
』設定期間 2013年10月1日～2014年3月31 日の毎日（但し、ホテルによ別紗帽儒別

★JR割増代金・各地発着追加代金★（大人お一人様／片道）
博多駅発着の基本代金に下官己代金を追加することで、最寄りの駅からのご乗車が可能です。（こど引締鋼です）
※京都駅発着のⅦ合は新幹線のぞかひかり号利用となります。山陽九州直通新幹線さくら・みずほには一切ご乗軋1ただけません。

商品N0．l �141115／早割141215／連割141315 �������（0フ7川 � �t■■■ 

15　六 �1度＝ �斎遷 � � �ル � �� � � 

匂四匹a13＝00　　　・那・タイプlシングル】ツイン・トム／〆　室 

四一1‥00　　l力藍〉l芸… �������。l蓋】：す加温■か　ざ 

屯JR京都釈ノ懐口よりシャトルバス10分（8＝15～20：30） 

四⑬凪十鴨場恩馴口鮎口染粉 ���������� 

人妻人■ �要 ・す �ヰ多糊 ��小倉駅聯　‡　延泊代金 �����雷 日扱い 
平休日 �：体罰自 �耶種巨日和拍・平休日‡柵・日 

1／3－3／19 ��3名1璽 �53 �払，800円 �31，8叫円 �27，800円 ��30，800円 �6，600円 �9，600円 
2名1蔓 ��29，8叩円 �刀，000円 �2瑚00円 ��32，000円 �7，600円 �10，8榊円 

1名1璽 �41 �箔，600円 �翁，腑円 �3ち600円 ��35，000円 �11，棚円 �14，印加 

3名1垂 �53 �軋000円 �36，200円 �29，800円 ��35，200円 �8，600R �14，00恥 

2名1室 ��31，朗0円 �鱒朋伽 �30，伽〇円 ��37，400円 �9，釦0円 �16，200用 

1名1妄 �41 �喝M円 �41，800円 �叫80伽 ��40，OM円 �13β00円 �19，608円 

3名1室 �53 �請，200円 �37卿伽 �35，2加円 ��36，200円 �14，00〇円 �15，M円 

2名1重 ��測，4仙弓 �叫却〇円 �37，仙 ��凋，2∞円 �16，2∞円 �18，0瓜田 

1名1圭 �41 �41，800円 �叫2仰円 �40，削伽 ��伯，2肺門 �19，600円 �と，000円 

12／31 ��3名1要 �53 �39．80加 ��38．800円 ���17．即0円 2名1妻 ��43．2 �00円 �42．200円 ���21．000円 

1名1圭 �41 �46．80 �0円 �45．800円 ���24．600円 

罠朝食なしの場合2．000円引き（12／31、／1は3．000円引き） 

商品N0． �141117／早割141217／運割141317 ������（0 �05233） � � 

1 �」 �レ『 � �トl �レ京都 ��� � 

匂14＝001漂諾】シ欝l52ツ子ン，。l ���������� 

旬日：00‡慧漂卜志しトjl孟l ���������� 

旬日日印地下鉄鳥丸紗東西線鳥丸御地駅6番出口より徒歩2分 ����������立響 �鰭抒 �配撃・ 

笹口⑳鳳十鴨旭田静思L爛科白口鮎D紗分 
大人おひとり機1泊2日蔓本代金（JⅦ／欄禽付） 

入… �劉　博多樹　　暮　小倉釈発雷 ������ �廷白代金 ��雷 ゴ リ �平休日‡錬蜘8　ま：平体 ���日 �体罰日 �平 �休日 �休前日 

3名1重 �41 73 �劫，削〇円 �32，仙0円 �27， � �31，0∝b �6， �〇〇〇円 �9，800円 

2名1喜 �52 �鱒朋伽 �お，8弼円 �2凱抑 �0円 �32．郁円 �7． �肋 �11，600円 

1名1空 �41 �32，馳8円 �35．心〇円 �31．6 �00円 �叫800円 �10， �4m円 �13，600円 

3名1≠ �41 73 �30，800円 �3乙600円 �；扮，…円 � �31，600円 �さ， �800円 �10，40蝕 

2名1董 �52 �32，000円 �叫，408円 �31，㈱ �円 �33，4仰円 �9， �桝氾円 �12．200円 

1名1宴 �41 �34．…円 �36．400円 �33．8m �円 �35．400円 �12， �6馳 �14．200円 

3名†書 �41 73 �32，00〇円 �37．280円 �31，畔 �〇円 �36，加鵬 �9， 10． 13， �800円 �15，000円 

2名1璽 �52 �32，600円 �軋600円 �31．68 �0円 �37．60加 ��400円 �16，4001 

1名1室 �41 �祈朋伽 �40．800円 �35．M �円 �39．8m円 ��醐円 �18．600円 

3／29 ��3名1雪 �手旦 �41，肋 ��40，随0円 ����19，咄0円 

2名1雲 �52　　42，8 ��∝lR �41，跡0円 ��� �加，600円 

1名1塞 �41】　喝400R　r　叫嘲円 ������ �23，200円 

※朝食なしの場合1．500円引き 

商品No． �141119 �（020 �¶ 

19　▲ � � �穴＝1i 

匂匠a14：001漂際討シ欝l箸1 勾12：00（通常11：00）膿艶上古＋莞 lロaaa阪急大宮駅より徒歩3分 窃㊥吼・膠∪コ恩姻無料口鮎日掛分 大人おひと。機l泊2日暮春代金（JR往復／朝食付） ���������� 

．幸至芸一琵講二・ 

入山 ��夢 ゴ リ �1専多捌 ��小義 �捌 �碇泊代金 ��軍 1／25、2／15、 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

3名1竜 ��52 �26，800円 �28，2抑円 �25，粧馳 �27，200円 �4，机8円 �6，00加 

2名1垂 ���払，280円 �29，200円 �27，2別納 �28，2WR �6，000円 �7，00Op亨 

1名1圭 ��41 �礼200円 �叫200円 �28，200円 �礼200円 �7，肌円 �8，000円 

3／21一一31 ��3名1重 ��52 �劫，200円 �30，400円 �2札00円 �劫，嘲円 �7，000円 �8，280円 
2名1重 ���叫000円 �31，600円 �劫，棚0円 �30，6（旧円 �8，200円 �9，408円 

1名1宴 ��41 �31，4伽円 �32，600円 �30，400円 �31，600円 �9，20m �10，400円 

3名1室 ��52 �31，400円 �32，400円 �30，400円 �31，400円 �9，200円 �10，2∞円 

2名1童 ���32，600円 �喝御伽 �31，恥 �32，腑円 �10，4伽円 �11，印0円 

1名1室 ��41 �乳6心円 �34，600円 �32，釦0円 �封，600円 �11，400円 �12，400円 

※朝食なしの喝合1，000円引き 

◎

※各地発着の基本代金に下記の追加代金でグリーン席が片道から

利用可能　　　　　　　　　（お一人機片1／大人小人同爛）

※グリーン事除外臼
12／27・－1／5

大人の1泊2日基本代金から

11，100円引き 10，600円引き

商品N0． �日41116／早割141216／連割141316■ ��������（0 �闘u■■■■ ��、．一望 

● �井ガーデンホテル京都 �������� �四割 

t遍：aコ14：00　　　　■雅タイ封シングル・ツイン・ 

1旺匹匹コ11‥00　　　1漂漂I㌃」」冨l 

屯地下鉄烏丸線四条駅2番出口より徒歩6分 ������������翌芸蒜燕．∴・ 

由国恩山側科目口鮎0紛分 

入義人■： �力 看 リ � �博多併発糠　． ��か■斬 ��尭■ �剛 ���琴 
平体 �日 �■　詭前日 �割溢巨＝榊拍　■ ���平沐日　■ ��榔 

12／2－30 ��28 �3名1章 �52 �27， �800円 �祖，仙 �26，肋21400円 ��� �餌0円 �6，200円 
2名1婁 ��28， � �診脚0円 �27，800円 �劫，8如円 �� �6恥円 �7，600円 

