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利用空港・利用便を選びます「‾‾「 
●利用空港：往復路、新千歳空港、函館空港、とかち帯広空港、旭川

空港、釧路空港（たんちょう釧路）、女満別空港の6つの
空港からお好きな組み合わせがご利用いただけます。
●往復路羽田空港での乗り継ぎが必要となります。
●福岡発の新千歳空港は直行便もご利用いただけます。

●利用便：8ページのフライトの中からお好きなフライトをお題
びください。

フリーコースは

ノ女彗㌍チタ5
脚‖軍鶏王

＝三二三⊆＝‾l

出発日から8日間以内なら帰りのフライトは何日目でもご利用できます。
嶽ただし、5／4隔茄までとなります。また、1／2～5の腸詰にかかる復路恒の延長はできません。

それぞれが好きな優に　参加者4人の内、朝一番で出発したい人が2人、お昼から出発したい人が

乗ってOK！　　　　　2人など、好きなフライトが予約できます。

型事型お声びいただく攣仁より、往覆属モ

喜萱毒〒≡i華三芋二三三
さまがお選びいただいた

航空便をご利用いただく

場合の差掛t念です。

たとえば
こんなプラン

フリーコース（1泊）

●出発日：11月1日（金）・B期間

●出発地：福岡
●旅行日数：2日間（1泊）●おとな2名

●利用便：11月1日（金）JAL3513便・基本フライト

●利用度：11月2日（土）JAL3512便・基本フライト

事垂テル：11月1日（金）札幌グきンド不テル（2名／1室）・a鞘簡

●ホテル・ルームタイプ：9－17ページの設定ホテル（全158ホテル）の中からお好きなホテル・
ルームタイプをお選びください。ホテルの組み合わせは自由です。

そ貌ぞ約が好蕾なホテルに泊宗雷電◎附 �そ硫ぞ現駅首をな部屋夕宿割泊ま∋冨⑳臆！ 
参加者4人のうち、和室でくつろぐ派と快適なシ ティ派に分かれて別々のホテルを予約することも できます。 �参加者4人の旅行で初日は和室1部屋で、2泊日は洋 室の2部屋、なんて旅もつくれます。（ただし、選択でき る部屋タイプは施設により異なります） 

上狛他郷一暇玩毒倒急転相室振膨少多＝壱定線画㊥

お選びいただく目的地のホテルおよび1室あたりの
ご利用人数により、轟矛拍㌫桝が必要となります。
●連泊のほか、1泊ずつのホテル変更もできます。
●フリーコースは旅行期間にかかわらず、1泊からご
予約いただけます（例えば、5日間の旅行期間中、1
泊だけプランを利用し、3泊は知人宅に泊まる、初
日または最終日だけプランを利用する、なども可能
です）。

rホテル差額」とは、お客さまがお
選びいただくホテル・ご利用人数
により必要となる差顔代金です。

■オプショナルプランをお申し込みの場合は上‡己旅行代金の合計にオプショナルプラン代金を加暮してください。

利用田数：2日間
引き換え場所層薗空港到着ロビー内案内カウン
ター、函館市制事ヰ前乗車券販売窓口、
函館駅前函館パス愛書穿販売悪口、市電車内の
いずれか。
お問い合わせ：函館市企業局交通部
●0138・32・1730

札幌・小樽
●札幌市、小樽市、千歳市、愚庭市、江別市、北広上市の魯市内発のタクシー代
金として利用可能。（定山渓を含む札幌市以外の配車は時間を要するので前日
までに下記無線センターへご曜認願います。）

●配車は上記地区限定（配車料金無料）
＊1．500円以上ご利用の場合のお支払いは現金と併用可能ですが、1．500円未

満のご利用の場合の返金はございません。
お問い合わせやまとタクシー　●011－811・3900（24時間対応）

小樽地区のみ：つばめタクシー　●0134・27－2111（24時間対応）

●2014年5月4日までこ利用できます。

北海道各空港く新千歳・育館・旭川欄趨（たんちょう鋼路）・とかち帯広・女

満別＞、羽田生乳橿岡・北九州・大か長掛闊事・宮蛤・鹿児島空清の舌ブ
ルースカイ店舗でお買い物券（1．000円分）として珊用いただけます。

●1．000円以上ご利用の場合のお支払いは現金と併用可能です机1．000円未満のご利用の場
合の返金はいたしません。

●除外品はございません机送料としてはご利用いただけませんのであらかじめこ了承ください。

ぴう旅クーポンのご案内l●クーポン未使用昭の換金・払い乱■乱－たしません0●クーポンは他人に貸与儲渡することはできません○●クーポン紛失時の槻行はいたしません。また、破掛汚れなどがl招しい場合ご使用できないこともご ざいます0●ほかのクーポン嘲弓仕の併用lまできません。また・クーポンの換金・払い戻しもできません0●メニューによっては天候などによ。ご利用いただけない場合がございます。また、営業時間・休館・休訃休業日などは変更になる場合があり ます。あらかじめご了承くだ乱lo●メニューご利用中の事故・ケガに関しては、弊社では安住を白いかねますのであらかじめご了承くだ乱「。●旅行出発前予約の必要な場合がございます。お客さまご自身でお電話にてご予約くだ乱1。ご予約の際 には・クーポン利用である旨をお申し出くだ乱、8なお、メニューによっては定員にな。次第締切、満席などの場合があ膵すのであらかじめこ了承くだ乱、0●餌メニューの内容は瀾定メニューとなり、食材の仕入れや季節によ。内勤が変更にな る場合があります0●クーポンを弊社指定の各空港売店、レストランでご利用の場合、現金とのお引き換え、ならびに釣。践はでませんので、あらかじめご了承願います0差額が生じた場合は現金にて不足分をお支払いください（一部ご利用いただけ ない店舗もございまあす）d●クーポンにてお凱い物、お食事をする場合、ほかの割引のサービスとの併用はできませんのであらかじめこ了承くだ乱い（一部隙外品もございます）0●メニューの詳細については現地にてご確認くだ乱1。●にども薄 い窃旅行代金」でご参加のお客さまにはクーポンはつきません。 



基本代金は、フリーコースは宿泊数を基本とし、レンタカーコース、JRコー
スは旅行日数を基本とします。出発日カレンダーと合わせてご覧ください。

囲 ��1泊 �2泊／3日間 �3泊／4日間 �5日間 

フリーコース �往路直行便または東京同日乗り継ぎ利用 �NS6442［コ �NS6443［コ �NS6444［コ �、、　＼　　＼ 
往路東京翌日乗り継ぎ利用 �NS6446［コ �NS6447［コ �NS6448［コ �、　＼　　　＼ 

