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ユ＝八一サル・ユタジ7トジャパン㊥・アリシエイトホデル（。S。。。）

轟鰯繊覿

★チェックイン／15：00

★チェックアウト／12：00

★アクセス／」R大阪駅中央改札より徒歩1分

◎（宗監完迅）

⑳
ASSOClATE

HOTEL

JR環状線・ゆめ喋繰

2 �201 �3・1 �l三 � � 

日 � �次 �水 � � � 

81 �82 �83 �Bd �F5 

B占 �87 �88 �89 �8－0 �811 �G12 

F13 �8－4 �815 �B】‘ �817 �8－8 �FIP 

820 �82■ �822 �823 �824 �825 �dZd 

C・‾ �C28 �C29 �C∽ �C31 � � 

－－ � � � � � � 

201 �3′1 �■三 � 

日 � �火 � � � � 

Cl �G2 

63 �C4 �C5 �Cd �C7 �C8 �G9 

ClO �C■■ �C∵ �C13 �C14 �C－5 �Gld 

C17 �C’‾ �C19 �C20 �C21 �622 �G23 

C24 �C25 �C2占 �C27 �ピ8 �C29 �G38 

20－3 �3・－■ �－2月 � � 

8 �月 �火 �水 �禾 �金 �土 

Cl �C2 �C3 �C4 �C5 �Cd �G7 

Å8 �A9 �A－0 �A‖ �A12 �A13 �Eり 

Å15 �Al‘ �A17 �A18 �A19 �〟0 �F21 

F22 �823 �824 �825 �82占 �827 �F28 

829 �B㍊ �l31 � � � � 

ヨ…∴：くさ

ユ＝ノトサル・スタジオ・ジャパン㊥・アリシエイト

析蝦巨切羽

8 �月 �20－ 火 �tl 水 �l三 日木 �金 �l土 

Al �A2 �A3 �A4 �C5 

Ad �A7 �A8 �A9 �AlO �All �D－2 

D13 �Al‘ �A15 �Ald �Å17 �Å18 �C19 

A刀 �A21 �A22 �A23 �A24 �A25 �∈てる 

B27 �828 �829 �B30 �831 � � 

20 �1411 �■＿ �月 � 

日 �月 �火 �水 � �木l金 �土 

】1 �B �2A3 �E4 

Å5 �Ad �A7 �A8 �A �9AlO �Ell 

∈12 �A13 �AH �A15 �A �tdA17 �E18 

A19 �A却 �A2’ �A22 �A �23A24 �E25 

Å2‘ �A27 �A28 �A29 �A �∽A31 � 

20 �－4・2 � � � 

日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 

El 

A2 �A3 �Ad �A5 �Ad �Aγ �E8 

Å9 �ElO �Å‖ �A12 �A13 �At4 �E15 

Å－d �Å17 �A椅 �A19 �A却 �A21 �∈22 

A23 �Å24 �A25 �Å2d �A27 �A28 � 

20 �14・3 �3月 � � 

日 �月 �火 �水 �禾 �金 �土 

El 

Å2 �Å3 �A4 �A5 �Ad �A7 �E8 

A9 �Å10 �A1－ �A12 �A13 �A14 �E15 

Al‘ �A17 �A18 �A19 �E20 �D2’ �H∴ 

D23 �D24 �D25 �D28 �D27 �D28 �H十 

D3ロ �⊥‡ � � � � � 

入室人鼻 �新刊 �A �8 �C �D �E �F �6 �H �l 

3名1室 �52 �28，080円 �28，勤8円 �29，8M円 �31，M円 �霊，800円 �33，測〇円 �35，000円 �37朋0円 �37，別0円 

2名1査 ��詔，罰〇円 �29，800円 �31，000円 �32，500円 �33，鋸〇円 �叫300円 �36，00的 �37，500円 �38，000円 

1名1空 �41 �32，800円 �32，8M円 �叫朋晦 �叫808円 �35，00鵬 �35，…円 �36，8的円 �39舟榊円 �39，抽0円 

㌻墾 海 浦 ／こく ㌫符■ �3名1豆 �52 �8，600円 �9，100円 �10，400円 �11，900円 �13，400円 �13，M円 �15，即〇円 �17，600円 �1即00円 

