
日南レール＆パスきっぷ
′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※有効鞠間：2日間

1往復JR

2往路JR＋復路パス

3往路パス＋復路JR

萎

Ⅰ3通りの使い方ができますので
お客さまのご希望とうりの

旅行が楽しめます！

※往復パスのご利用はできません

●発売顧「日南レール＆パスきつぷ」

2，800円（ことも2，200円）※有効期間2日闇
黒往復または片道の「沼幸山幸」指定席が利用できます　　マルス番号18659
崇≡小学生以下のお子さまが往路」Rで利用される控は、通常の運賃料金の方が
安い唱合があるためお求めの際はこ′主缶ください。

特急r湾幸山幸」と観光バス「にちなん号」が

セットになったおトクなきつぶ！

日向の神話として語り継がれている渦幸彦、山幸彦の物

語りの舞台です。
1声袖吉　「古事記川ヨ本召紀」に描かれた古代ロマンゆかりの地

をめぐる旅。

特急「海事山草」と、美しい日南海岸を走る観光バス
「にちなん等」をご利用いただけるおトクな商品です。

．・．．・．．＿上り　観光バスには背白や鵜戸神宮などの観光もセットになっ
日和中公庫　－下り　て、日南観光がさらに楽しめま弟

子

麟光パスrにちなん別停電駅と1行時制IMCHIN∧N－GO一

宮崎釈　　　書■神社　　　堀切峠　　　蕎戸神宮　　　油井研　　　鉄慮駅　個観光駐ヰ囁　港の駅めいつ　　甫郷釈

下り　　900　→　930／10．15　う1025／10：35⇒11：00／1155　→　－、く　　う　　ータ／　う　1225　　→　12：餌　う　1255

上り　1738　←1700／1615　ト1685／1555　←1530／1435　←1415　←　1405　　←　1400　　←　　－、′　　←　1330

即にちなん軌は摘要山到運行日のみの運転でも　　　　　　　　　　　　、琶下り庵絵は洩ノ牽析転記駅、上り箱掛は透の駅めいつには停車しません
り1フは栗平人員にたりがあります。串前の乗軍予約は「日窃レール＆ハスきつ′釣をお口い求めのうえ0985－53－2323（菖交ツアーデスク平日900～1800交付）まで

お等さまご自刃でお電話のうえお申し込みください。なお「にちなん弓」は長府指定は帝っていません。ご予約はご利用日を含む5日前まで承ります。
こ予裏勺が舞＜ても＝荘重いただけますが、巧府の昭合はお断りする環合がございまも

′ノ「にちなん早」の運行、説光内容及び重岡は謁頚帽により異なる唱合があります。
※「にちなん号」の停革場所は、富埼駅油′那糾那甜＝閥糊の昌駅前及び蔚蔦野辺口前艶姿唱道の駅フ工二ソクス孤戸神宮監査甥襟記増硯光臨革椙で‾九

＝H L一　、　　▲　　　　　　　　　　　　　　　　　　叫：

観光バス「にちなん号j

】亨三言…神注の船で立ち削帯光‡≡諾
14351
1530糞

神経の■台で立ち寄り＃光
汰行きに郡の巳軒竜洋を望みながら厭肥や雨茅までれ光パス「にちなん号」をご利用に掛人お妙」に観光特射′毒筆山草」をお楽しみいただく使い方もおすすめです。

お好きな使い方をお選びください。

※平成25年5月末日現在の情報です。時刻やコースは変更になる甥合がありますので、最新の時刻表等でご確認ください。

陸フ≡‾こク聖二≡側」

面轟寮裏表



穏・　照帥社則一　一…
城山鰯光ホテル　●　〉●攣恥。

』行程表 ���←三二 

1：ぎ �　小倉＿＿＿＿＿＿ 佐賀・佐世保・長崎　一一一 �塾劫塾一博多一一一一一日－一朗島中央　慧　ホテル（泊） 　　　■闘『■ 径矧　一新鳥栖＝【J �各 垂 丁 ル 蓼 照 