1名1室 �41 �29，6 �00円 �31，200・円 �袖，釦0円 �叫200円 ��7，仙 ��9，M円 

10／1－11／8 3／1・－14 �� �3名1電 �52 �29， �000円 �詔，900円 �2払000円 �租朋0円 �� �，800円 �7，mR 
2名1室 ��30，2 �00円 �31，800円 �劫，200円 �30，80帥 �� �M円 �9，…円 

1名1富 �41 �32， 3仇 � �刀，4仰円 �31，200円 �32，4∞円 �� �00OR �11，2仙円 

11／9・－12／1 3／15～31 ��F �3名1壬 �52 ��6仙円 �箔，4∝h �29，600円 �3乙400円 �� �仙 �11，200円 
2名1宴 ��32，00 �0円 �碍御伽 �31，800円 �34御伽 ��1 �608円 �13，朝0円 

1名1董F41 ��叫6 �抑円 �鱒御伽 �耶叫働仙 ��� �，40加 �14，馳〇円 

災朝食なしの場合1．100円引き 

商品N �0． �141118／早割141218／連割1413 ������18　■■娼 �� � �� 

lヽ▲ � ���� �� 

1 � �∃＝l占」 ������▲ ��フE �；1乙 

函し＠ 大人おひと �13－00　　　　　　　1髄タイプ1　ツイン（闇） 

12＝00　　　　　　警護トト等l孟l 

地下鉄烏丸線四条駅5番出口より徒歩3分 ������������」 

鳳十脚力恩棚科白口恥0紗分 

入文人■； �力 与 リ �博多新発薫　‡　小暮駅発★ ������致泊l七会 ��� 

平休日 �休前日　　平体日　章　休前日 �����平休日i休前日 ���★30日前割引★ ★連泊割引★ 500円引き 

11／10 12／15 1／12 2／15 �～14、12／1－6 －20、1／5－10 －17、2／1～6 －20、3／1・－6 ��3名1璽 �57 �30．800円 �36．20伽 �29．800円 ��35．紬円 �� �相加再胤的伽 

2名1壷 �52 �弧都伽 �39，60餉 �32．200円 ��：娼 �600円 � �¢00 �円17．一拍0円 

1名1靂 ��4仇00円 �46．000円 �3 �9．600円 �45 �800円 � �400 �円24．600円 

12／14 1／19 2 �、12／28－30 －31、2／7－14 ／21～28 ��3名1竃 �57 �31800円 �36200 �30808円 ��35 �2恥 � � � � 

2名1蔓 �52 �糾．280円 �曾　円 30．抑8円 �33．2脚円 ��38 �円 � �6恥 00伽 �14．肋 17．40餉 �軍 

1名1室 ��41，甜0円 �46．00〇円 �4 �0．600円 �45 �08円 � �400 �円24，即0円 

10／1・－ 12／21－ 3／7一一1 �4、3／23－27 ��3名1重 �57 �31，00伽 �37，800円 �3 �0，朗0円 �36． �円 � �．608 �円15，6m円 

2名1喜 �52 �34，200円 �41，20伽 �お，200円 ��40， � � �00〇円 �19，MR 

1毛1雷 ��41．餌0円 �48．400円 �40．608円 ��47． �0円 � �400 �円28．200円 

10／12－1 11／15・｝ 1／3－4、3／ �30、12／7－13 ��3名1璽 �57 �叫200円 �乳8m円 �刀，200円 ��37， �円 � �刷 �円16，6伽円 �日扱い です 

2名1蔓 �52 �36，…円 �42，槌0円 �喝朋0円 ��41， �8円 � �，＄00円 �20，4伽円 

1名1重 ��44．肋 �49．6伽円吼釦肋l報． ����∞円 �盈醐円 ��27．400円 

※朝食な � 

商品N �0． �141120／早割141220 ���� � � � � � ��� 

ルギン1 ���� �－ ���燕 � ��・・trた． 

函恩 大人おひと � ���������（織） ��⊥一＿す・ � �1 

11：00 地下鉄鳥丸‘ uN靖科目ロ ��� ������I　　　一．・一　一　＋ ���＋＋††＿ 
定1（名）1　1　1　　2 ������3　　1　　　　　㍍　　　　　埼1汁 

2も　l　　　　　　　　　′　訂惣一‘ 

池駅3・1番出口より徒歩2分 田紗分 ／朝食付） ��������ー∵r∴ �ほ一雪靖宣宣 ‾頼■弁ふ ト烏再敲 li 

入憂人■ �空 ゴ リ �サ多釈発★ ��� �小冊 ��弦泊代金 ��お一人機 500円引き 
平休日 �休前日 ��率 �休日 �休前日 �平休日 �鱒節目 

12／8 1 �－27、1／2－17 ／19－3／14 ��3名1室 �52 �祁，800円 �2私印〇円 ��25， �808円 �27，6恥 �4．600円 �6，仰円 
2名1璽 ��祖，00〇円 �鱒御伽 ��27，的0円 ��劫，00伽 �5，800円 �7，600円 

1名1董 �41 �29，200円 �叫800円 ��28， �200円 �29，舶0円 �7，∝旧円 �8，6∞円 

10／1、 11／4 1 1／1 �－8、12／1～7 2／28・～30 8、3／15－・20 ��3名1重 �52 �劫，組0円 �叫800円 ��28，腑円 ��29，腑円 �7，600円 �8，600円 

2名1壬 ��叫200円 �31，600円 ��劫， �2tIOR �叫600円 �8，000円 �9，刷円 

1名1重 �41 �31，400円 �32，400円 ��30， �400円 �31，400円 �9，2榔円 �10，200円 

10／12 11／9－ �～13、11／2・－3 3／2トー31 ��3名1室 �52 �30，208円 �31，800円 ��29，200円 ��30，8抑円 �8，MR �9，6伽円 

2名1聖 ��31，600円 �32，8抑円 ��叫600円 ��31，800円 �9，仰円 �10，醐円 

l名1垂 �41 �32，200円 �33，600円 ��31，200円 ��32，郎0円 �10，00〇円 �11，4伽円 

※朝食な � 

辟ウオッシュトイレ闇比三三訪ぎ⑮軌室㊥雲警告…三十㊧雷守砦三宝卜憧憬譜は周孟忘芸訴益熟科，



・入暮人■ �号 リ． �け多併発曽 ��小義駅発t ��延泊代金 
■‾中細＿■ �■　体罰8 �平体日 �体前B �平休日 �体前日 

‥g沸，十 �53 66 �27，m円 �欝，随OR �26，粧円 �28，600円 �5，6沌内 �7，400円 

2名1室 �53 �祖，2船円 �31，400円 �28，肋 �軋400円 �7，000円 �9，加恥 

1名1室 �41 �31，謝0円 �幻，朋0円 �軋2以内 �32，408円 �9，掴0円 �11御伽 

3名1室 2象1馴ダブル1 �53 66 �劫，6∝h �軋400円 �28，600円 �泊，400円 �7，40鵬 �12，200円 

2名1塞 �53 �31，400円 �粥，釦0円 �軋棚円 �碍朋伽 �9，20蝕 �14，600円 

1名1室 �41 �泊，4抑円 �軋400円 �32，400円 �37，4仙円 �11，200円 �16，200円 

3／21－31 �3名1藍 2名1副ダブル1 �53 66 �31，MR �叫朋0円 �軋M円 �軋4∞円 �9，80加 �12，21氾円 
2名1竃 �53 �33，4伸円 �36，800円 �32，408円 �35，MR �11，200円 �14，600円 

1名1璽 �41 �お，600円 �軋400円 �糾，600円 �37，4的円 �13，4脚円 �16，20餉 

12／31－1／1 �3割！ 2名11（ダブル1 �53 66 �36，抑〇円 ��時朋伽 ��14，600円 
2名1室 �53 �40，400円 ��39，400円 ��18，20伽 