レンタカーコース ��、　　　　＼ �NS6543［コ �NS6544［コ �NS6545ロ 

」Rコース ��、　＼　　＼ �NS6643D �NS6644［コ �NS6645［コ 

t逆潮：組み立て型
※商品コード口内

往復マル得便キャンペーンフライト以外利用＝A

往躇または往復マル得便キャンペーンフライト利用＝B

復籍マル得便キャンペーンフライト利用＝⊂

‾詔亘藷抄汐がコ　出発日により、旅行代金が異なりますのでご注意ください。 

■．▲　　‾ 

1 泊 � �目 �月 �火 �水 �木 �金 �エ �臼 �月 �火 �水 �木 �金 �」＿ �白 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �邑 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �白 �月 �火 �水 �木 �金 �＝ヒ �白 �月 � �2 泊 ／ 3 � �邑 �月 �火 �水 �木 �金 �」＿ �白 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �白 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �臼 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �目 �月 �火 �水 �木 �金 �エ �E �月 

10月 � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 M �13 M �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 � � � � ���10月 � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 � � � � 
E �E �∈ �」 �K �l �E �E �E �E �G ���E �′E �E �E �F �G �E �E �E �E �E �F �G �E �‾E �E �D �C ����������C �C �⊂ �I �」 �⊂ �C �⊂ �C �⊂ � �M �C �⊂ �C �C �⊂ �F �F �C �⊂ �C �⊂ �⊂ �F �F �⊂ �⊂ �⊂ �⊂ �⊂ 

11月 � � � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 � � ���11月 � � � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �‖ �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 � � 
B �し �K �A �A �A �A �B �⊂ �A �A �A �A �A �B �⊂ �A �A �A �A �A �B �C �A �A �A �A �A �B �⊂ �����������⊂ �M �B �A �A �A �A �B �B �A �A �A �A �A �B �B �A �A �A �A �A �モ �B �A �A �A �■A �A �B �B 

12月 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 � � � � � � ���12月 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �‖ �12 �13 �14 �15 �16 �け �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 M � � � � � � 
B �B �B �B �B �C �E �D �D �D �D �D �F �G �D �D �D �D �D �F �閻 �‾L‾ �‡ �I �l � �‾L■1 �○ �0 �P �N ����������A �A �A �A �‾⊂ �D �F �D �D �D �D �D �G �F �D �D �D �D �H �H �M �H �H �H �H � �K �佃 �0 �P 

1月 � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 � � � ���1月 � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �柑 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 � � � 
＋○‡ �0 � �J �D �D �D �D �F �■L〟 �K �D �D �D �D �F �G �D �D �ロ �D �D �F �G �D �D �D �G �G �G �����日 間 �����P �N �N �K � �D �D �D �D �G �K �盲 �D �D �D �D �G �F �D �D �D �D �亡 �G �F �D �D �D �盲 �ど �G 

2月 � � � � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 � � � ���2月 � � � � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 � � � 
G �G �G �K �L �し �M �0 �M �0 �」 �E �■E �F �F �E �【 �E �‾E �E �F �F �E �E �′E �E′ �E �F �������������F �E � � �K �K �L �N �M �K � �D �D �F �F �D �D �D �D �D �F �F �D �D �D �D �D �F 

3月 � � � � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 M �22 M �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 ���3月 � � � � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 
F �E �■E‾ �E �E �‾E �F �F �E �E �E �E �E �F �F �E �E �E �E �E ���E �E �F �F �F �F �F �F �G ����������F �E �E �E �［ �E �F �F �E �ノE �E■ �‾E �‘E �F �F �E �1【 �‾E �1E‾ �F �M �G �E �‾E �‾E �′E‾ �E‾ �F �F �G �G 

4月 � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �‖ �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 � � � � � ���4月 � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 � � � � �■ 
H �H �H �】 �」 �H �H �H �H �H �‡ �」 �H �H �H �H �H �i �」 �H �H �H �H �H �】 �」 �H �暮 �H �H �����������H �H �H �l �‡ �H �H �H �H �H �l �】 �H �H �H �H �H �【 �暮 �H �H �H �H �H �】 �l �H �H �H �H 

3 泊 ／ 4 � �日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �ヨ �月 �火 �水 �木 �金 �土 �日 �月 �火 �水 �木 �金 � �日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �目 �月 ��5 日 間 � �日 �月 �火 �水 �木 �金 �⊥ �日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �白 �月 �火 �水 �木 �金 �」二 �巨 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �日 �月 

10月 � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �‖ �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 � � � � ���10月 � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 � � � � 
⊂ �G �G �H � �こ �こ �C �G �G �M �し＋ �⊂ �C �⊂ �⊂ �E �‾E �E‾ �C �C �こ �C �E �‾E‾ �E‾ �C �C �C �C �こ ����������F �G �E �G �F �D �C �F �G �K �G �」 �こ �⊂ �⊂ �D �D �D �D �C �⊂ �⊂ �D �D �D �D �⊂ �⊂■ �D �⊂ �t 

11月 � � � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 � � ���11月 � � � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �1g �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 � � 
」 �」 �B �A �A �A �B �B �B �A �A �A �A �B �B �B �A �A �A �A �B �B �B �A �A �A �A �B �B �B �����������D �H �B �A �A �B �B �B �B �A �A �A �B �B �B �B �A �A �A �B �B �B �B �A �A �A �8 �B �B �B 

12月 �1 �2 �3 �4 �5 �る �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 � � � � � � ���12月 �1 �2 �∋ �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 0 � � � � � � 
A �A �A �B �こ �こ �D �て �C �C �C �D �D �D �C �こ �亡 �⊂ �E �」 �J �E■ �E �G �H �H �K �N �P �P �����������A �A �A �A �C �⊂ �‾C �⊂ �C �⊂ �D �D �D �D �C �⊂ �⊂ �C � �E、 �H �D �D �G �G �H �」 �M �N �P 

1月 � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 � � � ���1月 � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 � � � 

日 間 �����P �N �」 �」 �H �D �D �D �E � �‾‡ �D �D �D �D �E �‾E �【 �D �D �D �D �E �E‾ �F �D �D �E �‾E �■E‾ �【‾ ����������N �K �H �H �G �C �C �⊂ �G �D �G �⊂ �⊂ �⊂ �D �D �D �D �⊂ �⊂ �⊂ �D �D �D �D �C �⊂ �⊂ �D �D �D 

2月 � � � � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 桶 �7 柑 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 � � � ���2月 � � � � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 � � � 
G �H �H �」 �t ���0 �‾r �K �H �D �盲 �首 �‾E‘ �D �D �D �D �首 �首 �首 �D �D �D �D �［ � �������������F �G �H � �」 �」 �M �」 �」 �l′ �G �D �D �ロ �D �C �C �C �ロ �D �D �D �こ �こ �こ �ロ �D‾ �D 

3月 � � � � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 ���3月 � � � � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 
E �D �D �D �D �E �E �E �D �D �D �D �E �E �′E �D �D �D �D �K �K �〔 �D �D �D �D �E �E �F �E �′E ����������D �⊂ �⊂ �⊂ �D �D �D �D �C �C �⊂ �D �D �D �D �C �⊂ �D � �D �l �D �こ �⊂ �⊂ �D �D �D �D �D �D 