、2名1室 ��9，900円 �10，400円 �11，印0円 �13，100円 �14，400円 �14朋0円 �16，600円 �18，100円 �18，餌〇円 

1名1室 �41 �13，棚0円 �13，劇0円 �14，恥0円 �15，400円 �15，餌0円 �15，郁〇円 �17，400円 �19，600円 �20，4的円 

睦槻

201 �－ �■■三 � � 

巳 �月 �火 �水 �1本 �金 Bl �よ D2 

D3 �84 �B5 �Bd �B7 �BB �D9 

BlO �811 �B－2 �813 �814 �815 �Eld 

B17 �B18 �819 �B∴ �821 �D22 �E23 

824 �B25 �825 �B27 �8詔 �8㍗ �E30 

Jl■ �1■ �2月 � � 

白 Al �l月 A2 �火 A3 �水 Ad �l木 Å5 �金 Ad �l土 C7 

A8 �A9 �AlO �A】1 �A－2 �A】3 �C14 

A15 �Ald �A17 �A18 �A19 �A三つ �E21 

E22 �823 �824 �B25 �826 �B27 �D28 

829 �B30 �E31 � � � � 

凶写れ仇l杢三！生壁也
丁．一望＿二．－き＿二∃

★チェックイン／15：00　★チェックアウト／11：00

★アクセス／地下鉄四ツ橋線「なんば駅」より北改札口

30番出口直結

⑳（岩誤読詣）
YYYYV

ユ＝／トサル・ユタジ7トジャバフ㊥・アリシエイトホヲル（03437）

顧覿軸萄
20－ � � � � 

8 �月 �上火 Al �氷 A2 �1本 A3 �金 Ad �土 C5 

A占 �A7 �A8 �A9 �AlO �All �C12 

C13 �A14 �A15 �A1° �A17 �A18 �C19 

B祁 �621 �822 �823 �8封 �B25 �d26 

827 �B28 �B汐 �838 �B31 � � 

201 �訂 �1月 
臼 �月 �火 �凍 �木 �金 �土 

Bl �E2 

E3 �84 �BS �Bd �B7 �B8 �E9 

B一〇 �Bll �812 �813 �B14 �815 �El‘ 

817 �B柑 �819 �B20 �821 �d22 �G23 

B封 �B25 �B2占 �B27 �828 �B29 �G‘■ 

l �� � � � � 

20 �14・1 �1月 � � 

白 �月 �火 �水 �米 �金 �土 

Dl �D2 �A3 �C4 
A5 �Ad �A7 �Å8 �A9 �A－0 �C1－ 

C12 �A13 �A■4 �A15 �Å1占 �A17 �C18 

Aけ �A∴ �A21 �A22 �A23 �A2」 �C鮎 

A26 �A27 �A28 �A22 �B∽ �831 � 

l �� � � � � 

ul �4 �月 � � 

日 �月 �火 �水 �＊ �金 �土 

Dl 

82 �B3 �84 �B5 �Bd �87 �DB 

A9 �C柑 �A＝ �A12 �Å－3 �AH �C15 

Al‘ �At7 �Å柑 �Å－9 �Am �A21 �C22 

A23 �Å24 �A25 �A2ム �A27 �A28 � 

●1泊2日基本代金大人おひとり様（博多駅発着／1泊朝食付）
．lll．一・・二＝て＝d■■皿■tV■＝二二二二一二二二＝⊇空き！＝＝＝ニ－L＿＿＿＿j

▲l �■l－ �■三 � � 

8 �‡月 �火 �水 �末 �金 �土 Cl 

A2 �A3 �A4 �A5 �Ad �A7 �C8 

A9 �AlO �Å11 �A12 �A13 �Å14 �C＝ 

Ald �A17 �Å18 �At9 �C20 �E2■ �ピ2 

823 �B封 �B25 �82ム �827 �878 �E29 

830 �⊥‡ � � � � � 