凄 �ホテル＿」塾．＿ 　お客様ご負担 �鹿児島中央＿＿犀璽型撃垂塁塁等＿博多　■』蓮　組■帽 　　l」＝＝＝薪鳥栖－一　夜撃」一一一佐卦佐世保・長崎 

●最少催行人員／1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／ご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間が異なります。）●6歳以上12歳 万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。） ���未満の 

■JR各地発着l遜ヨ差額表（博多駅発着塁本代金に加減してください。）　　　　　　※ことも（小学生）は半額
福岡市内 �北九州市内 �新飯塚 �新鳥栖 �久留米 �新大牟田 

鹿児島 �基本代金 �300円 �400円 �差顕なし �－300円 �－1，300円 

大人 �筑後船小屋 �佐　賀 �佐世保 �長　崎 �熊本・水前寺・新水前寺 
－1，100円 �差額なし �900円 �800円 �－2，000円 

掛」l倉～博多、佐賀～新鳥栖は特急自由席、新飯塚～博多、水前寺・新水前寺～熊本は普通列 ����車となります。 

射」膚～博多閏でみずほ・山陽九州直通さくら（さくら451、458、500番台）をご利用の場合、上記差辞表の北九州市内発着の差軌こ2．300円（片道）の追加となります。

殉夢 � �l � �証lll削姻 �11／2 

ギ ����� �l馴′柑 －′ �a3けん1′3 　m■ 

．カ 扱 �2名1室 �50 �平休日 �2 ��3，000 �27，000 
休前日 �2 ��5，800 

1名1室 �40 �平休日 �2 ��3，600 �25，800 

休前日 �2 ��4，700 

遍鳶 �も　ー �上富己茎本代壷より 

伸学生 �生） �7，300円引き 

’笹 拡 �2名1室 �50 �平休日 � ��8，400 �1乙400 

休前日 �1 ��1，200 

1名1室 �40 �平休日 � ��9，000 �11．200 

休前日 �1 ��0，100 

仁慧‥一一

惹ニ �二1：さ【 � � � �日 � 

鼓 ‡∵ �3名1室 �70 �日・胃攣（下記 � �18，600 

火～細（下記 �謂日を賢く） �19．500 

林記日、 �3／21 �20．500 

Z名†軍 �二 �日・月匿（下郡 �日を厳く） �19．000 覇日管隙く） �20，000 

休釘乱 �3ノ21 �21．000 

テ7 �1名1空 �二 �白月擢「下記貯 �．日を篠く） �20．700 

火～金t（下 �記馬日を尽く） �22，300 

体罰臥 �二二l �22．800 

上記基本代金より 
7，300円引き �� 

恕 ほて 1・㌫蒜′ �3名1璽 �70 �白・月暫（下記期 火一会遷（下別 件前臥 白月t（下甜 �日を隙く） �4，000 

日を隙く） �4．400 

3／21 �6．100 

2名1室 �二 ��日を賦く） �4．900 日醜く） �5．400 

休前臥し �つ／21 �7．700 

1名1垂 �二 �百・月評潤期 �日を結く） �5．900 火～主事（下変 　体前日、3 �鞘己を疎く） ／21 �6，400 8，200 

E血MSGDO2－663057　02628 �� 

閲　∫∫丘　ノノ　　　品E辺巫3日…00 
l牌‾′‘劃■叫’′rH一　一 ��′ � � � �′▼ �� ��二一　　　　　・ �■　■－■、 � 

蔓 �／ �大人お一人様1泊2日基本代金（博多駅発▲／悶 ����������）盟克＝円 

′J雰＝㌦一 　lrこ一一、‾【 宗＿1‾二 � �で； � �義一テ � � �㌧十二 �l馴～Il価 �打払：■l肌＝ � � 

．環七 去、 富 多 �逮軋．， 3名1室 �リ 52 �平休日 �lh 21， �200 �ソ」亡′域l 21，700 �l▲■Ⅳ 26，000 �2 �9，000 