4月 � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 � � � � � ���4月 � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7＿ �8＿ �9 �10 �‖ �12 �13 �14 �1き �16 �17 �18 �19 �ZO �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 � � � � � 
F �F �G �G �G �F �F �F �F �G �G �G �F �F �F �F �G �G �G �F �F �F �F �G �G �G �F �F �F �G �����������D �F �F �F＿ �F �E �E �［ �F �F �F �F �E �E �E �F �F �F �F �〔 �E �E �F �F �F �F �E �E �E �H 

響か童匝索 北九州。山口宇酔大分。昆亡裾消毒。宮摺。伝児島発のお客さまは福岡発基本代金に下記旅行代金岩田を別口してください。（おとな。こども同額）　　　　　　　　　　　　単位：円

福岡発基本代金（1名様） ��A �B �C �D �巨　． �F �G �H �l �」 �K �L �M �N �○ �P 

1 泊 �おとな �29．800 �33．800 �35，800 �37，800 �38，800 �40，800 �43，800 �44，800 �46，800 �48．800 �53．800 �58，800 �62，800 �76，800 �・82，800 �90，800 

こども �����������52，800 �57；800 ���77，鱒0・ �80，800 

2 泊 �おとな �33．80・0 �36，800 �40，800 �41，800 �42，800 �43，800 �45，800 �46．800 �51，800 �64，800 �66．800 �78，800 �83，800 �88，800 �89，800 �101．800 

こども ������������7も1800 �・77，800 �79，800 �80．800 �91，800 

3 泊 �おとな �137・88■0 �41，800 �44，800 �45，800 �48，800 �51，800 �54，800 �58．800 �80，800 �65，800 �69，800 �72t800 �90．800 �97，808 �112，800 �116，800 

こども ����������63，800 �67月00 �70，800 �88，800 �89，800 �・釣，808 �106，800 

北九州・山口宇訃大分。長崎灘本・宮蹄鹿児島発のお客さ討ま福間発望苓代金に下記旅行代金窪田をお肥ルてください。（おとな。こども同語）　　　　　　　　　　　　単位：円

福岡発基本代金目名様） ���A �B �C �D �E �F �G �H �l �」 �K �L �M �N �○ �P 

3 日 間 �おとな �4～8名／1台 �38．300 �41．300 �45．30・0 �46，300 �47，300 �48，300 �50，300 �51．300 �5：6，300 �69．300 �71．300 �83．300 �88300 �93，368 �94，30tI �106．300 3名／1台 �39．80・0 �42，800 �46．800 �47，800 �48，800 �49．800 �51，800 �52，80・0 �57．800 �70，800 �72，800 �84，800 �89．800 �94．800 �95．800 �107．800 

2名／1台 �42，30・0 �45，300 �49，300 �50，300 �51．300 �52，300 �54，300 �55，300 �60，300 �73，300 �75，300 �87，300 �92．300 �97，308 �98，3的 �110．300 

こども代金差顔目名様） ��上記基本代金よりA～K期間 �����－1．000円、L期間－2 ��，000円、M期間－6．0 ��00円、N～0期間－9．000円、P期間－10．000円 

4 E 間 �おとな �4～8名／1台 �43，800【47，800 ��50．800 �51，800 �54，800 �57．800 �60，800 �64，800 �66，800 �71，800 �75，800 �78，800 �96．800 �103，880 �＝鋸的0】122月00 3名／1台 �45．300 �49，300 �52，300 �53，300 �56，300 �59，300 �62．300 �66，300 �68．300 �73，300 �77，300 �80，300 �98．300 �105，30・0 �1‾紙3如 �124，300 

2名／1台 �48．800 �52，800 �55，800 �5・6．800 �59，800 �62，800 �65．80■○ �69，800 �71，800 �76，800 �80，800 �83．800 �101月00 �108，800 �123，1的8 �127．800 

こども代金差顔（1名様） ��上旨己 ���基本代金よりA～1期間 ��－1．000円、J～M期間 ��－2．000円、N期間－8 ��．000円、0期間－13．000円、P期間－15．000円 

5 日 間 �おとな �4～8名／1台 �49，300 �51，300 �57，300 �59，300 �63，300 �86．300 �70．300 �75．300 �80，300 �85．300 �90．300 �107，300 �11札300 �120，300 �129，300 �147．300 3名／1台 �50，800 �52，800 �58，800 �60．80・0 �64，800 �67，800 �71．800 �76，800 �81．800 �86，800 �91，800 �108，800 �119．800 �†21。800 �柏0，800 �148，800 

2名／1台 �54，80・0 �56，800 �62，800 �64，800 �88，800 �71，800 �75．80・0 �80，800 �85．800 �90，800 �95，800 �112，800 �123，800 �125，800 �134，800 �152．800 

こども代金差額（1名様） ��上記基本代金よりA～」期 ����間－1，000 �円、K期間－2▲000円、 ��L期間－7，000円、M～ ��N期間－9。000円、0期間－10．000円、P期間－20．000円 

●レンタカーのクラスによって利用定員が異なります。6～8名／1台の設定はWAクラスのみとなります。OAクラス。WAクラスをご利用の場合は上記レンタカーコース⊆本代金にレンタカー羞欝を甜ロしてください。（おと

な。こども同頗）●にども添い寝」のお子さま・3歳未満のお子さまをお連れになる場合、乗車定員数に含まれますのでご注意ください。●レンタカーは適用した旅行代金にもとづく台数が配事されます。●時期により道籍が凍

結しますので、ご注憲ください。●宿泊ホテルによっては別途現地にて駐車料金が必要となります。

北九州山口宇部。大分。長路灘太。宮」竃。鹿児島発のお客さまは福岡莞琶太代金に下記旅行代合志幻を別口してください。（おとな。こども同顔）　　　　　　　　　　　　単位．円

闇黒絹溝岩器揖嗣棺桶鋸崩 ��A �B �⊂ �D �E �F �G �H �‡ �」 �K �L �M �N �○ �P 

3 �おとな �43，800 �46．800 �50．800 �51，800 �52，800 �53．800 �55，800 �56．80・0 �61．800 �74，800 �76，800 �88，800 �93．800 �98。800 �99，800 �111，800 

日 間 �こども �42，800 �45．800 �49．800 �50，800 �51超00 �52，800 �54，808 �55，800 �60．88。 �73，800 �75，800 �86．800 �87．8・00 �89，806 �98，880 �101，800 

4 �おとな �48，800 �52，800 �55．800 �56，800 �59．800 �62．800 �65，80・○ �69．800 �71．800 �76，800 �80，800 �83，800 �101，800 �108，806 �123，800 �127，800 