1名1室 �41 �42，4仰円 ��41，400円 ��20，200円 

商品N01141123／早割141223／連割141323t ������U9701 � ��そ … i � �� �竜 王 1 ラ 

ロイヤルパークホテルザ京 �������轟 ��� �� 

匂Ea14：00　　　　　㌢■‘－y′一〉Yノ‾■′‾■′、1、 

罰11‥00　＋ Qa日日地下鉄東西線i 　京都市役所前駅より徒歩3分 群集タイプlシングルlツイン】 拍テコ明コード‡■‡411521731 t走且は日11213l �����臣」士 
1 � �TⅧ二 �：J■■R �－r劉」・三〇 �‡ ‡ ▲ 

ト離（哺119・9　－　24125・6　－窃岱⑬鳳＋幡旭思し棚科□観分 

入憂人鼻 ��奉 ＝r lノ �博多l尺発書 ��小暮騨発鸞 ���壕泊代金 ����琶 
平休日 �体罰8 �平休日；巨　体前日 ���平休日 ��体罰臼 

2／26－3／7 �3名1婁 �73 �28，20伽 �30，800円 �27，200円 �飼，8M円 ��6，000R �� �（氾円 

2名1喜 �52 �29，20的 �32，400円 �28，200円 �31，仙0円 �� �000円 � �00円 

1名1室 �41 �32，8∽円 �叫糾〇円 �31，00〇円 �33，800円 ��1 �0．帥〇円 � �円 

3／8－14 �3名1蓋 �73 �為，200円 �31，舶〇円 �鱒御伽 �叫800円 ��7，抑〇円 �� � � � 

00円 �プ （1 �食券で チ対応OK ～14：30） 

2名1室 �52 �叩，200円 �軋200円 �29．208円 �3ち200円 �� �…円 � �00円 

1名1圭 �41 �幻，抑〇円 �時間伽 �3ち8抑円 �35，000円 �� �600円 � �馳 �12／31・・－1／1 

3名1竃 �73 �31，800円 �35，罰0円 �30，808円 �糾，諷〇円 �� �600円 � �00円 

2名1聖 �52 �32，抑0円 �38，400円 �31，800円 �37，400円 �� �…円 � �200円 

1名1壷 �41 �37，200円 �41，4伽円 �乳200円 �朋，400円 �� �MR � �200円 

3名1室 �73 �お，280円 �粥，8抑円 �糾，2仰円 �35，M円 �� �000円 � �600円 

2名1董 �52 �3l，400円 �39，仙 �37，400円 �鳩，亜0円 �� �，200円 � �200円 

1名1董 �41 �41，亜0可42，亜0円140，叫0円 ���41朋0円 �� �200円20 ��200円 

※朝食なしの場合1，500円引き 

商品N01141125／連割141325 ����02759） ����l麒メー 

ANAクラウンプラザ ����ダホテル京都 ���� 

旬日田口13‥00 匂匹ロ11：00 切口日地下鉄乗西緑二条城前駅 　2番出口より徒歩1分 �����　　重 訂∴．＋1 ��� � 

‰鰯駁慧－‘ ㌫ん即‾ 長r羞享■礁宰■三主 

l鴛若〉上覧1　　　　滴噴瑠 ��������r‾言j毒豊・∴＿逗 
一広州】27・＝　　　　由 �����㊥凪・ふ虚し噸科白艶田紛 

食付） 

入… �崇 ゴ lJ �・　博多が �聯 �小倉釈発雷 ��縫泊代金 ���12／31・～1／1 
・平休日 �体罰8 �■平休日　沐前日・ ��平体 �自　■　休航：日． 

10／1′－4 12／1′－30 1／2－・3／14 �3名1室 �53 �調，200円 �31，刷円 �2札00円 �町側0円 �7，00 �0円　9，200円 

2名1重 ��30，8抑円 �35，8節用 �訝，舶0円 �34，800円 �8，6∞円13，600円 

1名1毒 ��泊，槻円 �38，4∞円 �32，800円 �37，4伽円 �11，6抑円1印0伽 

10／5－11 3／15、31 �3名1霊 ��2乳800円 �32，400円 �礼郁円 �31，棚円 �7，60加10，200円 
2名1李 ��31，＄08円 �37．仙 �幻，餌0円 �36，400円 �9，400円1印仰円 

1名1室 ��叫．400円 �39，8肺門 �泊，珊円 �38，800円 �12才 �00円17，印加 

10／12、13 11／16－30 �3名1室 ��31，棚乃 �叫200円 �軋400円 �迫，200円 �92∝匝12，仙鵬 2名1璽 ��滋，8腑円 �39，20加 �叫朋伽 �軋200円 �13，6 �00円17，…円 

1名1室 ��38，400円 �41，000円37，400円 ��40，800円 �16，2仰円19，6腑円 

憲朝食なしの場合1．500円引き 

商品No �1 �4日22 �′ � � 

元 �］ �打ホテJl �� � �レオーク �� � � � �く：：慧淀∴ 

匂道道臼 匂琵匹a 屯ロロa l線崖タイプl ��13：0 11：0 地下鉄 市役所 シングル �0 0 東西線京都 前駅直結 lツインl ����� �� �■弛 �� �愚妻 ★＋　＋ �� 

二十日 、こ表遥 �� 

r■r∵ 〉‾仇－r～ト・一山▼・・・・ 　竿 

丁 � �������� � �� � � 

庸さ（ポ）■　22　■　37　■　函㊥阻・嶋旭恩山川珊科白口馳口組分 

久重人1 ��夢 ：訝 �博多馴発雷 ��か彙駅発■ ���縫泊代金 ��� 
平休日 �体罰登 �■　平体日 �体罰 �8 �：平休日 ��・体前ヨ �新聞サービス ※除外日： 12／31～・1／2 

3名1 2名1 �塞 �52 �喝御伽 �恥朋伽 �さら削〇円 �37，射0円 ��11，6刊円 ��16，6（氾円 

憂 ��35，肋 �朋，＄00円 �封，肋 �43，的8円 ��13，680円 ��22，400円 

1名1室 ��41 �恥御伽 �47，朋0円 �37，800円 �46，4∞円 ��16，600円 ��25，200円 

3名1塞 ��52 �38，800円 �泊，肋 �35，！氾0円 �軋200円 ��14，餌0円 ��17，000円 

2名1室 ���40，200円 �喝000円 �39，200円 �44，胱円 ��18，000円 ��22，脚0円 

1名1塞 ��41 �43，200円 �47，印加 �42，200円 �46， �800円 �21，000円 ��25，6¢如 

3名1室 ��52 �39，8帥円 ��恥朋0円 ���17，6的円 

2名1圭 ���嶋．槌〇円 ��朋，6油日 ���23，400円 

1名1塞 ��41 �47，800円 ��喝御伽 ���為，醐円 

商品N0． �141124／早割141224／逮割141324 ������ � ����� 

ルユニゾ京都　　覇転 ������������ 

：冨：≡33　　汚れ脚㈹ ��������㌍妄ニ †◆ �容 �！、　．賓－ ��� 
搾1、 ．■営謂薫′■， �� � 

市役所前駅より徒歩6分 仁静虔タイプ】シングルlツインl lカテコ明コード日41152l l定員掩）】1【21■ ������、Yご採r；ノく〆「長 ���、謬咋： 塵禦r ��＿＿草こJ㌦‾‾ 　l 

賢妻・二 ��� ��轡頑 

I広さ㈹113・4　■17・91　題 ������⑳凪十帽旭恩LAN即料野馳国膨1 

入筆入れ �カ 5戸 吉 �＃多l駅発★ ��小■相　　手　　砥泊代金 �����★30日前割引 お一人様 500円引き ★遜泊割引★ 1泊日より お一人緩 500円引き 派の例 �� 
平休日 �・休前日 �平休日 �体罰Bi �平休日 �休前日． 

2名1壬 �52 �劫，抑円 �乳脚0円 �祖，2仙円 �28，粧円 �7，00恥 �7，600円 

1名1竃 �41 �軋200円 �31，2∞円 �礼208円 �凱紺円 �8，00伽 �9，000円 

2名1室 �52 �為，2抽円 �31，200円 �28，200円 �叫200円 �7，000円 �9，∝伽 ��八、割引用不 日／15～・12／ 1／1、3／28－ は休前日顆 12／22、12／2 1／4、1／1 2／10、3／201 休巳扱い ��1 

