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品遠の御宿親もみじ
黒井】単純濾泉

効可礪瘍・筋肉網［空亘⊆］

淘布院のはずれ、移木立に囲まれひっそりと件む相。旬の食材にこだわった夕食後は各々の
お部屋の専用露天風呂でのんびりとお過ごしください。

◆毎月己廿日は
大人1．000円

／こともA700円
／ことも8500円引宣

■チェックイン／14　30（アーリー）

チェックアウト／1000

●夕食／食事処（会席料理）
●朝食／食事処（和定食）
■熟れ／露天風呂トイレ何

（和室8十45塑／定員4～6名）

■交通／」R久大本線由布院駅より車で約5分

⑳⑦⑳◎⑬⑳
田J認諾。0⑳
◎⑳⑳

偶女訓（勇女封〉

数字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（博多発話／1泊2食付）　　　　　　　　　皇位円

至∵ �⊇ コ リ �10′ト3′30　　　　　… 平休日 �休前日 

5名l室 � �18．000 �20，300 

呂4名1室 ��19．200 �21．500 
プ　3名1室 �35 �21．400 �23．800 

；撃雲A ��22，500 �24．800 

5名1要 福4名1室 �35 �13．600 14．800 �15．900 17．100 

さ　3名1箋 ��17．000 �19．400 

18．100 �20．400 

冒こともA F　こともB ��11，800 8．400 �13．400 9，600 

除外白12／29～1／5　幼児施設使用料2～6歳（未就学児）2∫100円（税込、現地払い）

…主　　　　・　　ご∴了．∴ここ‥＿」

草の庵のように素朴で優しいお相を目指し創果した全室13室の木逓川の温泉宿です。

長町．・・；；
■チェックイン／1500

チェックアウト／1100　　　　　　　　　　　　ぎ・′季節により料理内容が変わる場合があります。

：詰ク霊宝壬霊宝漂霊宝苧）賢雪空㌣おひと。機（鱒竺華甲・

∴‡ �⊇ コ リ �10／1′～3／30 
J4・5名1璽 � � 

昌之・3名1茎 ≡lこどもA �15 � 

■和室／／つてストイレ付（4名定員）
●交通／」R久大本線由布院駅より更で約5分

⑳⑦⑳◎⑬0
0⑳己二二亮一、

∵睾　∴ 幼児施設使用料1～3歳2．100円（税込、現地払い）

ゆふいん崖虚の藤　　…持去ご忘書芸…芸
コ′りレトプル一色・かけ流しの天然温泉、心やすらぐ1棟建の離れにてお蒐ぎください。

●チェックイン／1500
チェックアウト／1100

■夕食／食事処（四季の手造り懐石料理）
■朝食／食事処（和定食）
■磯れ）和室／ハストイレ付（定員4－6名）

■交通／」R久大本線由布院駅より車で約5分

⑳⑦⑳◎⑬0
0⑳内岩芸盟，
・一拍一丁

偶友引）

溌季矧こより料理内留が変わる場合があります。

●笹本代金　大人おひとり穣（博多発着／1泊2食付）　　　　　　　　単位円

‡∵ �÷ コ リ �10／1人・3／30 平休日 �休前日 

J4名以上1壬 �30 A �27．200 �29．600 
R　3名1蓋 ��28，300 �30．800 

言2名唱 ン董ことも ��29，400 �1　　　　　32．800 

箪笥誓30 �22．800 23．900 �25．200 26．400 25．000 �28．400 

憑こともA ツこともB �16．600 11．900 �18．200 13．100 

除外巳12／31～1／3　幼児旛謝吏用料0－2茂2．100円（税込、現地払い）

墜堕頭重頭）榎慶腋鮪
由布院では数少ないペット同伴での宿泊が可能なお宿です。

等｛I二三‡二‾≒‾∴－　‾烏鵬

■チェックイ：ノ／1500

チェックアウト／1000

●夕食／貪軍処（地とり嗣十会席料理）
●朝食／真率処（和定食）
1和室／りてス無トイレ何（125畳4名定員）

t交通／JR久大本線由布院駅より李で約3分
※送迎なし

⑳⑳

PP「∴J’
⑳閑㌘）

泉貨】単純泉

効能1疲労回復、美肌勤畏怖ナ臥（加水）】

■基本代金　大人おひとり様（博多発着／1泊2台付）　　　　　　　　単位円

除外日12／31～1／3

婁望酸＝ドアサブ1豊後牛しゃぶしゃぶ十会席料理／大人2．000円、こともAl・400円追加（こどもBは設定なし）

晶義のお品ほたる　≡≡
アルカリ性単純泉

神経膚、筋肉功、五十■等
lかけ流しl

琵ノ割引の併用は不可

◆家族貸切屈昌利用曾－ビス（退局50潜れ588円〉
◆連泊のお菩欄へ2泊臼の夕食持　大分照持荏rmあじの芸道り」サーヒ∴
◆女性には大分摩り両手丁ホン幣150mり1人1本（大人のみ†つレセユ十