日 間 �こども �47，800 �51，800 �54，800 �55，800 �58，800 �61，800 �64．800 �68，800 �70，800 �74，800 �78月00 �81，800 �99－800 �‘沌0．800 �110，800 �‖7．800 

5 �おとな �53．800 �55，800 �61，800 �63，800 �67，800 �70，800 �74．800 �79．800 �84，800 �89，800 �94，800 �111，800 �122，800 �124，800 �133．800■ �151．880 

日 向 �こども �5乙800 �54，800 �60，800 �62．800 �66，88・0 �69，800 �73，800 �78，800 �83，800 �88，800 �92β00日かほ∽ ��113，800 �115，800 �123，8（）0 �131．800 

道東間違バスj「北海道周遊パスj ��上官己「道央周遊パス」または様薄同道鍔スご利用基本代金に 

代金差額（1名様） ��僕凛周遊路封をご利用の場合＋2．000円、「北海退局遊パス」をご利用の場合＋7，000円（おとな・こども同額） 

●「遺菜眉毒パス」「北海違周遊パス」をご利巧のお宅ごまは上記JRコ▼ス蔓本代轟に柁窯芸班を甜訂してくだごし、い

各コース共通北九州・山口宇部・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島発代金差額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位・円

●フリーコース、レンタカーコース、JRコースは、フライトによってはフライト蓋膿が必蕃となります。ト詳しくは8ページ

●フリーコース、レンタカーコース、」Rコースは、上記呈本代会にホテル差窮を摘算してください。㌢詳しくは9～17ページ

夢プリ【コ¶ス、レンタカ【コ【ス、J「ミコースの、北九朴山⊂宇漁夫分点愕燕沐・宮し争産児L発のおきさまは、福間発墨春代宗に上記旅行代姦差窮を加1‾．－してくだこし1」おとな・こども同訴）

基本代金に含まれるもの　●旅行日程表に明示した往復の航空運賃（個人包括旅行割引運賃適用）・料金（羽田・北九州空港利用の場合は旅客施設使用料を含む）、宿泊頸（ホテル差額は含まれません）、食事代（各ホテルごと 
こ明記卜詳し・くは9－17ページ。ただし、四季ニセコを除く）、マル得便キャンペーンコースの「ぴっ旅クーポン代」、レンタカーコースのレンタカー料金（カーナビ料金、乗り捨て料金、レンタカー返納巳寺のガソリン代（途中給油分を 

除く）、免責補償料金、保険：対人補償無制限〈1名につき、自照賃保険含む〉、対物補償無制限〈1事故限度節〉、車両は時価まで〈1事故限度額〉、人身傷害補償保険1名につき3，000万円まで。搭乗者の自動車撃故によるケガ〈死 
亡・後遺傷害を含む〉につき、運転者の過失割合に関わらず、損害害頁を補償いたします。お支払い韻はレンタカー会社加入保険会社の約款に定められた基準での実損払いとなります。保険・補償は予告なく変更になる場合がござ 
いますのでご了承ください。）、」Rコースの周遊バス代、駅弁クーポン代、消費税等諸税。●こども旅行代金適用者のみでの1名／1室利用はできません。●各観光地における入場・入園料金は、旅行代金に含まれておりません。 



女満別空港

旭川空港

新千野港．ノ傑禁悪路，

とかち帯広空港

※旭山動物園スペシャル、JRプラン各コースの
フライトについてはこちらをご覧ください。ただ
し、マル得便キャンペーンは対象外となります。

★＝「マル得便キャンペーン」対象便

■旅のプランに合わせてお好きなフライトが選べます。
追加代金なしでご利用いただける基本フライト、また追加代金でご利用いただけるA～Cフライトをご用意しました。かしこく選んでお得に楽しみましょう。

●下記時刻表の★マークがマル得便キャンペーン対象便となります。
●当日やむをえない理由（天候など不可抗力、その他）によりご予約いただいた便名および出発時刻が変更になった場合でも、フライト差鮫の払い戻しはござい