1名1璽 �41 �30，200円 �33，200円 �遡，200円 �3ち200円 �8，00OR �11，000円 

1／4、3／9～20 ��2名1璽 �52 �29，別肋 �31，200円 �28，腑円 �軋2加円 �7，6∞円 �9，000円 
1名1壬 �41 �31，200円 �お，200円 �叫200円 �32，200円 �9，000円 �11，∝伽 

12／28、1／12 ��2名1塞 �52 �軋舶用 �31卿円 �調，600円 �卸，00円 �8，400R �9，00加 

1名1宴 �41 �32，仙 �追，200R �31，400円 �32，2∝h �10，200円 �11，000円 

商品No． �l141126 � 

六 �酢国 �際カ ���r �� � �■′撃取 � 

詳1タイプ l鮨ゴ班コード l正■（名） �13：00 11：00 地下鉄乗西線二条城前駅 2番出口より徒歩2分 亨■】，竿2～。l頓 ������†■ 1三蒜 ＝恨i 責≡嗣 �・1 ■つ撞き �」毒等蔓書 �‾、tt、筐慧≡慧芸 Ll・」 爵琶1－よ �目盛日周－ 　叫㌦‘■－．二▲ ［∴．小⊥ii：：還箪 

l・広さ州）116．3　1　26．3　】 ������窃⑳馴（当脚恩爛斜（棚田鮎囚徒粉 

聖 人聖人1石 　リ ��博多脚 ��中電駅粍書　　　　　経白代金 ����12／31．－1／2 

．平体B �休前日 �平休日 �祢前自　　平休日 ��休航8 

12／8－30 1／3－3／14 ���3名1蓋 �53 �2l，咄OR �30，000円 �27，400円 �扮，00〇円 �6，200円 �7，肛円 
2名1圭 ��29，2抑円 �31，400円 �28，別0円 �劫，400円 �7，腑円 �9，200円 

1名1塞 ��30，400円 �32，200円 �神，400円 �31，200円 �8，罰0円 �10，000円 

10／1－11／1 11／4－8 12／1－7 3／15－20 ���3名1竃 ��30朋伽 �31，朗0円 �鱒仰山 �30，600円 �7，800円 �9，亜0円 

2名1圭 ��31，棚円 �狙，MR �30，朝餉 �32，600円 �9，200円 �11，咄0円 

1名1睾 ��32，2伽円 �34，400円 �31，200用 �軋400円 �10，00肋 �12，200円 

11／2－・3 11／9～30 3／21～31 ���3名1董 ��32，00〇円 �叫600円 �31，800円 �軋600円 �10，600円 �12，400円 
2名1室 ��35，600円 �軋400円 �乳60加 �37，叫0円 �13，400円 �16，劫伽 

1名1室 ��軋罰〇円 �40，加0円37，割0円 ��測，200円 �1印∞円 �18，000円 

※朝食なしの場合1．700円弓lき 

園W棚応　周ズボンプレッサー皇国コンビニ　　国亘司捌駅（JR大阪駅又はJR新大阪囲うより徒柳分以内の榊
⑧



雷設定期間2013年10月1日～2014年3月31日の年目（但し、ホテルにより除外日あり）

★JR割増代金・各地発着追加代金★（大人お一人様／片道）
博多駅発着の基本代金に下記代金を追加することで、最寄りの駅からのご乗車が可能です。（こどもは半凛です）
※京甜榊の場合は糊のぞみ・ひかり号利用となります。山陽九州直通新幹線さくら・みずほには一切ご乗手いただけません。

京 都 � ��由 �・小倉 �新飯塚 �佐寅 �新書栖 久留米 �筑徽 船小農 �裾隼田 �熊本． �佐世保・ 靡早と �‥長嶋 �毎 �大分 別府： �彗訝 

ひ か り の ぞ み �下記以外 �基本代金 ��200円 �1，200円 �1朋0円 �1，700円 �2．200円 �2．900円 �2朋0円 �2，300円 �川00円 �1，700円 �5，30澗 

12／27－1／5 �3，00澗 �2，60珊 �3，200円 �4，500円 �4．800円 �4，900円 �5朋0円 �6，600円 �5，500円 �5．90胴 �4，10叩 �5朋0円 �9，50叩 

※各地発書の基本代金に下記の追加代金でグリーン席が片道から

利用可能　　　　　　　　　（お一人機片遭ノ大人・小人同繍）

※グリーン車除外日
12／27、1ノ5

大人の1泊2日基本代金から

11，100円引き 10，600円引き

商品No．l141127 �（0276 �7〉　　　　　　　　　　　　　　　穏 �������� 

京都 � �一■L・－　■■　　　　　　　　l �������� イホテル　　　　　　ー ��������よ五一蕪ニ‾rJ 

匂匠日15＝3 勾10：0 �0　　　度屋タイプツイン 0　　　鴛欝，讐。 ���������か▲しこ＿ �お岩∵竺　‾き h・一∵‥‥1rT∵ 懐に選完 

京都駅前より市パス　　　　広さ川）　17 �����������野1：．確 

9番にて堀川今出川バス停下車徒歩3分 �����������も　ー　＿ヨ 

園田田鮎QIFはーパ←南 

入圭人■ � �去l ＝r リ �博多脚 ��か倉倉　発聯 ��訪日1七会 ���です 3／28は平休日扱い 

平休日 �体前白 �平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

1／19～2／28 �3名1産 ��52 �25，80かヨ �27，200円 �24，800円 �26，20か） �3，600円 �5，0師円 

2名1塞 ���27，20加 �28，200円 �2古，200円 �27，200円 �5，m円 � �M円 

1名1量 ���28，200円 �29，400円 �27β00円 �28．400円 �6，000円 � �200円 

10／14－25 12／15－20 3／1－14 �3名1i ���27，200円 �28，200円 �26，200円 �27，20伽 �5．∝灯用 � �000円 

2名1；暮 ���28，200円 �29，400円 �27，200円 �28，4叩円 �6，0∝l円 � �200円 

1名1重 ���29，400円 �30，40恥 �20，400円 �29，4抑円 �7，200円 � �288円 

3／15－28 �3名1董 ���20，200円 �29，200円 �27，200円 �28，200円 �6，α氾巧 � �別川角 

2名1圭 ���29，仙 �30，仙0円 �28，棚円 �29，400円 �7，2伽円 � �200円 

1名1蔓 ���30．400円 �－ �29，400円 �－ �8，200円 �－ 

11／16～12／7 12／31－1／4 3／29～31 �3名1圭 ���29．20加 �29，80伽 �28，200円 �28，800円 �7，∝旧円 �7，600円 

2名1蔓 ���30，400円 �31，200円 �29，400円 �30，200円 �8，200円 �9，000円 

1名1壬 ���31，400円 �－ �30，棚円 �－ �9，200円 �－ 

商品No． �141129 �●Ⅰ � �■・謡示H　、．二、．1》 

0 � � � � � � �lr �� � �’巧、腔Y、奴塙i∵ 

lチェックイ �14：00　　　　　　　　　　　　諷展タイプ　　ツイン �����������幣‾く＿越嶋ご■‘ 正，∧‾祝し禦・、 荒司 
lチェックアウ 11・00　　　　　　　　　定員（名）　ト4 