入室人見 �カテゴリ �A �B　I　C ��D �E 

2名1塞げカレ） �66 �27，500円 �】28，000円 �29，800円 �32，300円 �36，500円 

3名1室 �巨2 �27，000円 

2名l塞 ��28，800円 �29，800円 �31，800円 �34300円 �39300円 

1名1室　F41 ��31，800円 �33，500円 �34，000円 �】 37，000円 �I 41300円 

÷ た霊 �2名1室（ダブル） �66 �8，100円 �8，600円 �10，400円 �12，900円 �l 17，100円 3名l室 �J52 �7，600円 

2名1室 ��9，400円 �10，400円 �12，400円 �14900円 �19900円 

！汐 �1名1重 �41 �12，400円 �14，100円 �14，600円 �I 17600円 �21900円 

I ●食事なしプラン1，500円引き※子供代金について…大人の基本代金から9，700円引き、延泊代金は大人と同額となります。 

、；パ∴・ニー

201 �l■－ �2月 � � 

8 81 �妻月 B2 �火 83 �い水 84 �l木 B5 �食 B占 �‡土 E7 

A8 �A9 �AlO �All �A12 �A－3 �C14 

A■5 �Ald �A17 �A18 �A19 �Å祁 �C21 

C22 �A23 �A24 �A25 �A2占 �A27 �C28 

829 �B38 �H31 � � � � 

お一人様1泊巨より500円引き！
㌫早劉プランとの併用不可

院 � �円引き！‾、、組I 
き竺忘誓き500 

11 �014・1月 �� � 

日 �′月 �火 �水 Hl �禾 D2 �l金 B3 �土 C4 

A5 �Aム �A7 �A8 �A9 �A10 �C＝ 

C12 �A13 �A－4 �A15 �Al占 �A17 �C18 

A】9 �A20 �A2－ �A22 �A23 �A封 �C25 

A2占 �A27 �A28 �A29 �A討 �A3】 � 

201 �42 �月 � � 

良 �月 �火 �巨水 �木 �金 �土 

Cl 

A2 �A3 �A4 �A5 �A十 �A7 �CB 

A9 �CID �All �A12 �A－3 �Å1」 �C－5 

Al‘ �A17 �A－8 �A19 �A20 �A2－ �C22 

A23 �A2」 �Å25 �A2占 �A27 �A2a � 

201 �14】3 �⊃三 � � 

白 �‡月 �火 �‡水 」 �芥 �金 �土 Ct 

Aヱ �A3 �A4 �A5 �Ad �A7 �C8 

A9 �AlO �All �A12 �Å13 �A14 �C15 

81d �B17 �8柑 �819 �Bm �F21 �E22 

823 �824 �825 �82占 �827 �828 �E29 

B罰r⊥，－ �� � � � � 

鼎 が∵㍉ 　家 ㌧←∴＝11㌢」日 を ��　ぎ ……㌻至を姜ぎ 仁∵日 等 �Y招Y 乙．鰻 十十†‡ ＋十十 ��喜　上斌　　・l・　媚も　●1泊2日基本代金大人おひとり様（博多駅発着／1泊朝鮒） 

レ朽 網篭 ��肝だ竺聖竺つ聖ワW　　　※下記の基本代金にユニ′←サル・スタジオ・ジャパンR・スタジオリヾス代（P2）を加乱て下さい。 

盲；要㌢ぎ 甘言、≡ 十 選一i詳ゐバ‾ �緋 弼 翻 ㌔浸堅，〃 ��POウエルカムドリンクサービスH を夢　　を …2】弐ロ弧心エコ冥■■■■腋 十　　十 琶「∵一…∵∵守「て � ��入室人員 �カテゴリ �AIBICID　r　E ������F �G　i　H 

l 　≡ ，、よこⅥ �指は 宣誓 �������3名1室 �53 i41 �26，500円 �27，00両28御門 ��29，000円 �3・0，300円 ��30，800円 �叫000円 �35，帥0円 �巨 を 巨 量 巨 象 ナ 