ませんのであらかじめご了承ください。

tl冠辺踊　　　再思稟議⇔粁義空清

幽新千歳蒼【 �便名 �桓歳莞 
11：20】13：25【★0軋仏L3510】11：20】13：50 

14：30116：35】8JAL3512l14：10l16：40 

田　JAL3513

便名 �福岡発 ��羽田蒼 ��便名　　　将羽田発福岡鸞 

田【亘JAL300 �07 �00 �0 �：25 � �10 �：25 �12 �：15 

田圃JAL302 �0 �00 �0 �：30 �田圃JAL313 �11 �：20 �13 �：10 

0 �：30 �1 �00 �田画JAL315 �12 �：20 �14 �：10 

り画」AL306 �09 �00 �1 �：30 �陶国」AL317 �13 �．20 �15 �10 

8直JAL310 �10 �00 �11 �：30 �田圃JAL319 �14 �20 �16 �10 

田［堅JAL312 �11 �：00 �1 �：30 � �15 �25 �17 �15 

DE亘」AL314 �12 �00 �13 �．30 � �16 �20 �18 �10 

8回JAL316 �13 �00 �14 �30 �田直］JAL325 �17 �20 �19 �10 

0恒1JAL318 �14 �：00 �15 �30 �8回JAL329 �18 �25 �20 �15 

15 �00 �16 �30 � �18 �55 �20 �45 

む圃」AL322 �16 �00 �17 �35 �田園」AL333 �19 �30 �21 �25 

8［司JAL324 �17 �00 �18 �35 �幻回JAL335 �20： �00　21 ��50 

鵬画JAL326 �17 �25 �19 �00 � 

鉛直JAL328 �18 �00 �19 �35 

田垣UAL330 �19 �00 �20 �30 

四三亘JAL332 �20 �00 �21 �30 

8［司JAL334 �21 �00 �22： �30i 

便名 �羽田発 ��新千細 ��便名 �新千歳発 ��羽田篇 

D　JAL501 �0 �：30 �08 �：00 �b　JAL500 �08 �00 �0 �：40 

8　JAL503 �07 �30 �09 �00 �O　JAL502 �09 �00 �10 �：40 

O　JAL3931 �0 �：05 �0 �：35 �印　JAL504 �10 �：00 �11 �：40 

臼　JAL505 �08 �：30 �10 �00 �8　」AL506 �11 �：00 �12 �：40 

曲　JAL507 �09 �05 �1 �：35 �田　JAL3932 �11 �15 �12 �55 

胞　JAL509 �09 �30 �11 �：00 �田　JAL508 �12 �00 �13 �40 

D　JAL511 �10 �30 �12 �00 �田　JAL510 �13 �00 �14 �40 

8　JAL513 �11 �30 �13 �00 �8‾」AL512 �14 �00 �15 �40 

田　JAL515 �12 �30 �14 �00 �田　JAL514 �15 �00 �16 �40 

★貯　」AL517 �13 �30 �15 �00 �由　JAL516 �16 �00 �17 �40 

★り　JAL519 �14 �30 �16 �00 �8　JAL518 �17 �00 �18 �40 

★由　JAL521 �15 �30 �17 �00 �貯　JAL520 �17 �15 �18 �55 

★飴　」AL523 �16 �30 �18 �00 �田JAL522118 ��00119 ��40 

★8　JAL525 �17 �30 �19 �00 � 

★D　JAL3937 �18 �5 �19 �45 

★D　JAL527 �18 �30 �20 �00 

田　JAL529 �19： �30 �21 �00 

8　JAL531 �20 �30 �22： �00 

便名 �羽田発 ��函 �館潜 �便名 �函館莞 �羽田鳥 

田　JAL1161 �07：25 ��08 �45 �田　」AL1162 �09：45 �11：15 

田　JAH165 �12 �15 �13 �35 �田　JAL1168 �14：20 �15：50 

★田　JAL1167 �17 �30 �18 �50 � 

便名 �羽田発 ��旭J �l欝 �便名 �旭J �ll莞 �羽田鸞 

g画」ALllO3 �07 �55 �09 �30 �㈲審JALllOO �10 �10 �12 �00 

8回JALllO7 �11 �25 �13 �00 �句風」ALllO4 �13 �50 �15 �40 

★田直UALl113 �15 �15 �16 �50 �む固JAL1112 �17 �35 �19 �25 

★口唇JAL1115 �17 �55 �19 �30 � 

［二二二コ基本フライト　→基本代金でご利用いただけます。

［：二二コAフライト［：＝コBフライト［＝コ⊂フライト

→往路・街路それぞれのご摺乗日に応じて片道ごとにフライト差飯が

必要となります。（おとな・こども同額）

ご利用いただけます

便名　　鹿妻函羽田意l �便名　1羽田発 

田JAL1640107：45109：10l �田JAL1645l12：05 

田JAL1642rlO：00】11：25F �田」AL1647116：5引18：40 

賀　田」AL1644114：30l15：55l �DJAL1649】19：10l21：00 

8JAL1648】19：201東商i 

便名 �羽田発 ��釧 �薄着 �便名 �釧路発 �羽田潜 

8回JAH145 �08 �10 �09 �■45 �胞画JAL1144 �10：25 �12：15 

胴昼JAL1147 �13 �15 �14 �50 �〃厨」ALl146 �15：25日7：15 

★田風」ALl149 �17 �55 �19 �30 � 

便名 �羽出発 ��女満別羞 �便名 �女満別発 ��羽田着 

日直」AL1183 �06 �55 �08：35 �り直りALl180 �09 �25 �11 �20 

田圃JAL1189 �12 �30 �14：10 �均質JAL1188 �14 �55 �16 �50 

★野原リALl191 �17 �55 �19：35 � 

●上記運航スケジュールは2013年8月現在の10月の運航予定で、運航
会社・スケジュール便名は変更または運休になる場合があります。最新
の」ALグループ国内線時刻表または旅行会社でご曜認ください。

●羽田空港での乗り継ぎには25分以上の時間が必要となります。

りAL＝日本航空l

往 昔 �往躇 把乗B Aフライト �10／1～10 10／13～31 ��� ���� ���4／1－25 ���rl。′11 l ��10／12 ��1／3－5 ��2／5～7 �11／2 1／11 �12／2012／2112／27 ������12／31 ��4／26 

差顔なし �目差顔な ��日一木 な �� ��lB一木 �� � � ����1／1・2 ����2／9、11 �3／21 �12／28－30 ��2／8 �� 

Bフライト �　8－ †＋7，000 �JL l＋8，000 ��差額なし ＋6，500 ��差額なし L＋7，500 ��差額なし 】＋2，500 ��差額なし l＋3500 �【差額なし 】＋2000 �r」，0001 十3000 ��差額なし 十12000 ��l－2，000 l十12000 ��差扁なし ＋24000 ��差顔なし 十6000！ �l－2，000 十3000 �l差額なし l＋16 ��－2，000 　な ��－1，000 ��l差額なし ��差額なし 

【Cフライト �＋1．500 �＋1，500 ��＋1，500 ��＋1，500 ��＋1．500 ��＋1500 �＋1500 �十1500‡差額なし ����十1500 ��＋2000 ��差顔なし �差額なし �，000 ��差額なし 　な ��＋16．000 ��十12．000 ��＋10，000 

復 路 �復路 �10／2、13 ����11／1～3　　　　　12／7－22、24 ������～27、1／6～12 ��4／トー28 ������11／4 1／13、3／23 ��さ十9，000差額なし＋5，500け13，000‡＋3，500 12′2312′28～〃1■1／2～52′5－11£器 
搭乗日 Aフーイト �10／15～31 ����11／5一一12／6 ���� �� ��4／30　／ ���� 

月～土 l羞顔なし ��】日 l差な ��i月～土 ��日 ��月～土 ��日 ��月～土 ��l　日 

d－ ��■ �� �� ��d－ �� �� ��－ �� �� �� �� � � �� �� 

Bフライト �＋6，000 ��＋7．000 ��＋5，500 ��＋6，500 ��＋2500 ��＋3500 ��＋2000 ��＋3000 ��　－ ＋10500 ��ふ ＋3000 ��　● 差綾なし ��差額なし 十11000 ��差頴なし、 ��差額なし ��差額なし ＋8，500 ＋1．000 

Cフライト �t　　＋1，500 ��‡　＋1．500 ��‡　＋1．500 ��＋1．500 ��＋1，000 ��＋1．000 ��＋1． �000 �1　＋1，000Ⅰ　＋5．000 ����差額なし ��　d－ 【差額なし ��＋1， �500 �＋16．000 ＋5，500 ��＋6，000 差額なし 



曲JRタワーホテル日航札幌⑳◎ 
㌻訂1コ． �●朝食付き 画14：00㊨11：00 惑冠芸道盃盃透通協 ．ゴ棚．じ・ 

：■ン　♪ 

鮎 芦 �J 】 �・11八、、 ！ii罷！＿i 摩、せ、！ 

」．・ ��� � 

空 フ‾ ル 差 �宿泊日 �＿　3名／1 �室　　　2名／1重 ��1名／1皇 、八、a、． �4．00 �0円　5，500円 0 ��7，500円 

b �4．50 

⊂ ��円　6．000円 ��8．000円 

幻 �d �2．50 �0円　　　5，000円 ��7．000円 

3．50 �0円　　　8．000円 ��10．000円 

壬 �宿泊白 �3名／1室 �2名／1圭 �1名／1車 ▲ �500円 �1．500円 �3．500円 
フ‾ ル 票 畠頁 �b �1．000円 �2．000円 �4．000円 

⊂ �3．000円 �1．000円 �3．000円 

d 二、、‘ ��6．000円 �2．500円 14．000円 

－ ��� �ホテル札幌◎ 

●朝食付き 

分 

・1回四国 一　b 

巫 フ‾ ル 差 印 �宿泊臼 �4名／1空 �3 �名ノ1室 �2名／1壬 �1名ノ1室 ′8 b � �ホテ �ル差顔なし �500円 �2500円 3．000円 