JR大津駅より車で10分　広さ（ポ）誠 脇恩姻膏料宙臼鮎口跡粉 

固⑮（ 

入里人■ ���要 す �博多闇 ��小暮　弗t ��敵治代金 ���12／31－1／2 

平休日 �休前日 �平体白 �休前日 �平休日 � �休前日 

4名1室 ���54 �28，608円 �29，800円 �27．600円 �28，8tIOR �6，480円 �7 �，＄00円 

3名1室 ����29，600円 �30，800円 �28．680円 �29，仙0円 �7，400円 �8 �，600円 

2名1室 ����31，肌円 �32．800円 �30，脚円 �31，800円 �○，600円 �10 �，600円 

1名1塞 ����38，400円 �39，400円 �37，400円 �38，棚円 �16，200円 �17 �，mR 

10／1－11／15 3／22－31 ��4名1聖 ����ユ0，m円 �35，200円 �29，800円 �34，2tI伽 �8，6〇〇円 �13 �，○∞円 3名1室 ����31，8帥円 �36，2抑円 �30．800円 �35，200円 �9，600円 �14 �，伽円 

2名1室 ����33，的円 �3膿，400円 �32，908円 �37，400円 �11，700円 �16 �．200円 

1名1室 ����40，200円 �44，800円 �39，200円 �43，帥〇円 �18，∝和円 �22， �600円 

11／16－12／7 ��4名1重 ����33，40伽 �3も200円 �32，400円 �34，2加円 �11．200円 �13， �000円 
3名1蔓 ����34，400円 �36，200円 �33，400R �35，2馳 �12，200円 �14， 18， �MR 

2名1璽 ����36，随0円 �38，400円 �35，880円 �37，肋 �14，400円 ��2∝IR 

1名1韮 ����伯，2∝I円 �44．800円 �42，200円 �43，800円 �21，008円 �22， �…円 

商品No． �1 �41131／連割141331 ����（10 ��058 � 

3 � �バ ���� �� �亡・ヨ主：　　　貰、－；こ、≡；＝ 

チェックイ �イン �14・00（通常15：00）l諦犀タイプ】シングル（顆鍾）】セミダブル鳩捜）l　　写02ら小1・L 

11＝00（耶－0：00）l鴛覧当　ミ11讐l ������������■01011㌧・ �� 

JR南草津駅西口すぐl‾広さ（ポ日141141 帖旭恩uN譲科8蝕む糾 2日基本代金（J閣／触寸） ������������葦■′。1もち 一計闇ii遍道義 －■ 

窃1㊧ 大人おひと。増 �Ta．＋ 1泊 

入重人■ �董 苔・ リ �博多駅発雷 �����小暮駅耕 ��‡　　雛白代金 ���≡ 
平休日 ��唖日 ���平休日 �体罰8 �平休日 �休前日 

10／1－27 12／2～30 1／3－3／16 ���2名1室 （セミダブル） �68 �述，600円 ��27，200R ���25，∝伽 �26，200円 �4，400円 �5，000円 

1名1妻 �41 �29，600円 ��軋200円 ���28，600円 �為，208円 �7，400R �8朋伽 

3／17～31 ���2名1垂 （セミダブル） �68 �27，000円 ��27，800円 ���26，仙 �26，800円 �4，800円 �5，600円 

1名1室 �41 �四，8MR ��31，200円 ���28，800円 �30，200円 �7，柵円 �9，的0円 

11／18～12／1 12／31～1／2 ���2名1璽 （セミダブル） �68 �28，200円 ��28，800円 ���27，200円 �27，抑0円 �6，M円 �6，600円 

1名1睾 �41 �32，280円 ��；蛤，200円 ���31，200用 �32，200円 �10，000円 �11，00加 

⑧

人妻人丸 �力 5戸 ＝r リ �博多厭 �発鸞 �小義 �】択発■ �勤封 �t金 

平休日 �休前日 �平休日 �休前日 �平休日 �主　体前日 

3名1重 �53 �29，m円 �34，咄0円 �28，肋 �33，400円 �7，600円 �12，200円 

2名1璽 ��31，200円 �36，400円 �30．200円 �35，400円 �9，∝氾円 �14，200円 

1名1雲 ��39，4加円 �44，800円 �38，400円 �43，808円 �17．2仙 �22，600円 

1／3－4 �3名1室 ��31，800円 �37，200円 �30，800円 �38，20加 �9，600円 �15，∝和円 
2名1董 ��33，仙 �41，600円 �32，咄0円 �40，6恥 �11，200円 �19，咄0円 

1名l聖 ��41，肋 �49，別氾円 �40，8加陶 �48，釈和鵬 �19，蹴氾円 �27，700円 

3／15～31 �3名1託 ��36，2竹円 �37，200円 �35，200円 �38．2恥 �14，∝旧円 �15，脚円 2名1璽 ��39，800円 �41．8他用 �38，抑〇円 �40，8∝l円 �17，¢∝h �鳩．棚円 

1も＝■ ��48，200円 �49，的0円 �47，200円 �48，900円 �26，000円 �27．70mヲ 

3名1璽 ��37，200円 �41，200円 �36，2叩円 �40．200円 �15，000円 �19，∝旧円 

2名1軍 ��41，…円 �44，800円 �40，608円 �43，800円 �19，400円 �22，〇〇〇円 

1名1室 ��49，∝氾R �53，珊円 �48，900円 �52，400円 �27，700円 �31，2仙円 

商品N0． �141130 ��� � 

－　■■．」ピ �� � � � �○■＿1ゼー■◆一一▲り　uh■　一 ����� 

2 �ホテルオ ���▲ � �ず草津びわ湖 �����琵讃∈；≡J 

霊】……33（通常1，：。。，l葱‡夕警竿警醒） �����������ー 1 
アク　セ　ス ��JR草津駅西口よりl‾広さ（ボ）】19　r　24 

徒歩1分 

闇L㊧凪憫旭恩欄無料薗軽口 ��������ロ飢 

入臥入室 　リ ���♯多讐発着 �� ����国 12／31－1′2 
平体上目棚帽 ��平休日 � 

10／1－12／30 1／3－3／31 ���2名1蓋 （ダブル） ��69 �2840α円 �為，200円 �27，棚円 �28，200円 �6，200円 �7，000円 2名1室 ��56 �29，200円 �30，200円 �28，200円 �29，200R �7，000円 �8，∝伽 

1名1重 ��69 �30，200円 �30，舶〇円 �29，200円 �29，800円 �8，00伽 �8，600円 

ッ � � �社‾忌‾名 �引換・場所 �社局名 �計腋場所 

l � � �i � �訂 �り �大阪市馳下錬 �紡頓、信田、なんば、天王寺 �阪創ぢス �阪急三割清適バスターミナル 

］ �lLJ： �l誓 �汀ヨ」 � � �破急戦 �梅乳三雲、河原田 �京蹄稚下鉄 �京郡パス燈台案内所 

運 � � � � �破神電車 �梅臥尼崎、甲子乱琶臥三喜 �神戸市靴下鉄 �新神戸駅売店、 三瑚樹 

き漁 ��漁スて ���� �溺日本鉄道 � 

圏ウオッシュトイレ闇匿描怪簗ル十⑮宗写告；皇ト≦1㊧霊写砦詰卜周囲志望冨和国孟忘芸瑞雲慧榊，



商品N0． �141132／早割141232／連割141332／早＋連141432 ��������� 

1 �●　　コ ������l●馴駆I � � � ー　J　・・－ 

電虚匠a12＝00（通常13＝00）悪賢琵シ欝牛箸辛苦 ����������選襲廣賀宴 ��モ…‡‡；；；き！き！肯 i逓卿■ 

隠＿ 
12：00（通常日：00）　定Å（名）　1　　2－3　　2 

切口ロJR奈良駅西口直結 固⑬凪・嶋旭昏凰爛料口鮎□騨分 ����������′■三・．∬ l十＋ 

入日 �力 等 リ �＃多駅発鸞 ���中土釈発書 ��騒泊代金 ��� 
平休日 �休前日 ��平体白 �体料日 �平休日 �体罰8 ��★連泊割引★ 2泊日よりお一人梯 500円引き 

10／1・－18 12／8、30 1／3－2／28 3／16′－20 ��3名1重 �52 �29，∝船円 �30，208円 ��28．∝柑円 �20．200円 �7，帥0円 � �000円 