休前日 �22，200 ��22，800 

2名1室 ��平体畠 �21，700 ��22，800 �29，200 �3 �1，300 
休前日 �22，800 ��23，300 

1名1室 �41 �平休日 �22，200 ��23，300 �28，000 �3 �0，200 

鮨；き �����休前日 �23，300 ��23，800 
トr‾サー一・一、攣撃一一一莞野蟄ii 　書漂己；プン・ 　壱アクセス ���ノ蔓孝 雄躯諜 �詫 �上豆己塁本代金より 7，300円引き 

：㍍′i 濃 ≡＿打 �3名1室 �52 �平休日 �6，600 ��7，100 �11，400 �1 �4，400 

休前日 �7， �00 �8，200 

2名1室 ��平休日 �7，1 �00 �8，200 �14，600 �1 �6，700 

休前日 �8，200 ��8，700 

1名1童 �41 �平休日 �7．600 ��8，700 �13，400 �1 �5朋0 
休前日 �8，700 ��9，200 

原索夏至≡司1．500円追加（レストランにてノてイキング） 

⑳●肇蓮　●天文館公園

l：瑚MSGDO2－663052　62630‾‾‾‾：／　…‾ぴ∴こ‾∵ぺ∴巧‾二⊃’■ミサ“‾て≡≡≡＝ニ 

トホテル虎児磨 ����＿　E迄遜聾13 看1■匹空室率11 ��� 00 

l▼▼′　′r’‾′′ � � ��� � � � 

大人お一人様1泊2日基本代金（≠多駅発■／閻）蝕円 

・一一▲‥－‥ 1品■’■ 罠　一丁、 ’シングル・ツイン 　アクセス 　率で15分 －－－－仏】L＿＿＿－J ‾＿司的ほ＝許皿■ �二進好、‘を∴ ��t け � �l肘1？相月8 ■推空発明tl �伽●B■▲三 �� 

姦 三 二覇 �3名1室 �52 �平休日 �19，400 �22，000 

休前日 �20，500 

2名1室 ��平休日 �19，900 �22，600 
休前日 �21，000 

1名1室 �41 �平休日 �20，800 �23，700 
休前日 �21，900 

こと毛 用、学生） ��上記基本代金より 7300円引き 

こぶ ■＿料 一十‡ 三三 �3名1室 �52 �平休日 �4，800 �7，400 
休前日 �5，900 

2名1室 ��平体白 �5，300 �8，000 
休前日 �6，400 

1名1室 �41 �平休日 �6，200 �9，100 
休前日 �7．300 

馳1．500円追加（レストランにてバイキング） 

商品No． �MSGDO2－663055（塁本）663 ��� � ������� � ��一　　　　　　　　一　　　　　　　一、　■ 

書鱗 ��四14 ��00 

侵摺 �躍願若 ���ク、＋ �������� �■呂 ��．【遜辺正ロ11 ��00 

大人お一人梯1泊2日董本代孟（博多駅発層／旺監E玉ヨ君）皇位：円 

基本遠雷篭鑑。。円の　　　　∴しン �����「‾′絹如 ��静 l �ル �二・】l ヱ1 � �修．÷■l �声 �挙節 �】 �噺鳴瀬一項 � 

藍‘毒■室二重二塁と‾至さ′■≡声望．さ ��、ノアヲ■ ・賢 ��t l ∃ j ������劉町 ��‾郵憾箪濁 ��l∴ 

j■！ 金＿ �3名1室 �73 �平休日 �22 �800 ��23，300 ��25．400 

怖前日 �24 �，300 ��24，900 ��26，400 

r　　　■■ を ��打「l。 紆深－ �慧宗芸 が、田 �����2名1室 �52 56 �平休日 �23 �800 ��24，300 ��26，400 

休前巳 �25 �，400 ��25，900 ��27，500 

．鰐攣宅芸表 �� � � �子 、′ク �1名1量 �41 �平体巳 �24 �，900 ��25．400 ��27，500 

章一■r一一　■■ ��　お部屋 　シンク 二㌢－淵鰍・jツ笠 ■∴‾噂野獣一・脳JR鹿児 窺義より車 （鹿児 　西口よ ��タイプ ル・ツイン・ ＋エキストラ セス し島中央駅 で約10分 島中央駅 り撃料 ���� �43 録 鄭 �備826，40027，00028，500 上記塁奉代金より3名1室は9，600円引き 　2名1室は7，300円引き 