亡 �� �500円 �1．000円 

d　‾ ��ホテ �ル差如し �ホテル差零なし �1．000円 

書仙∵ �2，000円 �3 �．000円 �4．000円 �5．000円 

ホ �し差掛 NEB � 

レイスリー札幌 
札 �幌H �� � 

禁煙ルーム（ト〉3名に1室） ●朝食付き 

襲．幸 

発売瑚桑‾≧ 
声抒■盲 i明 ���� 

ヤトーンと・霊 ����皿・． 

卒 フ‾ ル 差 富戸 �宿泊日 �3名／1室 ��2名／1室 ��1名／1車 8 � ��500円 ��2．0（】0円 

b �����2．500円 

、．G“ ��� ��1．000円 

d ����� 

● ���1．000円 ��2．000円 

ホテル差顔 t三塁迎NE �� 

馳偶 �馳臣ントレ札幌 

■ン㌧’．竜 LJ竜山． 1一ゝ・・群憾 ��� 

松 

●朝食付き 

⑪14：00厘亘＝1：00 

主 越鑑巫正匠柑 
・、1・＿紆男 

宿主 �白日 �3・4名／1呈 ��2名／1量 �1名／1睾 

重Fi 完＿＿b 差‥、く 呵＿‾＿d e � �500円 ��1．008円 �3．000円 

1．000円 ��1．500円 �3．500円 

500円 �2．500円 
、しホテル差額なし �1．000円 

2．000円 

ホテル差 亡≡ヨa � 

JAU†yク

■ご利用いただける期間：
2013年10月1【ヨ～2014年5月3日

■旅行出発前予約

（出発日の前日から起算して
10日前までに旅行会社にて
ご予約ください。）

lホテルまきなしl基本代金でご利用いただけます。

】ホテル差額l設定ホテルはホテル差額が必要なホテルがあります。ホテル差矧こついて
は各ホテル欄をご覧ください。ホテル差額とは、お客さまがご希望（お選び）いただくホテルと

「基本代金」でご利用いただけるホテルとの差額です。ホテル差顔は1泊1名様の代金となりま

す。なお、こどもホテル差額の設定がないホテルはおとな・こども同額のホテル差顔となりま

す。また、ホテル差額は参加人数ではなく、使用するルームタイプによって必要となります。

札幌 ��札幌グランドホテル　◎ 
雲 � 

十＋十・十† �●朝食付き ⑪15：00印12：00 
lノ ’正二 ．．、r‾ ■蝋－ �穀激 �仙 

ヽ．・ �l・損料 領一′一打・，． 　べ■ナ 

i雲霞孤要因 官－ 主 

・庵蒜諾 �r　　　　　　　－ 

宿泊 �白　3・4名／1室 �2名／1重 �1名／1董 
ホ；さ �1．508円 �2．000円 �3．500円 

フ‾ ノ 差 顔 �レ　b �2．000円 �2．500円 �4，000円 

乱∴亡 �1，500円 �2．000円 
d � � �1．000円 

′■、′ノ‘替 �5．500円 �6．500円 �8．500円 

ホテル差 �� 

●洋室（1－3名に1室）
洋室・クアルテットルーム
（4・5名に7室）
禁煙ルーム（1－3名に1室）

●朝食付き
［百両〕1300㊨1100

●」R札幌朋より徒歩約2分

匝ヨ
ごト　　・一・、四

垂 �宿泊目 �3～5名／1皇 �2名／1重 �1名／1重 ，　a �50（】円 �1．000円 �3．000円 
フ‾ ル 差 的 �b �1．000円 �1．500円 �3．50【】円 

亡 � �500円 �乙500円 

d ＋●＋ ��1．500円 �3．000円 

ホテル差額はおとな・こども同音頁となります。

頑NE6601B　呵札幌・北広島・恵庭／SPK

笹 �宿泊日 �1名／1量 t． �3．000円 
フ‾ ル 差 額 �b �3．500円 

く �2．000円 

d 蓼■＿‾．＿： �2．500円 

●洋室（1～3名に1室）
禁煙ルーム（1～3名に1室）

●朝食付き
画14．00塵画1100
●地下鉄中島公囲駅より
徒歩的1分

匝ヨ

舐｝・　・・●・■【ヨ

む フ‾ ル �宿泊日 �3名／1董 �2名／1圭 �1名／1軍 ■ b �500円 �1．000円 �3，000円 

差 甑 �⊂ � �500円 �2，500円 
d‾ ′■‾＿せ′… ��500円 �1　2．500円 

ホテル差額はおとな・こども同鮫となります。

麺NE660lA L姻札幌・北広島・悪魔／SPK

三mノボテル札幌 
名こ1室） 

l ノ遥′三、 ��　ムをご用膏 ●朝食付き ヒ√ご約3分 

一、ノー腰盛儀■嶺掛′　　　驚二二三二二三 

宗■遥　陸遜匹辺帽 

卒 フ‾ ル 差 壱頁 �宿泊日 �3・4名／1量 �2名／1室 �1名／1室 ● � �500円 �3．500円 

b ��1．000円 

′．⊂‥ �� 

d　＿ ��� 

500円 

ホテル差額 �� 

亡！≡ヨDNE660181遜札幌・北広島・恵庭／SPK 

卒 �宿泊日 �3名／1室 �2名／1重 �1名／1垂 ▲ � �500円 �3．000円 
フ‾ ル 差 吉頁 �b �1．000円 �1．500円 �3．500円 

⊂ � �500円 �2．500円 

d‾ ∵∴や ��500円 �2．500円 

●洋室（1～4名に1室）
禁煙ルーム（1～3名に1室）

●朝会付き
［亘亘）14．00唇画7100

●JR札幌駅より徒歩約5分

匝∃
睦主皿緊i童組■団

⑦瑠食を宣長に壬更OKOホテル内指定レストラン夕食
1098凱引諒サービス（一部徐列メニューあり）

卒 フ‾ 吐 云喜 罰 �宿泊8 �3・4名／1蔓 �2名／1室 �1名／1蔓 く　さ �1．000円 �1．500円 �4．500円 

b �1．500円 4．500円 �2，000円 �5，500円 9．500円 

t d e∴ ��2，500円 6．500円 

ホテル差顔はおとな・こども同語となります。
l鱒N［6601A　■対顔嗣E■札幌・北広島恵庭／SPK

●洋室（1－4名に1室）
宗煙ルーム（2－4名に1室）
1名／1室利用はツインルー
ムをご用恵

●朝会付き
⑪1300団12：00●器軍畑歴∃

しご－、　　●tl【ヨ

0相良蓉亘急に≡更OKO大沿え■シサウナ榊（AM600～
1000）0ラウンジにてドリンク㌫冒（1000～1800）

塾 �宿泊日 �3・4名／1睾 �2名／1圭 �1名／1重 l �500円 �1．000円 �5．500円 
フ‾ ル 圧 �b �1．000円 �1．500円 �6．500円 