節男 �66 �30，2t川隕 � �脚円 �20．200円 �29．800内 �8．00〇円 � �600円 

2名1軍 �52 �30，mR � �400円 �29．800円 �30．朋18円 �8．6∞円 � �，200円 

1名1婁 �41 �31，800円 � �400円 �卸，800円 �31，400円 �9，6仙円 �1 �00円 � 

3／1－15 3／2トー31 ��3名1圭 �52 �31，200円 � �00〇円 �30，200円 �31，…円 �9，m円 � �400円 � 

勝男 �66 �31，肋 � �，200円 �30．抑 �32，200円 �9，輔円 � �，㈹円 

2名1璽 �52 �32，2仙円 � �槻円 �31．200円 �32，800円 �10．0∞円 � �600円 

1名1重 �41 �33，200円 � �…円 �32．200円 �33，800円 �11，000円 � �6∞円 

11／16一一12J7 12／31－1／2 ��3名1睾 �52 �32，印q円 �33，別和円 ��31，600円 �32，6∝In �10，咄0円 � �400円 肺患 �66 �狙，200円 �34．000円 ��32，200円 �3位，0m円 �11，008円 �11，MR 

2名1圭 �52 �33，脚円 � �80〇円 �3乙8∞円 �33，8帥 �11，800円 �12，¢00pi 

1名1睾 �41 �34，800円 � �600円 �33，800円 �34，600円 �12，6∝匝 �13，珊円 

商品No． � �141133 � � 

2莞 �■ �良ワ ��1　　∵－P・ヂヂ 

薗⑬凪 大人おひと。機1 ��蕊よ。徒歩4分間警一蓋髄 ニ≡芸，禦慧慧P恥口助　竪琴 �������l・ 帯‾「二 

大慶人■ �タコ 雲声 ゴ リ �t■多駅発着 �小■ホ鶉■ �延泊代金 � 
全日 �全日 �全日 

12ハ ��－2／28 � �2名1畜 �52 �31，抑0円 �叫000円 �8，抑8円 

1名1室 �41 �31，200円 �30，2舶用 �9，肺門 

10／ 10／6－・ 3／1 ��1・－3 11／30 一・31 � �2名1霊 �52 �31，000円 �30，800円 �9．＄珊R 

1名1室 �41 �32，200円 �31，200円 �10，脚円 

ヨ・ ∬室 �■設定期間2013年10月1日～2014年3月31日の毎白（但し、ホテルにより除外日あり） ��������������������� 
★JR割増代金・各地発着迫力 �������n代金★（大人お一人様／片道） ����������　　　　　　　　　　γ＋′ 哀　得得ののみ竜阻酎ワリ－ン車利用フラン誓萄 ���� 

／ �博多駅発着の基本代金に下記代金を追加することで、最寄りの駅からのご乗車が可能です。（こどもは半田です） �����������������※各地発書の基本代金に下記の追加代金でグ 利用可能　　　（お一人 ���；1／大人・小人同軍） 

博多； �小倉　日暮専 ��筑豊・寒雲吉葉棒大細 ���熊本　響 ��牒峠 �中津・ �大分 ■別府 �農児島 中央 � ㌢ノ ������������������†新叫2．000円l※監禁腎日l 博多・小台発音のことも1泊2日基本代金 

大 阪 �のひ そか みり �下冒己以外 �基本代金 ��200円 �1．200円 �800円 �1，700円 �2朋0円 �2仰円 �2朋澗 �1仰円 �1，700円 �4朋0円 寧攣削 ，壬1，㌢，ンー′＿Pj ∋ 一一√ ���冨警 ��2朋0円 �2．200円 �2，餌0円 �3朋0円 �3朋0円 �4，500円 �4，500円 �4，800円 �5．100円 �3，700円 �4，500円 �7，200円 �� �博多　　　　　卜　　　　麟臼 ��� 

新大阪 

全 便 �12／27～1／5 �2．700円 �2朋0円 �3，200円 �4朋0円 �3，800円 �5朋0円 �6，100円 �5，500円 �5，900円 �4，10叩 �5．000円 �9．000円 ���大人の1泊2日基本代金から 

10，500円引き �10，000円引き 
‡‥さ一部区間でも山陽九州電通さくら（さくら451・458・500番合いみ訓引こご索孝の場合は、厚遇さくら・みずほの割増代金が必要となります0 

商品N0． �142101 �・√0 �4 � � � �屑鉄グループ　「■汐　入＼　　∋i 

1司 �鉄イン心意 �� � �斎橋】 ��‡ � � �ノ′、ノー～禁卜捌上潮 

匂匠a15：00－漂荒Iシ許とlシン等閑）lタブJ欝重）． 窃広口10：00．漂豊ll諾】1諾l孟l 嘔日日a地下鉄御堂筋線心斎橋駅7号出口より徒歩4分 田⑳t㊧阻・嶋和恵爛科□鮎臼鯵1分 �����������r－」 L二二 �滅■l繭誌ぷ ：；i：三仙▲＿ 相．■■■■■■■■ll．i■1．Lt 　ー‾与 れ掛 

カ 入主人1芸 　リ ����博多釈 �耕 �小山購鷺 ��碇泊代金 �� 

平休日 �休航巳　■ �平休日 �休前日 �平淡日 �体腑日 

10／1～3／31 ��2名1室 （セミダブル） ���41 43 �24，800円 �25，800円 �符朋加 �24，800円 �4，2沸円 �4，800円 
2名1室 （ダブル） ���22 �26，600円 ��25，600円 ��5，600円 

1名1室 ���41 43 �27，200円 �27，800円 �26，m円 �26，800円 �6，200円 �6，800円 

商品N0． �142103／連割142303 ����� �� �γ・〟‾島 �����奮、′ 

ユ ����� ��し � ��� � �　i 十十十十÷†十 

3　▲ �lI＿ l ＿▲　一r ���� � �� � ����� 

匂適正ロ14：00　　1讃髭封シ欝牛箸早等レlセ晋！レl ��������������＋－■十十十 †十★十十十 十十■十十 ■十十十・一 

罠語義書芸・妄5基封16・4至17■腰 ��������������★一▲十・† ■■’＋′‘・， 一瞥・1‾r・クエ 可▼Fカr、 ●■’‾‘・・ 訂蓼γ‥r考・， ■十■■十＋ ・・－“十十† lJl■∴十 は平休日扱い 

入靂人■ ��塑妻　　博参釈発薫　i　小　駅釈　義 ��������珪泊代金 

劉平休日 ���休前日 ���平休日 �休前日 �刊柁ト　ト胴相 

10／1－11 10／14、25 12／8～20 12／23一一30 1／2、3／20 �� ��68 �27，槌〇円 ��30，8∞円 ���26，馳帥 �諮，800円 �6，600円　9，800円 

3名1室 ��77 �2軌800円 ��32，000円 ���27，800円 �31，m円 �7，恥0 �円11，MR 

2名1室 ��56 �30，200円 ��33，200円 ���乳200円 �32，200円 �9，200 �円12，200円 

1名 � �43 �32， �円 �35，餌0円 ���31，棚円 �糾，M円 �11，400 �円14，∽0円 

10／26～12／7 3／21－31 ��2名1量（セ �ダブル） �68 �祖， �円 �3 �5，200円 ��27，200円 �糾，20恥 �7，甜0 �円14，孤0円 3名1 � �77 �劫，2 �円 �請，200円 ���劫，2肺門 �お，200円 �8，加8 �円15，卸帥 

2名1竃 ��56 �叫 �円 �37，800円 ���劫，800円卜誠，抑帥 ��9，槻 �円l16，8∞円 

1名1璽 ��43 �32，800円L39．8加円 �����31，800円l乱闘0円 ��11．800 �円118．000円 

10／12～13 12／21－22 12／31－1／1 ��2名1室（セ �三ダブル） �68 �乳200円 �����叫袖円 ��14，200円 3名 �室 �77 � �，200円 ����お，200円 ��15，200円 