‡」‡ ノ花、 拾ぎ �3名1室 �73 �平休日 �8，200 ���8，700 ��10，800 

休前日 �9 �700 ��10．300 ��11，800 

琴琴 ��������2名唱 �芸 �平休日 �9 �200 ��9，700 ��11，800 
休前日 �10 �800 ��11，300 ��12，900 

1名1室 �41 43 �平休日 �10 �300 ��10，800 ��12，900 

休前日 �11 �800 ��12，400 ��13，900 

諒盲－；＿‾三一車等 ������� 

覇天恩苗の一例 ���シャトルハス運行）匝jl．600円迫力ロ（宴会場にてハイキング） 　　匠遜500円引き 

巾 �� �‾醸細匿冠■ 

．刃 粗 【許 多 �1名1重 �∵ �21．500 

叢．J‾し � �上記基本代金より 

栂唱－ ��7．300円引き 

藩 も毒を二 ㌧菜㌻ ‡刀十 �1名1室 �43 45 �6，900 



ご＿、十度

Å ��笥 � � �llI■■つく 浦軌一訓 �！I∈l曹 ト閑1鰍） 

2名1室 （セミダブル） ��43 （北館 �平 体 ）平 体 �休日 �20 �00 

前日 �20 �00 

1名1室 ���休白 �22． �00 
前日 �23 �00 

1名1垂 �41 （商館 �平 ）休 �休日 �21． �00 
両日 �21， �00 

ン �ことも川 �学生） � �上記基本代金より 7，300円引き 

遊 、てタ㌫r �＿■2名1睾 （セミダブル） �43 �平 休 �休日 �5，700 
前日 �5， �00 

＋∴中 子ま芝′ プ虚Lr ‾‾噴き �1名1茎 �（北館） �平 休 �休日 �8 �00 

前日 �臥 �00 

1名1宰 �41 （爾館） �平 体 �休日 前日 �7，1 7， �0 0 

寒重昭 ��準 � � � �二顧 �2／30、1／3～2／23 2′25～3ノ30 

2名1室 ��52 �平 �巳 �20，800 
休 �日 �21．800 

曹 �1名1室 ��41 �平 �日 �22，000 休 �・日 �22．800 

雷 �一貫： 一二上手蕪・ ‾、埜璧 �fbi■． � �上記基本代金より 7，300円引き 
篤二 毒きlE 

箪 十号i �2名1室 ��52 �平休日 ��6，200 
休前日 ��7，200 

1空も �1名1軍 ��41 �平休日 ��7，400 

吋ヨ ��8．200 

諾芋凡々イ宕イア曳けケZ」宗 ������ 
15：00 10：00 

アクセスJR鹿児島中央駅より徒歩3分 大人お一人様1泊2日基本代金（博多駅発着／圧正E遜田）空位＝円 

3名1重 �73 �平休日 �19，900 

体前日 �20，200 

三 富 �2名1室 �52 �平休日 �19，900 

策蓑為 ����休前日 �20，200 

1名1室 �41 �平休日 �21，000 

休前日‡　　　21，600 

芸起こ 明峰空 �も 重力 �上記基本代金より 

筆禦監違二］ 　」 ����7，300　弓 �� 蓮 華 吊や： ごと �3名1室 �73 �平休日 �5，300 
体前日 �5，600 

2名1重 �52 �平休日 �5，300 

休前日 �5，600 

1名1室 �41 �平休日 �6，400　　　l 

休前日 �7，000　　　1 

零霊の一間 �陸転塾900円追加（宴会矧こてバイキング） 

入 ��▲■ 已l �柑／トlα3l ■ツ■Eヨ■北川■■■■己■■Ⅲtl Ⅶ馳三肌■■＝にn帳は 

4名1室 �10 �平イ本日 � � 