2名1立 1名1室 ��礼000円 32300円 �f29，…円 i33500円 �【3岬伽円 35000円 �31，300円 35500円 �33，帥0円 37800円 ��1軋0抑円 138300円 �i37，300円 董41500 �38，000円 42500 

禦ゾり頑疇嶋騒 ���� ��蓮 華 ㌫ ��3名1童 2名1室 �53 �I 7，100円 �！ 7，600円 �I 9，100円 �I 9，600円 �1 �I 0，900円 �，，円 11，側0円14，餌0円 ��，円 15，000円 

ツクイン／14：00★チェックアウト／ セス／近鉄「大阪上本町駅」より徒歩 禁煙ルーム （シングルのみ要TEL） ・k・ 

8，600円 �9，600円 �11，仙0円 �11，900円 �14，100円 ��14，600円 �17，900円 �18，600円 

1名1室 �41 �12，900円 �14，100円 �15，600円 �16，100円 �1 �，400円 �18，900円 �22，100円 �23，100円 

食事なしプラン1－500円引き※子供代金について・，・大人の基本代金から9，700円 　　　　■■　　′・　■、■1Y ���������空附仰〝∧Y 

整当室＿訝，禁■’針摂一歳誤■jME服地販眉完鋤一瀾一腹へ′■た＼空説‾‘：d蕊・罵 ������ �卿、神戸ペ徹卦ン柑轍ワ岬ズ、朝 ��������道道邑退出出卜あ 



－‾ヽ 争J 

碧デイ・スタジオ・パス 
。∫『◎￥11，100　◎￥1600 

1－大人の場合由×◎にくらべて由【●1●玉朋駿 

●連続した2日、すべてのアトラクションを体験できるパスです。●価格は予告なく変更する場合があります。 
●大人価格（12歳以上）、子とも価桔（4～11歳）、ただし12康でも小学生の場合はチビも価格です。 

く…：三日記載のアトラクション数は、ライド＆シヨ綱・アトラクションやウオークスルー・アトラクション、および 
プレイランドを含むパーク内アトラクションの総数です。アトラクションの運行は、季節や時間帯、天候 

●9－22は営業時間を表しています。

営業時間：□　［＝］　［＝コ　　⊂：コ　　ロ　　［＝コ　［＝コ　　⊂コ　　［：コ　　［＝コ　［：：コ 

9～17時　9～20時　9～21時　9～22時　9時30分～21時　10～17時　10～18時　10～19時　10～柑時30分　10時～20時　2～20時 

㌔月㌔A誓 ���水 �木 � �金　土 

1 青石 

2 百石 �‡ i捕 �4 iZ稿 �5 前毒 �8 扁 �10 �7　8 

前毒　重石 

9 言扇 �埋 9－2D �旦 9－28 �延 9・20 �旦 9】28 �1 9－ �些十埋 289、21 

些 9－21 �旦 9▲20 �旦 9・20 �些 9－21 �嬰 9－21 �2 9－ �型十空 219－21 

型 9－21 �塑 9－21 �嬰 9－21 �塑 9－21 �型 9－21 �2 針 �型斗嬰 219－22 

嬰 9－21 �塁1 9－21 � � � � �l■ 

TM＆◎2013SesameWorkshop　◎2013PeanutsWorIdwideLLC　◎1976，2013SANR10CO，LTD．APPROVALNO EJ2021701EJ3D62601◎1976，1999，2013SANREOCO，LTO APPROVALNO EJlllllOI EJ2112701

TM＆◎2013MGM AHRlghtsReserved Shrek◎20130TeamWolksA鵬matIOnLLC、◎WalterLantzProductionSLLC　◎＆◎UnIVerSalStudlOS Al1rlghlsreserved CR13－210gJSA13－437