2名1室 ��56 � �7，…円 ����36，800円 ��16，800円 

1名1睾 ��43 � �叩 �00円 ���38，800円 ��18 �，800円 

商品No．日42102／早割142202／連割142302 ������ �05034） ��’畷 

0ホテルゲランウイア大阪匪萱EB ��������� ��ゞ、三、、一骨ヰ ユニ鮭 

名田庄a15：00　　　　牒誓封シ訝り」箸l ���������† 

匂匹ロ12＝00　　　　　慧計仁志」亮l2ま2壬 

旬日l遷aJR大阪駅直結・徒歩1分 

囚⑳馴（当日甜思し〟蘭科目田鮎田紗分 ���������l■一・げ　‥て∴r∴・・1 ⊥1ニ豪′－一義芸ヨ芝草∈＿＿ 

重 大主人■音 　リ ���1蠣多駅覚書 ��小義釈榊 ���蝮泊代金 ���≡ です 

平休日 �体罰臼 �平休日 ��休前日 �平休日 ��体罰8 

12／8－20 1／3～3／20 �3名1重 �52 �28，組0円 �軋400円 �27，…円 ��32．400円 �7．朗0円 ��12，00〇円 
2名1雲 ��29，400円 �乳200円 �28，400円 ��恥部0円 �8，400円 ��13，200円 

1名1書 �41 �33，咄0円 �お，馳0円 �32，400円 ��軋600円 �12，400円 ��14，600円 

10／1－－11 10／13－25 12／21－30 1／2 �3名1圭 �52 �29，脚円 �33，800円 �28，600円 ��喝朋0円 �8，6 �00円 �12，800円 

2名1室 ��30，200円 �叫即0円 �劫，200円 ��刀，＄伸円 �9，200円 ��13，600円 

1名1喜 �41 �狙，800円 �35，600円 �32，8∞円 ��糾，600円 �12，8 �00円 �14，600円 

10／12 10／26～12／7 �3名1重 �52 �30，600円 �お，600円 �29，600円 ��軋600円 �9，600円 ��14，600円 
2名1杢 ��31，棚0円 �誠，200円 �軋400円 ��3も20加 �10，400円 ��15，却0円 

1名1室 �41 �35，m円 �37，200円 �軋200円 ��36，加0円 �14，200円 ��16，200円 

12／31－1／1 3／21－31 �3名1室 �52 �31，600円 �37，仙0円 �測，600円 ��鎚，400円 �10，6 �00円 �16，400円 
2名1室 ��32，200円 �37，600円 �31，2∝l円 ��誠，600円 �11，200円 ��16，＄00円 

1名1董 �41 �喝200円 �滑，刷0円 �封，200円 ��軋600円 �14，200円 ��18，600円 

商品No． �142104／早割142204／連割142304 �������（05232 �＋こ＼　l叩 

4 �ルモントレ大隈 �������� �貰1，　－ 
一・；：一三 ������������� 

ツイン　l 

52　l　￥朋・　r霜lHHl ������ 

1ロロロ臼JR大阪駅桜橋ロより徒歩5分 ��������� ������ 

lllllll tll◆tlll ilH●■Il �I● ll �tt ●l ●l �暮諷1′ ltll 

由⑳鳳十鳩M思し仰嘔臍科宙□鮎0秒愉 ��������� ��‾’‖こここ．乳■l －∴二軍＝二二 

人妻人1 ��夢 二－ ．リ �博多脚　　蔓　　小倉脚 ����延泊代金 ���琶 
平休日 �体罰Bi平休日‡件前日 ���平休日 ��体罰8 

指1号（セ �ダ九1 �41 �27，朋伽 �29，6∞円 �26，400円28，600 ��円　6，4加円 ��8，600円 

3名 �璽 �52 �27，棚0円 �30，8帥 �26，亜〇円為，即伽 ��6，400円 ��9，000円 

2名 �室 ��29，200円 �32，400円 �祖，甜0円31，咄0 ��円　8，罰0円 ��11，朝餉 

1名 �室 �41 �32，400円 �33，800円 �31，400円32，抽0 ��円11，400円 ��12，800円 

矧引セ �タ7朗 �41 �28，408円 �31，400円 �27，側〇円30，400 ��円　7，4仰円 ��10，咄0円 

3名1垂 ��52 �29，200円 �33，200円 �28，200円32，200 ��円　8，200円 ��12，却鵬 

2名1宣 ���30，亜0円 �34．80伽 �劫．咄0円乳800 ��円　9，400円 ��13．80伽 

1名1要 ��41 �33．400円 �35．800円 �32．仙〇円34．800 ��円L12，朋0円l14．如0円 

41 �35，抑0円 ��糾，800円 ��14，800円 

3名1室 ��52 �37，加0円 ��誠，200円 ��16，200円 

2名1室 ���38，脚円 ��37，船0円 ��17，000円 

ll名1室 ��41　39，000円 ���罰，800円 ��18，800円 

園W・珊；腫ズボンプレッサー周コンビ二　　匹憂画調欄（JR爛MJR新大阪閉）よ。徒歩的鯛内の捌
⑧



■設定期間2013年10月1日～2014年3月31 日の毎日（但し、ホテルにより除外日あり）

★JR割増代金・各地発着追加代金★（大人お一人様／片道）
博多駅発着の基本代金に下音己代金を追加することで、最寄りの駅からのご乗車が可能です。（こどもは半額です）

大 願 � ��博多 �か倉 �新飯塚 �佐賀 Ⅷ飢l■ �斬■槽 久留米 �猷細 �熊本． �佐世保・ 積早 �長崎 �；中津 �：霜 �離島 中央■ 

のひ ぞか みり �下肥以外 �墓本代垂 ��20叩 �1，200円 �80叩 �1，700円 �2朋円 �2，000円 �2，30叩 �1，00叩 �1，70叩 �4，800円 

夏雲 ��2，40珊 �2，200円 �2朋0円 �3，800円 �3，400円 �4，500円 �4，弱0円 �4，800円 �5，10叩 �3，700円 �4，500円 �7，200円 

全 優 �12／27－1／5 �2，700円 �2朋0円 �3，200円 �4，400円 �3，800円 �5，000円 �6，10珊 �5，500円 �5朋0円 �4，100円 �5，∞叩 �9，仲川 

崇さ‾都区間でも山儒九州直通さくら（さくら451・458・500番台）・み列引こご索中の場合は、直通さくら・みずほの割増代金が必野となります。

商品N0． �142105／早割142205／連割142305 ������（0フ �� �叩－1 

5 �ステインカ ������≡月 ��J＿▲二 �＋　十◆十 �導き誓黛妄 

毎‾芸、繋、へ． 

妻 旨 

勾12：00 ������琵1（名）】1、3　1 広さ（雨）1　41　1 

堀口ロaJR大阪駅中央北口より徒歩7分　　　　　｝ 

題■㊧凝，恩川棚有料□鮎8秒分　　　　転 

入＝ �宰■　輌　！　小椚 ������■ �軌 �うれしいボイン 
吉 �平休日l休前日 ��平休日 ��休軒日．平体 ��日　　休前日 �★30日前部引★ お一人様 1，000円引き ★連泊割引★ 508円引き ★曜日割引★ 日原巳はお一人様 1．000円引き 〒 