J L● フ ���休百百日 �27，800 �29．200 3名1室 ��平休日 �27，300 �29．200 
休前日 �29．200 �：30．400 

2名1室 ��平休日 �27，800 �30，400 
青木育すlヨ �30．400 �33．00Cl 

1名1室 ��平体E∃ �29．200 �31，700 
†本所tヨ �31，700 �35，500 

al � �上記塁本代金よリ3名1室以上は10000円引き 

（小学生 �■ �2名1室は7，300円引き 

六十‡ 蜃 l＿ビ �：4名1童 �10 �平イ本日 �12．000 �13．200 
休前Ⅰ∃ �13．200 �14，600 

∃　3名1室 ��平体と∃ �12，700 �14．600 体育引∃ �14，600 �15，800 

二　2名1室 ��平体∈】 �13，200 �15，800 
休前日 �15，800 �18．400 

1名1室 ��平休l∃ 休前f∃ �14．600 17．100 �17．100 20，900 

t∬＋ ���t u � �帽／1～12／30 ′3～3／30 �10ノ　ト日用8 

3～5引室 ��10 �平休日 �25，400 �26，500 
休前日 �27，500 �28，500 

2名1室 ���平休日 �25，900 �27，000 
竺三 富 夢 ����休前日 �28，000 �29．000 

1名1 ���平休日 �28．000 �29．200 
休前日 �30，200 �31，200 

上記塁卒代金より3引室以上は10，300円引き 

2名1室は7，300円引き 

チ ■為 撃 ＝：≡ �3～5名1室 ��10 �平休日 �10，800 �11，900 
休前日 �12，900 �13，900 

2名1室 ���平体白 �11，300 �12．400 
休前日 �13，400 �14，400 

1名1室 ���平休日 �13，400 �14，600 
休前日 �15，600 �16，600 



｝行 �程表を；‡鹿児島中央駅億霹今和泉罰途中下車可（有人改札印順）「指宿のた訂：札却胸の場合は薩摩椰時下率はできません。 �� 

育 �小倉匪匿ヨ博多因． �E；コ　圏　＿ご �画 
儲側莱蒜＝璽＝斬蒜冒＝鹿児帥央－硫扇‾ホ7ル（′白） 

含 �－ル凰　匡ヨ．　聖璽註解壁逗撃小倉 ��匪】 紆‾扇蔽蔚指宿－朗島中央　「　≡忘蒜這≡蒜聴牌甜 

●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／ご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E更ヨ差額表（博多脈発着基本代金に加減してください。）※ことも（小学生）は半額

消小倉～博多、佐賀～新鳥栖は特急自由席、新飯塚～博多、水前寺新水前寺～熊本は普通列車となります。

則＼念～博多間でみずほ山陽九州直通さくら（さくら451、458、500番台）をご利用の場合、上記差額蓑の
北九州市内発着の差顕に2，500円（片道）の追加となります。

【≡閲MSGDO2－6 f芽芹7享 �河長詩 �剰66019 �0（秋吉 �� �02305 　　111 �������lHi 

蘭 �戸】・ ん▲ �� �郡司■殿 　　■■l �������大霜1 肝．．．h 05 �E辺辺：■15：00 E正道；遇10：00 

大人お一人様1泊2日基本代金（博多駅発想パE区；詔）塵位＝円 

固　　　　　［直垂画 

‾筒・、、モゝ 二、．．票潔． 、■繰言一顎騙慧挙ヨ謎 ヽr一一一一． 摺臨・駆…・▲． 　′巾ヽ JI‡ ��� ��� � ��埠ミ i � �㌫轡 ��が声 裏釘 � � �ぎ � 

