 �16，600 �19，600 

2名 1室 �52 �12，300 �13，900 �12，300 �15，000 �16，200 �17，000 �21，200 

1名 1空 ��15，500 �17，000 �15，500 �18，100 �19．100 �20，400 �24，400 

上記基本代金より2，300円引き 

3名 1室 �73 �7，200 �8，700 �7，200 �9，800 �10，900 �12，000 �15，000 

2名 1室 �52 �7，700 �9，300 �7，700 �10，400 �11，600 �12，400 �16，600 

1名 1重 ��10，900 �12，400 �10，900 �13，500 �14，500 �15，800 �19，800 

既閣1500円引き　罠幼児旅設使用料（4歳～未就学児）920円（税込現地払い）

■基本代金（大人おひとり様1泊2日・博多駅発着／L錮嬢堕感）
・’ミ下記の料金にはハウステンボスの入場券代が含まれておりません。有料エリアにご入場の方は4ページのオプショナルプランにて手前にご購入下さい。（単位円）

カ テ ゴ リ �A �B �C �D �E 

3名1室 �84 �11，100 �12，600 �12，200 �14，200 �16，600 

2名1室 �53 �11，700 �13，200 �12，600 �14，800 �17，300 

1名1室 ��12，600 �14，800 �13，700 �16，900 �20，800 

ことも（小学生） ��上記基本代金より2，300円引き 

徳一 蟹l ＋ニ＋ 雷 �3名1室 �84 �6，500 �8，000 �7，600 �9，600 �12，000 

2名1重 �53 �7，100 �8，600 �8，000 �10，200 �12，700 

1名1室 ��8，000 �10，200 �9，100 �12，300 �16，200 

済幼児施設使用料（4－5才HL039円（税込現地払い）除外日12／31～り2

海外リゾートに訪れたような開放感。目の前に大村湾が広がる絶好のロケーションに、世界10

数力濠のスタッフが集結したインターナショナルホテルが誕生。

■基本代金（大人おひとり様1泊2日・博多駅発着／脱藩義姻）
iiミ下記の料金にはハウステンボスの入場券代が含まれておりません。有料エリアにご入場の方は4ページのオプショナルプランにて率前にご訊大下さい。

を フ‾ ゴ リ � �1／4～1／30 �10／1～12／29 1／31～3／31 �12／30～1／3 

3名1室 �73 �平休日 �10，700 �11，300 �21，200 
休前日 �15，000 �15，500 

2名1室 �52 �平休日 �10，700 �11，300 �21，200 
体前日 �15，000 �15，500 

ン �1名1室 �41 �平休日 �13，900 �14，400 �34，500 

休前日 �20，200 �20，800 

こども（小学生） ��上記基本代金より2，300円弓 ���き 

3名1室 �73 �平休日 �6，100 �6，700 �16，600 
休前日 �10，400 �10，900 

■予 診 �2名1室 �52 �平休日 �6，100 �6，700 �16，600 休前日 �10，400 �10，900 

1名1室 �41 �平休日 �9，300 �9，800 �29，900 
休前日 �15，600 �16，200 

●朝食付プラン2，000円追加

JRハウステンボス駅から徒歩1分。天然温泉で料理は地元の山海の幸が自慢の
低価格リゾートホテル。

●ミネラルウ1－クー1部屋に体サービス
■チェックアウト後も当日は天然温泉入浴無料

■基本代金（大人おひとり様1泊2日・博多駅発雷／匪東浜詭捌）
）下記の料金にはハウステンボスの入場券代が含まれておりません。有料エリアにご入場の方は4ページのオプショナルプランにて率前にご購入下さい。（単位円）

力 � �10／1～11 �10／12′｝13 11／2～3 �12／23～24 �12／31 

モ ��10／14～11／1 �12／20～22 �12／30 
コ リ ��11／4～12／19 1／5～3／14 �12／25～29 3／15～31 �1／2～4 �1／1 

3名1室 �53 �平休日 �9，800 �10，500 �11，900 �16，600 
休前日 �11，400 �11，900 

2名1室 ��平休日 �10，500 �11，100 �12，400 

休前日 �11，900 �12，400 

1名1室 ��平休日 �11，100 �－ �－ �－ 

休前日 �13，300 �－ 

こども（小学生） ��上記基本代金より2，300円引き 

「＝ �3名1室 �53 �平休日 �5，400 �5，900 �7，300 �12，000 休前日 �6，800 �7，300 

当量＿ �5　2名1空 ��平休日 �5，900 �6，500 �7，800 

撃 ���休前日 �7，300 �7，800 

1名1空 ��平休日 �6，500 �－ �－ �－ 
休前日 �8，700 �－ 

朝食付プラン，1，∝泊円追加
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