旅行条件のご案内 諦脚闇闇討j11ヨE≡ほ租は【＿ぐ棚日野闇醐甜l∠さⅧ朋棚M

9．　特別榊
当社はお客絹が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の宰故により生命、月体又は手荷物に被った一定の掃害について、旅行業約駁特別補償規定に
より、一定の補償金及び入院見舞金を支払います。

この旅行は、西鉄旅行株式会社（以下「当社」と云う）が企頭幕美し芙箆する企画旅行で、お等棟は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」と云
う）を締結する率になります。当社はお富枝が当社の定める旅行日掛こ従って運送宿′白親蘭その他の旅行サーヒスを受ける轟ができる様に手配し、
旅程管理をする郡を引き受けます。

旅行契約の内容条件は、各コース執こ開示している条件の他、下記条件及び当社の旅行業的幻によります。当社旅行蒸約款をこ希望の方は当社に
ご誠求下言い。

1．旅行の申込み及び旅行契約の成立

日）所定の申込苗に所定等項を記入の上、申込金を添えてお申込み下さい。申込金は「旅行代金Jr取消料j「運約木目それぞれの一節又は全告3として取
扱います。

（2）電話等の通信手段にてこ予約の甥合、当社が予約を承措した日の翌日から起鶏して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
（3）お客様との旅行契約は、当社がこ予約を承諾し申込金の受諾をもって契約の成立となります。
（4）申込金（おひと日劇はコース軌こ記鼓した会転又は摂行代金の20％相当召（但し百円未満は切り捨て）となります。

2．旅行代盆のお支払い期限及び旅行代金の適用

（1）旅行代金は、旅行開始日の前日から起草してさかのぼって14日目に当たる目前までにお支払い下さい。
（2）旅行代金は、各コース雷に記載しています。ご出発日とこ利用人芸文（入室条件）でご確は下さい。
（3）コース毎に特に注釈がない場合、旅行出発日現在満12歳以上は大人代金、潤6歳以上（航空機利用コースは3歳以上）12歳未満の方は、ことも代

蓋になります。

（4）ご予約人跡こ変更が生した場合は、係る入室人芸文条件の摂行代金に変更させて戴きます。
（例大人4名でご予約の内、大人1名の温良が生じた場合は、大人3名人重昭の旅行代盆適用になります。）

3．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの

（1）旅行日程に開示した交通隙間の運賃料金、福泊料金、食草料金、観光科蓋、消書臥その他が含まれます。
ほ）旅行代金に含まれる費用の内、運送横間の利用率餌は特にノ主節がない限りエコノミークラス利用となります。
（3）旅行日程に開示した以外の交通費、飲魚津及び担光田、侶人的な鮫良否通信た、サービス料、軍用個室利用追加代金、希望者のみが草加するオプ

ショナルツアー代金は旅行代金には含まれません。

4．旅行契約内容及び旅行代金の変モ
（1）当社は天災地変、運送箔／白機関等のサービス提供の中止、当初の運行（航）計副こよらない運送サービスの淫供その他の当社の間与できない孫

由が生じた場合、契約内容を空更する琴があります。またその変更に伴い旅行代盆を変更する事があります。
（2）香しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大中副こ越えて利用する運送機間の運貨料金の改定があった場合は、旅行代会を変更する郡

があります。増額の場合は旅行閲始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知します。

（3日お客様の交替）お宅接は当社の承諾を得て所定の手放料をお支払戴く窄により、交自する顎ができます。

5．お菩様による旅行契約の解除
（日お客様のご都合で旅行契約を解除される場合は下記の取消料をお支払戴きます。お取消しの運絵は、旅行の申し込みを受けた販売店の雷桑田問

内にのみお受けします。
（2）当社の責任とならないローンの手続き上の帝由による取消しの場合も下記取消料を戴きます。
（3）下記の場合は、取消料は戴きません。

①当社によって旅行契約内岩に以下に例示する塵要な変更が行われた昭。（a）旅行開始日又は終了日の変更。（b）観光地、観光施臥その他の
目的地の変更。（C）運送借問の種類又は運送会社の変更。（d）運送横間の「設備及び等紐」のより低いものへの変更。（e）宿泊施設の変更。
（f）宿′自施設の苔室の種類設備乗組の変更。
②上記4一（2）の規定に基づき旅行代会が増蘭された場合。③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。④当社の負しこ帰すべき事
由により、当初の旅行日程通りの冥騒が不可能となった昭。