十 �5名1室 ��2F �平休日 ��37． �0 � �4名1童 �14 �平休日 体前日 �33．600 諷600 �39，900 �42，000 

仔前日 ��3 �00 

4名1室 ���平休日 ��39， �0 

3名1聖 ��平休日 �礼700 �42，000 �叫000 
億 �8 �40， �80 

ヽ「～1 p孝三 丸顔削　r？、 �����3名1雲 ���平 �日 �4乙 �00 ����体前日 �36．700 

体 �ヨ �44 �00 �十 1㍍ �2名1電 ��平休日 体前日 �36，700 弧朋0 �45，000 �47．200 

2名唱 ���平 �∈ �47， �0 ■■ �������� �琶 �49， �00 

お部屋タイプ ����� ���上記∃特売会よリ ����� ��上記璽本代金よリ ���円引き、 ほ 

等 �5名1宰 ��2F �平休日 ��2乙300 �� �4名1雷 �14 �平休日 �18，200 �24，500 �26，即0 

・匿頭：和室（2～4名）・匿豆：和洋室（2～5名） アクセス ∴“常食 ・匿園：レストランにてバイキング・匿彗＝真率処にて和食 ��������休前日 ��23 �00 ����休前日 �19，200 

4名1童 ���平休日 ��2 �0 

3名1室 ��平休日 �19，300 �26．600 �28，600 

休前日 ��25 �0 

3名1塞 ���平休日 ��27 �0 ����打両日 �2日00 

体前日 ��29， �0 

2名1室 ��平休日 �21．300 �29，600 �31．800 
2名1室 ���平休日 ��31 �00 

の‾ ・匿頭：レストランにて和定食・【憂国：食夢処にて和良 ��������休前日 ��3 �0 ����体前日 �23，400 

転調MSGDO2－66019205102 　　　　　　　　　　　ili川★★ 

正五匠透正司■■■』鍼闇賑宏許諾 
ト”岬∧叫へ叫“m仰飢W血‾■‘■【…【‾m叩叩W珊「　大人お一人様1泊2日基本代金（博多 ��������駅発詣 �／匪匠現）里位1円 

チェック アウト 11：00 � ���現行 嶺学≧ � �遊 �遜 500 �．㌫　■1、÷ �琴毒轡三、1∴ 

基 富 ■多 �5名1宴 ��15 �平休日 �3 �� �35．200 

っ葛　　　　　　　　　　　　　でイ・ �����輌二日 �3 �200 � �35．800 

チェックイン措こ書、ま・空J慧鮫 抹習腎のさ：；ゎ・泰盛適一三・・ ＿監慧琵野望『ト竃‾■‾ ��4名1室 ���平休日 �3 �600 � �36．200 係前日 �3 �200 � �36．800 