亡 �500円 �1．000円 �5．500円 

鎖 �J‘∵ �1．000円 �2．000円 �3．000円 7．50【）円 

ホテル差額はおとな・こども同giとなります。
ト淵NE6601日　中札幌・北広島恵庭／SPK



水木 �金 �土 �日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �白 �月 �火 �水 �木 �金 �士 �E �月 �火 �水 �木 �金 �土 �白 �月 �ト l ll 

5 �7 � � �叩 e 10 �11 C H �12 �13 �1 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �】29 �ほ0 �131 

盲【さ 56 �e 7 �e l8 �e 9 ���b l12 �b l13 �b l14 �C 15 �b r16 �b 17 �b 18 �b 19 �b 20 �b 21 �C 22 �b i23 �b‾ 24 �b 25 �b l26 �b 】27 �b l28 

lクロ ����lホテル札幌 

ざ： ■l監 ���� 

1名／1室 �� 

●朝食付き画15：00塵頭目：00 

窪認諾駅より歴∃ 
■仁一 －し，ミ盗i ��田辺田 

○ビ‾ �� ����涙上指‖8階）大運鞍．亭 

（18 �� 

壬 フ‾ ル 差 額 �宿泊臼 ��4名／1圭 ��3名／1睾 �2名／1童 �1名／1童 t ��2．000円 ��2，500円 �3，000円 �5．000円 

b ����3．000円 �3，500円 �6．000円 

C �����4．000円 �6．500円 

d �ホテル虐翳なし ��ホテル差額なし �1．500円 �4．000円 

● ��2．500円 ��3．500円 �4．500円 �6．000円 

ホ �レ差顔はおとな・こども同額となります。 

札幌t ��センチ �ロイヤルホテJ 

7 � � �●朝会付き ［垣〕14：00固11：00 旺辺E正道a臨 

機工 ��妻敷 革 
．pi■　tf 

r煩悶長を昼食に要望OK　F 

塁 つ‾ ル 差 室賀 �宿泊日 �4名／1塵 �3名／1睾 ��2名／1圭 �1名／1室 a �1．000 �円1．500円 ��2．000円 �5．000円 

b �2．000 �円　2．500円 ��3．000円 �5．500円 

1．500 �円　2．000円 ��2．500円 �5．000円 

＿‾　d＿ �ホテル差藩な � ��ホテル差顛な �し　2．080円 

円　4．000円 ��5．000円 �7．500円 

ホ � 

堕 フ‾ ル 差 軸 �宿泊白 �3名／1圭 �2名／1圭 �1名／1睾 ● h �500円 �1．000円 �2．500円 

（ �2．000円 �5．000円 �1．500円 

d ���F　2，000円l 

●洋室（1～3名に1室）
禁煙ルーム（1～3名に1室）

●騎食付き
⑪15■00囲1100
●JR札幌駅より徒歩約4分

臨主脳三重喜題■屈

○女性のおgさ討こお1人様1m
「京の竃ぶうとり溌」サービス描策中1回）

巫 �宿泊日 �3名／1室 �2名／1壬 �1名／1室 a �500円 �1．000円 �2．500円 
フ‾ ル 差 �b �1．500円 �2．500円 �3．5（】0円 

1．000円 �1．500円 �2．5（】0円 

折 �d ‾‾卓二 � �500円 �r　2．500円 

ホテル差掛まおとな・こども同宙となります。

団NE6601C　田札幌・北広島蛮庭／SPK

空 �宿泊日 ��4名／1量 �3名／1圭 �2名／1垂 �1名／1室 ■ ��1．580円 �2000 �2．500円 �4．500円 
フ‾ ル 差 額 �b ��2．000円 �．　円 �3．000円 �5．000円 

＿‾．．＿（∴． � �500円 �500円 �1．500円 �3．500円 

d � �ホテル勤し 1．500円 �ホテル差頴なし 1．500円 �ホテル差額なし 3．000円 �1．000円 6．500円 

札幌 ��ルズ札幌◎⑳ ���」Zお二炎夏ツプお一一・ 
Ⅳ益 ��▲　　　　　　′」 ���’デラックスツイン 

●朝食付き ���宴●朝食付き 

⑪14：00囲11：00 ���三・でミニコ 

要撃　二雪ぎ澤 ��徒歩約2分 ���ナ1－1ギ∴メ 
＝ホヤや r脛 �ミミl 

鰹迦回国 ���電撃獲嘲▲皇r　　　　　転監蓮空涙露頭 

宿泊白　　3名／1重 ��2名／1垂 �1名／1室 � �ホ、i　　　　　　名車 

▲ � �1．500円 �3，000円 ��フ‾ � 

紅玉コ」－000円 �����虻＝巨　2．。。。。　1。。。円 

雛寺‾‾■ホテル差額なし ��500円 �2．000円 
4．000円 �4，000円 

t三≡≡∃DNE66018　6正中札幌・北広島層庭／SPK 

●洋室（1～3名に1室）
1名／1室利用はダブルルー
ムをご用意

禦1名／1室、3名／1室はバス
タブなし、シャワーブース
のみとなります。

●朝食付き
画1500囲11－00
●地下鉄大通駅より徒歩
約5分　匝ヨ

■■錐Efたま；一■■屈

巫 �宿泊日 �3名／1重 �2名／1圭 �1名／1重 、‥8 �4．000円 �2．500円 �3．000円 
フ‾ ル �b �4．500円 �3．500円 �4．000円 