3／23・－31 ��3名†婁 �52 �軋4伸円 �34，紬円 �29，40加 ��お，2仙円　9， ��肋13，200円 

2名1室 ��32御伽 �37，那加 �31，恥0円 ��36，800円11， ��8叩円16，800円 

1名1室 ��37，600円 �47，200円 �恥釦0円喝200円16， ����6加円部，2抑円 

3／21、22 ��3名1董 ��糾，M円 ��迫，800 ��� �13，888円 

2名1室 ��3さ，200円 ��37，200円 ����17，20帥 

1名1室 ��47，400円 ��46，400円 ����雄，400円 

12／31一一1／2 ��3名1蔓 ��40 �0加 �39，8明円 ����19，朋円 2名1室 ��44 �00円 �43，200円 ����23，200円 

1名1室 ��弱，800円 ��57，抑0円 ����37，8叩円 

商品No．日421 �07／達割142307 ���������＋十が◆◆－●七十十十 

7乙ヨリノ壬 �東急イン 
；…≡………：：：■最盛 l諦靂タイプ ������シングル（細 � 

43 �56 ��り一・・・・■■■tト十 

l定員（名） �������1 �213 ��・：：：■・・．．■■＋ヽL 

l広竜顔の ������13．7 �1 �6．2】18．4 �…鉦 ．儀 �■●． 三＋三重圭＋い． 

咽J �R大阪駅より徒歩10分 

函1㊧蒜忘恩山側科踪ロロ �����徒歩1分 

入露人■ ���力 ≡声 コ’ Ll �博多邪発書 ��小暮鞠蕎★ ���紘泊代金 �� 

平休日 �休前日 �平休日 �体罰自 ��平休日 �体前日 

3名1室 �56 �符御伽 �27，…円 �24，800円 �26，600円 ��4，加円 �6，6m円 

2名1整 ��26，800円 �28，600円 �巧，醐円 �27，＄00円 ��5，8的円 �7，600円 

1名1量 �43 �29都0円 �29．40伽 �28，200円 �28，」拍0円 ��8，200円 �8，400円 

3名1圭 �56 �27，咄0円 �28，∝氾円 �26，咽0円 �27，8的円 ��6，4∝円 �7，抑0円 

2名1室 ��劫，6伽円 �29，8∞円 �27，600円 �28，800円 ��7，600円 �8，8的円 

1名1妻 �43 �劫，2叫円 �叫200円 �28，200円 �29，200円 ��8，200円 �9，200円 

3名1圭 �56 �乳400円 ��20，400円 ���8， �400円 

2名1室 ��30，400円 ��29，棚0円 ���9， �40tIR 

1名1堅 �43 �30，8的円 ��矧朋伽 ���9， �800円 

商品N 9 �0． �142109 �C8 �■ ��� � �H， �ノ′息・欝這キ軋 、嘉‡ 

イて 

圏，㊧ 大人おひと �15・00　　　脱臼掴日　朝152173仁　・；一吾こご－＿． 

屯10：0 旬日日日JR大 Q⑳鳳憫通 ��Ol慧 阪駅より徒歩10 回思し欄料 （JR往復／鞘幾何） ����品田削　蜃 ���� 

入日 ��彗 リ �博多駅発薫 ��小義釈発書 ��肇泊代金 �� 
平師日 �休前日 �平休日 �■　体前日 �平休日 �葦　休航旧 

1 10 �0／1～25 ／27－3／31 ��2名1璽 （セミダブル） ��44 �礼400R �鱒御伽 �25，400円 �25，約0円 �5，4脚円 �5，800円 

3名1童 ��73 �述，400円 �28，2的円 �25，400円 �27，2∞円 �5，4m円 �7，200円 

2名1婁 ��52 �27，4叫円 �祖，800円 �26，4叫閂 �27，800円 �6，亜0円 �7，槻円 

1名1室 ��44 �劫，舶0円 �29，仰円 �27脚伽 �28，400円 �7，800円 �8，仙帥 

⑥

崇各地発書の基本代金に下記の追加代金でグリーン席が片道から

利用可能　　　　　　　　（お一人機片遭／大人・小人伺凛）

潜グリーン車除外8
12／27～1／5

大人の1泊2日基本代金から

10，500円引き 10，000円引き

入室人■ �垂 ＝r リ �欝多駅発雷 ���一・‘▲ォ �� �延泊托金 平休日 ��桐栂 �平休日　‥∵ ��休前日 �平抹眉 ��輔8 
・日一木■ �1呈■ ��ロー本書 �1台■‡ ��8～木江 �1金■ 

3名1喜 � �劫，400搾 ��3ち○叩円 �28，400R ��31，㈱円 �8，4的日 ��tI．∝か 

2名1童 ��詑声00R ��罰即日 �31卿円 ��35㌔00用 �11卿如 ��15，2伽円 

1名1圭 ��41，4的日 ��嶋，800円 �叫4∝円 ��瑚00円 �礼4皿R ��24，600日 

3／16－20 �3名1婁 ��31才00円 ��喝4叩丹 �卸卿円 ��軋400円 �1呼00円 ��14，棚円 

2名1重 ��カ，4腑円 ��41．000円 �祖400R ��40．∝伽 �1ち400日 ��20，t耕IR 

1名1重 ��喝朋的 ��51，脚円 �4ち拐〉0円 ��軌弼円 �現8∝l円 ��柳田 

3名1圭 �53 �3ち知日 �喝朋的 �詔卿円 �31．叫R �叫400円 �観2∞月 �11，【l氾円 �14，4∞円 �1印恥円 

2名1重 ��恥部如 �41，弼円 �叫600円 �喝即日 �叫∝伽 �喝御伽 �15月00円 �即，（l00円 �符，㈱円 

1名1圭 ��喝脚帥 �51朋轟1脚。 ��叫皿円 �印伽円l町側R ��別，800円 �30，％〇円 �叫4m円 

3名1璽 ��喝，400円 ���叫4的円 ���24，400円 

2名1圭 ��51，如0円 ���乳抑円 ���軋900円 

1名1重 き ��74卿円 ���乃，8抑日 ���野朋的 

商品No．l142108 OANAク � � � � �プラ �■ � �皿L逗－■・1・・′・ 

14：001漂 匂12：00l惹 句日日可JR大阪駅桜橋口より無料 函⑳鳳・鳩旭恩皿屈腑料宙0 ������】 12－31 ロ紗1分　→rプ 

入美人■ ���力 夢 二r リ・ �博多脚　　妻　　小暮蜘 ���� �軌 ��圏 日扱い、1り22 は平休日扱い 
平休日 � ��� �平休日 �妹前日 

1／3－3／19 �3名1室 ���52 �27，900円 �刃，600円 �26，900円 �劫，600円 � �6，900円 �9，600円 

2名1蔓 ����29，騨円 �31，800円 �20，600円 �30，刷円 �1 �8，即〇円 �10，800円 

1名1室 ���41 �35，400円 �36，400円 �叫400円 �35，400円 ��4，400円 �15，400円 

3名1室 ���52 �為，200円 �軋400円 �劫，200円 �32，400円 ��8，200円 �12，400円 

2名1室 ����30，仙 �お，200円 �29，糊円 �叫200円 ��9，8∞円 �14，200R 

1名1塞 ���41 �36，400円 �37，400円 �喝400円 �36，珊円 �1 �5，400円 �16，400円 

12／21一一22 12／31～1／2 �3名1室 ���52 �遡，200円 �卸，800円 �加，加0円 �37，800円 � �8，20伽 �17，10加 2名1辛 ����30，8叩円 �叫400円 �29，00如 �39，4朋円 � �9，000円 �19，400円 

1名1垂　41 ����乳400円 �40，900円 �3も400円 �39，M円 �15 �，400円 �19，如0円 

商品No． �142110 � ��������十十 

⑰紀す �州鉄 �t道大阪 ����梅田ホテル】 ���／ �十 
暮酪農タイプ ������ンクル原動 � ���ヽ 

41 �1521731681 121312】7 

l足1（毛） ������1 

l広さくが） ������13．5 �18　　　1135 �� �・†ヽ 

屯JR大阪駅御堂筋北口より徒歩5分 ㊥一・㊤品忘恩骨田口鮎田鯵一分 ����������昔 ‡Jこら ∵lL 

重 大日吉 ．リ �����＃多駅粍書 ���か彙駅発着　箋　　鉱甜モ金 ��融■■暮 tRサービス 

全日 ���全日 �全日 

10／トー3／31 ���2名1室 （セミダブル） �68 �24，800円 ���23，8m円 �3，000円 

3名1璽 �73 �24，800円 ���刀，8抽円 �3，8肋円 

2名1圭 �52 �25，…円 ���24，8伽円 �4，800円 

1名1室 �41 �茄，600円 ���25，600円 �5，600円 

願ウオツシ叫閻惚れ⑮臥⑳諾詰卜妻㊧芸警告；皇卜室靡園盃雲諾芸は周孟志言語基点‰料，