3名1室 ���平休日 �3 �700 � �37，800 
怖前日 �3 �800 � �40．000 

2名1蜜 ���平体白 �3 �800 � �40，900 
体罰白 �4 �900 � �42，000 

1名1宣 ���平休日 �4 �200 � �＿＿＿＿　　　　　／ 

係訂日 �＿　　　　　　　／ ���＿　　　　　　　／ 

・泳ぎも観撞崇的l上記事柵警冨う簑ヂ器量000円引き、 

‾。で 三〇′ �5名1富 ��15 �平休日 �18＿100 ���19．800 

体芭8 �1 �800 � �20．400 

4名1璽 ���平休日 �1 �200 � �20．800 
体言甘 �2 �800 � �21．400 

3名1室 ���平休日 �2 �300 � �22．400 
体貫日 �23． �400 � �24，600 

2名1室 ���平休日 �23． �400 � �25．500 
椰日 �25， �500 � �26．600 

1名1 � ��平休日 �3 �800 � �＿＿＿　　　　　／ 

什前日 �＿　　　　　　　／ ���＿■一一一一一一一〆．‾‾ 

；‡‡宿 塩≡ l三 � 

正調MSGDO2，660194（塁本）660195（学割）02301　　　　　　　　　　　　二‾J 

措好シーサイ用 ��競■厄売云■15：00 樹鞘＿．堅国璽！10＝00 

大人お一人標1泊2日基本代金（博多駅発着／旺巫E荘】）韮佗＝円 
卜‡＿∴笥 � �� � �すレ娩斬′ �感宴I �憾彊 �ロ●■′＝lく 

Jj‡ お酌崖タイプ 等≡巨に三宝霊買主澗斬潤等野間 羞霊鳥・′迩表 �������讃 �・　目して・d 

j 妄p ■フ �3名1室 �10 �平休日 �25，000 � �27．200 休前日 �26，000 � �29，200 

2名1室 �㌔ �平休日 �26，000 � �28，200 
休前日 �28．200 � �30．200 

1名1毒 �52 �平休日 �28，200 � �31．200 

体前日 �30．200 � �33．300 

・．よ禦主 ���上記蔓本代金より 　　2名1 � 

；勺「 叢 ■よ占【 �3名1室 �10 �平休日 �9，600 � �11，800 休前日 �10，600 � �13，800 

2名1董 �52 10 �平休日 �10，600 � �12，800 

休前日 �12，800 � �14，800 

1名1童 �52 �平休日 �12，800 � �15．800 

休前日 �14，800 � �17，900 

■■■；コ■　　　　　　　　　匡璽冨田毎月24 ����� 
レストラン又は広間にて開鯛－鮎幽臨一［≡ヨヨ大人5∞円引き、ことも3∞円引き 

撼穣 ��靂鹿 討漉 � � �l �10′　トー �■川◆l � 

嘉 署 ‡丁 ．ク �4名1室 �14 �平休日 �25．20 �0 �27，3 �00 �29，500 

体前日 �27，30 �0 �29．4 �00 

3名1室 ��平休日 �27，30 �0 �29，4 �00 �31，600 
休前日 �29，40 �0 �31．5 �00 

2名1室 ��平休日 �28，30 �0 �30，4 �00 �3乙600 
欄日 �30，40 �0 �32，5 �00 

ども（外 �生｝ �■上記基本代金より3名1重以上は9，200円引き・ 
き 

震 源 呼‘ �4名1室 �14 �平休日 �9，80 �0 �11，9 �00 �14，100 

腫ヨ �11．90 �0 �14，0 �00 

3名1室 ��平休日 �11，90 �0 �14，0 �00 �16，200 
体罰日 �－14，00 �0 �16，1 �00 

2名1室 ��平休日 �12．90 �0 �15，0 �00 �17，200 

休前日 �15，00 �0 �17，1 �00 

五Ⅲ；■MSGDO2－660191058 匠ヨ匠回■■■■鮎疫遥霊霊≡33 

事 �大人あー人様15白2日基本代金（博多駅発■ �����／旺E≡王ヨ）単位・円 

‘■－廿 お部屋タイプ 和室 アクセス　わ 藍会長云‾ニ 食寧処にて砂軋桐だ『蟹欝＝k那－ � ��．さ巧′ � �憶裏芸閻 �■●■■q■l■貞．†■ 

．幻 取 �5名1室 �15 �平休日 �33，300 �34．200 

休訪日 �36，300 �37，300 

4名1竃 ��平休日 �33．700 �34．700 
体前日 �37．200 �38，300 

÷ 茅 �3名1室 ��平休日 �35．300 �35．800 