＿・二二千∴層l（1ElヲSQFF）（LiLi三∃0分5．250円／60分B．qOO円）

■チェックイン／15．00　チェックアウト／1000

■夕食／金字処（ほたる会席腰）
■朝食／金琴処（和定食）
■和室／還天風呂バストイレ付（8畳／定員4名）

和洋室／忘天風呂トイレ付（ツイン十6畳／定員3名）
2閤続和室／パストイレ付（6歴＋10盤／定員6名）

■交通／JR久大本線由布院駅上り至で約7分

⑳⑦⑳◎⑬00⑳
田J罵緊。。惑魚島

；三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

箔箋妻沼壷 �14．600 15．700 �17，800 18．800 �15．800 16．800 �17．800 18．880 �18．900 19．900 �24．400 25．500＿ 
・ブ2割茎1D �17．800 �21．000 �18．900 �21．000 �22，100 �27．600 

ラ　こともA �10．800 �13．100 �11．600 �13，100 �13．900 �17．700 

とン　こともB �7，800 �9，400 �8，300 �9．400 �9．900 �12．700 

：1アップフラフ
大分県特産「関あじの姿造り」／大人3．000円追加、こともA3，000円追加（こともB設定なし）
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黒川温泉バス停

呈∵芋－：
／とうふ吉祥驚喜贋

も‾≡キ∴≡三三二
ふれあい　黒川郵便局●
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「巧者軌3高原ハス」

将停（復路）

二も鼻二∵盲壷姦

◆北九州より（日田インター利用）……約3時間30分

◆禰岡市内より（日田インター利用）…

◆久留米より（日田インター利用）…

◆熊本インター／別府より…・・ 器等≡還；：；ポ程

悪用温泉　′藤二
直行で舌は八・‥竺‘‾‾－■
－■－■－▼・■・ヽ－tt1ノ■一一　・・一・1・－■・、・■■ヽヽ　ヽヽ、■ヽ一・■●・・■　　　　　　■　　‾l　ヽ、－1一一一■ん－ヽ＿・ヽヽ

封事前予約が必要です（座席指定制）。詳しくは店頭にてお問い合わせ下さい。（平成24年8月1日現在）

三一蒜捌 � �� �華のみ 

発車時刻 �博多 �西鉄天神 �福岡空讃 ��黒J �温泉 
バスターミナル �バスセンター �国内線第2T 

福岡一一 黒川温泉 �9：01 �9：20 �9 �41 �12 �04 

13：54 �14：13 �14 �34 �16 �57 

※お帰りも黒川温泉を930と1400発の2便運行で便利l

運行‘九州産交パス（株）、日田バス（棟）との共同運行

細軸固唾　霞遠パス予約システムにてWeb予約後　DJ発券

泉濃霧麒漂
黒川での悪天風呂めぐりに欠かせないのは「入湯手形」。

ご宿泊の方だけでなく立ち寄りでもご利用いただけます。

［頂寧コ手形1枚1．200円（おひと。様に機ずつ必要です）
読ir高志証訂1鰍lT■ヽ虚つ▲扁亡㌶この手形1校で黒川温泉旅柁絹合加盟旅館の
凶1掛こつき3ヶ所真義蒜蒜毘】遠雷蒜㌘刀L

臨画画6ケ月間（臥矧こ日付をスタ刀し打）

「■　甲禦30分～午後9時

匝重奏垂］黒川温泉翻光旅館協同組合（風の創

丁臥0967・44・0076

靂蒜　にしむら　　≡≡i：…≡1ゥマ絹匝画

⑳⑦00
⑳⑳⑳

（男女周〉（男女脳）

盛が慣門
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■大人おひとり様1泊2日基本代金（1泊2食付）

要 き入室人員 i �二 二J リ � ��　　　　う 12／3ト1／3　箋 

平休日 �沐前日 

ぎ　4名1茎 �14 �14＿700 �15＿800 �23，600 

3名1塞 ��15．800 �16＿900 

】＿2名1玉 ��16＿900 �18＿000 

1名1署 ��19．100 �20．200 �＿＿一一一一　　　／ 

要　こともA ��10．900 �11．700 �17．300 

こともB ��7．800 �8．400 �12－300 

義露　わかぼ　　　≡：
肌がしっとりうるおうと評判の女性専用＃天風呂「化粧の港」が女性に人気の柄です。

e（〈000
⑳田誠甜◎
⑳⑳畠チェ昌詣請開）
（男真説）（舅支那

■大人おひとり様1泊2日基本代金（1泊2食付）　　　　　　　塑億円喜

！入室丸疑 �Z； ＝プ リ � ��12／31～1ノト3 
平休日 �霊　　　　沐前日 

i4宅1室 �14 �14．600 �16，800 �20．500 
さ　3秦1茎 ��15．800 �18．000 �21．500 

を　2名1重 ��16．900 �19．100 �22．500 

象　こども凧 ��11．200 ��11．200 

7．900 ��7，900 

幼児施設使用料4～5歳2．100円（税込、現地払い）
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