解除時期など 芸芸誓≡芸霊芝か‡‡慧；謂喜…至当喜喜喜温白削＝当たる臼まで �無　　　　料 

つ　　l③7関に当たる日以降2日目に当たる日まで � 

⑤旅行開始日の当日 � 

6．当社による旅行契約の解除
）穴の瑚合、当社は旅行契約を解除する軍があります。ト郡例示）
（1）旅行代金が所定期日までに支払われない場合。当社は当該期日の翌日に於いてお害様が旅行契約を解除されたものとし、上記当該解除日の取消

料を違約料として戴きます。
（2）参加右が鰐少運行人員（パンフレット記載の人員）に満たない1笥合。この場合は、旅行開始日の前日から在野してさかのぼって13日目に当たる

日より所に通知します。

（3）申込み条件の不適合及び病気、国体行動への支障その他の理由により旅行の円′錆な芙恒が不可能な軋

7．添乗且等

（日個人型プランは涛東員等は同行いたしません。お冨康が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン尭属をお酒しいたしますので、旅行
サービスの提供を受けるための手続きはお宮枝こ自由で行っていただきます凸

（2）現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が茶鰐を行わない区間において、悪天倭等によってサービス内容の変更を必要とする帝由が生じた
場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お琶接ご白月で行っていただきます凸

8．当社の責任及びお客様の責任

（‖当社は当社又は手記代行者がお富ほに月番を与えた時は捜茜を賠償致します。（お荷物に関係する賠償限度領は15万円）但し天災地変、運送宿
泊醜聞の帝故若しくは火災、運送横間の遅延、不通又はこれらの為に生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止、伝染病による隔絶、自由行動中
の事故、食中毒、遥魁などの場合はその責任を負いません。

（2）当紬はお客様の故語又は過失、法令若しくは公序良俗に反する行為により当社が摺害を被った甥合はお客様から損害の賠償を申し受けます。

【国内旅行拍容保険加入のおすすめ】上記補償では、損害治療等については充分な補償がありません。安心して旅行をして敷く為に、別途［任
患保剣を掛すられる様お勧めします。　★★当拙こて取扱いができます。詳媚については係員にお尋ねください。★★

10．旅程補償
旅行日程に5－（3）－①に招ける亜要な変更が行われた場合は、旅行義的覿（企函旅行契約の詔）の規定により、その変更の内苗に応じて旅行代金
の1％～5％に相当する転の変更補償金を支払います。但し1旅行契約について支払われる変更補償金の顎は旅行代量の15％を限度とします。又
1旅行契約についての変更補償金の顎が千円禾滴の場合は、変更補償金は支払いません。要更補償金の雫定量礎となる旅行代金とは、追加代金を
含めた代金額です。

11．その他

（1）澤乗員同行の有無は、昌コース要引こ衣示しています。なお穎東員が同行しないコースの旅程管理業発を行う当社の連泊先は、西鉄旅行（榛）商品
軍東本部商品企画部みちくさセンタ【（092）524－3551です。

（2）天災地変、気象条件（台風積誓大雨など）、事故などの影書で運送機関の運迂不通により生じる代替逓送交通員の差額延泊宿泊業食事代な
どの康行代金に含まれない諸員用はお客懐の負担となります。

（3）当社はいかなる場合でも、旅行の丙巽応は致しません。
（4）本旅行条件は、平成25年8月1日現在を益準日としております。

個人情事の取組し、について 

●お申し込み・お問い合わせは

受託販売

この旅行契約に閤し、担当者からの説軌ここ不明な：

警鷲◎西鉄旅行曲笠管窒晋昌◎私用旺会員
（観光庁長官豊錬旅行兼帯579号）福岡市中央区薬院3丁目16－26（社）日本旅行業協会正会見