休前日 �38．200 �39．300 

2名1室 ��平休日 �36．300 �36．800 
休前日 �39．300 �40．400 

魂率 � �上記婁本代金より3名1室以上は13，000円引き、 

薫 鰐J ■睾 ‡十十 �5名1室 �15 �平体E �17．900 �18．800 

休前日 �20，900 �21，900 

4名1璽 ��平休日 �18．300 �19．300 
体前日 �21，800 �2乙900 

3名1奄 ��平休日 �19，900 �20．400 
体前日 �22．800 �23，900 

2名1室 ��平休日 �20，900 �21，400 
休前日 �23．900 �25．000 

慧聖ご‾さ義0193ご02⊥＿ ��� �忘 ��HI　　■■ 

J喜作【■ �1　　　　　　　．．灯．闇．り二，考を．＿てE＝王正ロ10：00 

大人お一人様1泊2日塁本代怠（博多駅発盾伯匿田）壁隠円 

芋飴　一下‘一一′・√∵－ プレゼント �� ��遠、建一 � ��i療 日 日 �二す；．′ケ 詞 �琴弾 憮 シ等jl臣 � �：● 十● 

j lヌ う。 ニ彰 �4名1竃 �14 l l �平休日 ��2 �400 ��26．000 

↑ �����隋訂ヨ ��2 �，900 ��28，000 

3名1室 ��平休日 ��2 �．400 ��27，500 
楠日 ��2 �000 ��29．600 

2名1重 ��平休日 ��2 �400 ��28，500 
搭前日 ��2 �000 ��30，600 

‾’出端等崇等翠聖撃肇■い■ギ・ヾ・・・・・－もどヨ ���1名1蔓 ��平休日 ��3 �，600 ��34，700 

桐柑 �� �．200 ��36．800 
1－十莞一一一、とて願 ��� �� 

議・・和　　虹　外況 ���ーども舟か学 �� � 濫■ロM－ お部屋タイプ 和室 アクセス　薫1．撃 JR指宿駅より章で10分』－．u 鱒食，‰払州．＿ �虹．舛況 � �4名1室 �14 �平休日 ��8．000 ���10．600 

W－Wl ����咋卓 �� �．500 ��12．600 

≡：3引璽 �� �日 JB �● �00 ��12．100 

手■r fも＿ふ線J．叫 亨 1宇■一一㌧ ���� �� �00 ��14．200 

十 �妄2名1室 ��宇 �日 � �，000 ��13，100 

価ヨ �� �，600 ��15，200 

提蒜禁讐忘珂臨幸r 0 ���1名1室 ��平体日 �� �，200 ��19．300 
体前日 �� �，800 ��21．400 

′、1こi鎚∴ご・三二 � 

巨悪l遇MSGDO2－6601 ��96 �0 �2303 ��� � � � � � �� � � 

措宿いわ � �ヨ証邑邑』■■炭闇臆送還川。。 
l ��� � �����������■／ �旺正己ヨ〉塵位・円 

f　‾‾　－：≡；≡≡　岩： ��塵藍 �����j j j �＿慧 �� � � � �� � � 

1‾漉こすレ相 �鼓す：＝塗勃 ��埠ポ �‡ltl▲ ，800 ，800 �l酬尼l 

基 署 多 �3名1室 �52 �平附∃ 休閑 �29，400 30，400 �31 32 �400 500 �35 ��41，000 

ゝ � ����� ��2名1婁 ��平射∃ �31，500 �32 �500 �36 ��4乙000 

濾＿二七・∴還萎軒等 � ���������休前日 �32，500 �33 �600 
一号㌔‾ もて■二二lニーだ＿V．rr，J′ �～ �������1名1室 ��平休日 �38，800 �39 �800 � � �／ 

休前日 �39，800 �40 �．908 
ユ �������� �� 

お部屋タイプ アクセス 朝食 レストランにてバイキング〆 ■■ヨ田■ぎ入 朝食会鼠洋食、中華、バイキンも享、′ ��ヾ＝ �� ��� ��塾粘嘩磁 

影1㌔i」宣 ����打て． �3名1室 �52 �平休日 �14，000 �16，000 ��20 �，400 �25，600 
Jご漣 ご！声、・．・ィ，ノ 　　小．・ノ㌫＿ �������体前日 �15．000 �17 �100 

止こら �� �l■． �・誓、1 � ��2名1董 ��平休日 �16，100 �17 �100 �21 �，400 �26，600 

一三六 ������体前日 �17．100 �18 �，200 

輝ノ 馳一滴 ���� �1名1室 ��平相 �23，400 �24 �，400 � � �／ 

休前日 �24，400 �25 �500 