こ 巨頭 �⊂ �3．000円 �2．000円 �2．500円 
．‾　d �1．500円 � �1．000円 

ホテル差額はおとな・こども同額となります。

団NE6601C　型札幌・北広島・恵庭／SPK

i　　　禁煙ルーム（1～3名に1室）
－■●朝食付き

〔垣〕13．00勧11●00
●地下鉄すすきの駅または

大通駅より徒歩約4分

匝ヨ

匹配i呈脚さ毒血■団

む フ‾ ル 差 島詔 �宿泊臼 �3名／1峯 �2名／1室 �1名／1量 ■ b　＿ � �500円 �1．500円 

500円 �1，000円 ≡　d－ 　● ���r　2．000円 

ホテル差辞はおとな・こども同額となります。
■ⅧNE6601D　■姻札幌・北広島層庭／SPK

卒 �宿泊日 �2名／1室 �1名／1皇 暮 �1．000円 �3．500円 
フ‾ 辿 岸 額 �b C �1．500円 �4．000円 

d‾ 竜： �1．500円 �2．000円 日，000円 

プラザホテル／アネック娼◎ 

●朝食付き 

画14：00囲11：00 約5分 

き 　て∴ 　LL破－ ∴ム■－■■■ 

郡家なし　　　　　臥 
ii＝ヨ芦 �loすすきの天缶温泉「岩石 l拐」入浴だ鞘岩；芸巳宅間内 r何にでも入浴可） 

宿泊白 ��3名／1童 �2名／1茎　　1名ノ1妄 

ノ �レ �● �2．500円 �4．080円 �5．500円 
b �3．500円 �6．000円 �7．500円 

⊂ ‾d‾■ �2．500円 �4．500円 �6．000円 

亡　1　500円 ��2．000円 �3．500円 

札幌Ⅵ ���ターマークホテル札幌 

●朝食付き 
㈲14：00廟11：00 

一・‾享・：＼　分 

1■一岩i 1 

■蠣 

竺ヨ　個四壁韮柑 

萱 フ‾ ル 差 監亘 � �1 ��� a b � ���2，000円 

；J‾～＿く ����1．000円 

d ���� 

● 

亡≡≡ヨココNE660lC　EEEED札幌・北広島・恵庭／SPK 

空 っ‾ ル �宿泊日 �3名／1室 �2名／1量 �1名ノ1室 a∴ �500円 �1．000円 �乙000円 

b ��1．500円 �2．500円 

差 訂 �（ � � �1，000円 
d e ���1　500円 

旅行会社の皆きまへ llて皇巨斡l同じ商品コードの場合、一括検索できます。 闘腐鮎蘭橋コードで、同一郡市の一括検索ができます。



■ご利用いただける期間：
2013年10月1日～2014年5月3日

■旅行出発前予約

（出発日の前日から起算して
10日前までに旅行会社にて
ご予約ください。）

lホテル羞♯なしl基本代金でご利用いただけます。

l　ホテル差顔　鹿定ホテルはホテル差額が必要なホテルが削ます。ホテル差矧こついて
は各ホテル欄をご覧ください。ホテル差顔とは、お客さまがご希望（お選び）いただくホテルと

「基本代金」でご利用いただけるホテルとの差額です。ホテル差顔は1泊1名標の代金となりま

す。なお、こどもホテル差額の設定がないホテルはおとな・こども同額のホテル差額となりま

す。また、ホテル差額は参加人数ではなく、使用するルームタイプによって必要となります。

ネストホテル札幌駅前 

●朝食付き 

圧軒15：00囲11：00 

′・，禁じ‾対しr ���岡田遥 

塁 フ‾ ル 差 琉 �椙 �日 � �2名／1睾 ��1名／1圭 ホテル差隠 �なし �1．000円 

1．000円 ��2．000円 

1．000円 

1，000円 

ホ �ル差鼠 �� 

Jl ���r－1 �トホテル小樽 

，r賢‾閻 rノ≠｝号‘‘斡■ヽ ���� 

●　　1－3 �」1室 

●朝食付き ㈲74：00㊨11：00 

／‥ノゼ ノ・‾‘「イブ 一■∴字 �9月　匹、 二か＝＝＝葦こも ��喝三三二三 

こき � 

園田 脱獄なし 
／ 

ミニ仙 ��10用缶を昼食に変更OK　l 

卒 フ‾ ル 差 額 �宿泊臼 �3名／1蓋 ��2名／1圭 �1名／1璽 d b �500円 ��2，000円 �3，000円 

H■．亡∴ ���1．000円 �2．000円 

＿＿d＿＿ ∴■●． � �� � 

ホテル差額 �� 

JALパック

重 �宿泊E �3名／1室 �2名ハ至 �1名／1量 ● �580円 �1，000円 �3，000円 
フ‾ ル �b �2，000円 �2．500円 �3．500円 

差 額 �⊂ � � �1，500円 
d ：亡べ‾≠ ��� 

●洋室（1～3名に1室）
1名／1室利用はツインルーム
をご用恵

●朝会付き
l【D14：00画1100
●」R小樽駅より徒歩約7分

杢 フ■ ル E 幻 �宿泊日 �3名／1量 �2名／1蔓 �1名／1量 「‥iく � �500円 �2．500円 

b ��1．000円 �4．000円 

亡．．1 ���2．000円 

d‾ �� �1500円 1．000円 

ホテル差額はおとな・こども同辟となります。
l瑚NE6601G　陶痢小樽／OTR

●洋室（1－4名に1室）
●朝食付き
圧画15●00囲11100

●」R札嗜矧訳より車で約30分

歴ヨ
囲

07三ヨ長をE蛍に要望OKOホテル内ブール・淫票の利用芳
サービス（チェックアウト臼は1日芳となり再入ま〕不可）

巫 フ‾ ル 差 吉頁 �宿主 � � �4名／1璽 �3名／1壬 �2名／1圭 �1名／1蔓 500円 �1．000円 �2．500円 

1．000円 �1．500円 

1．500円 

ホテル羞或はおとな・こども同慶となります。
■瀾NE6601D l瀾■札幌・北広島・恵庭／SPK

●洋室（1～3名に1室）
1名／1室利用はツインルーム

をご用棄
●朝会付き
画1500囲1100
●」R小樽駅より徒歩約8分

匝ヨ

良

壬 フ‾ ル キ 顔 �宿泊白 �3名／1量 �2名／1璽 �1名／1壬 a、 b � �500円 �2．500円 

亡 �� �1．500円 

d＿ e′● ��� 

ホテル差評はおとな・こども同音頁となります。
lⅧN∈6601G　■湖嘲■小樽／OTR

重 フ‾ ル 差 額 �宿泊日 �3～6名／1室 �2名／1圭 �1名／l圭 l b � �1．000円 �2，500円 

亡 �� �1．500円 

＋d． ゝ＿＿＿j ���1，000円 

杢 フ‾ ル �宿泊日 �3名／1喜 �2名／1壬 �1名／1室 ● �500円 �1．000円 �4．000円 

b �1．000円 �1．500円 

差 額 � � �500円 �3．000円 
d　■ 〉1、‥、‾● �� � 

空 っ． 地 元三 硯 �宿泊巳 �3名／1室 �2名ノ1重 �1名／1室 t． b �500円 �1，000円 �3．500円 

500円 �3．000円 

d …‾■‾●‾、 �� � 

●洋室（1－3名に1室）
禁煙ルーム（1～3名に1室）
1名／1室利用はツインルー
ムをご用恵

●朝食付き
⑪15：00㊨12．00
●JR小増築濯駅より徒歩約5

分

匪ヨ
l睦主犯巳2炸三重血■瑠

萱 フ‾ ル 差 鍛 �宿泊日 �3名／1室 �2名／1垂 �1名／1重 ● �500円 �1．000円 �4，000円 

b ��1．500円 �4．500円 

、七． � �500円 �4．000円 
‾　d 　E �� �1．000円 500円 

ホテル差許はおとなてども同袈となります。
l三ⅧN∈6601G　闘和小樽／OTR


