
★スケジュール

★設定期間　　　2014年6月10日出発　～　2014年10月31日帰着まで

ホテルロンシャンサッポロ（食事ナシ） 朝食＠￥1,200

3～4名1室 3～4名1室

セミダブル セミダブル

6/10～6/28 ¥45,800 ¥46,800 ¥47,800 ¥49,800 ¥51,800 ¥52,800
6/29～8/5 ¥57,800 ¥59,400 ¥60,800 ¥62,800 ¥63,800 ¥65,800
8/6～8/17 ¥66,800 ¥68,400 ¥69,800 ¥71,800 ¥72,800 ¥74,800
8/18～9/7 ¥57,800 ¥59,400 ¥60,800 ¥62,800 ¥63,800 ¥65,800
9/8～10/30 ¥45,800 ¥46,800 ¥47,800 ¥49,800 ¥51,800 ¥52,800
【宿泊割増事項】土曜・休前日の宿泊：￥2,400アップ。　ただし、7/19～20、9/13～14、10/11～12は、￥4,500ｱｯﾌﾟ。

札幌東武ホテル（食事ナシ） 朝食＠￥1,200

ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙ ツイン ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙ ツイン
6/10～6/28 ¥47,800 ¥47,800 ¥50,800 ¥55,800 ¥53,800 ¥53,800 ¥56,800 ¥64,800
6/29～8/5 ¥63,800 ¥63,800 ¥66,800 ¥72,800 ¥71,800 ¥71,800 ¥74,800 ¥84,800
8/6～8/17 ¥76,800 ¥76,800 ¥78,800 ¥84,800 ¥85,800 ¥85,800 ¥88,800 ¥96,800
8/18～9/7 ¥64,800 ¥64,800 ¥67,800 ¥73,800 ¥72,800 ¥72,800 ¥76,800 ¥86,800
9/8～10/30 ¥49,800 ¥49,800 ¥51,800 ¥57,800 ¥55,800 ¥55,800 ¥58,800 ¥68,800
【宿泊割増事項】6月の金曜・土曜・休前日の宿泊は、￥2,400アップ。

【宿泊割増事項】7月～10月の金曜・土曜・休前日の宿泊：￥1,200アップ。

ホテルモントレ札幌（食事ナシ） 朝食＠￥1,800

３・４名１室２名１室 １名１室３・４名１室２名１室 １名１室
6/10～6/28 ¥47,800 ¥49,800 ¥54,800 ¥53,800 ¥55,400 ¥63,800
6/29～8/5 ¥66,800 ¥68,800 ¥73,800 ¥74,800 ¥77,800 ¥86,800
8/6～8/17 ¥85,800 ¥87,800 ¥92,800 ¥98,800 ¥101,800 ¥110,800
8/18～9/7 ¥66,800 ¥68,800 ¥73,800 ¥74,800 ¥77,800 ¥86,800
9/8～10/30 ¥47,800 ¥49,800 ¥54,800 ¥53,800 ¥55,400 ¥63,800
【宿泊割増事項】6月・9～10月の土曜・休前日の宿泊：￥3,500アップ。　7～8月の土曜・休前日の宿泊：￥5,000アップ。

札幌全日空ホテル（食事ナシ） 朝食＠￥1,200

３名１室 ２名１室 １名１室 ３名１室 ２名１室 １名１室
6/10～6/28 49,800 50,800 54,800 54,800 56,800 63,800
6/29～8/5 68,800 69,800 75,800 77,800 79,800 87,800
8/6～8/17 77,800 78,800 84,800 86,800 88,800 96,800
8/18～9/7 66,800 67,800 72,800 74,800 76,800 84,800
9/8～10/30 51,800 52,800 57,800 58,800 59,800 68,800
【宿泊割増事項】6月の土曜・休前日の宿泊：\3,500アップ。
【宿泊割増事項】7～10月の土曜・休前日の宿泊：\2,400アップ。
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2 2～3
【7/11までの限定】　ＡＮＡ旭山動物園号にて、旭山動物園をお楽しみください。　（滞在中1回）

－
　　　　　（入園券は、含まれておりません。）

3 4
フリータイム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－
各自にて空港へ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新千歳（ＡＮＡ２９０便）⇒⇒⇒福岡

【パンフレット作成済み】　チョイス♪チョイス♪北海道!!

6～9月　料金改定版　＆　10月延長

　選べる特典　滞在中1回付き♪

3日間￥45,800～　　4日間￥49,800～

1 1
福岡（ＡＮＡ２８９便）⇒⇒⇒新千歳　各自にて、ホテルへ。

－



■航空割増事項

7/18 7/19 8/7 8/8～14 9/12 9/13

7/21 8/11～17 9/15

★１１大共通特典
① ＡＮＡ旭山動物園号　滞在中１回付き!!　（7/11出発までの期間限定。要予約）
② 選べる特典より、おひとつお選びください。
③ 札幌テレビ塔　展望台入場　１０％割引券プレゼント！！　（通常入場料７００円　⇒　６３０円）
④ 北海道開拓の村　入場割引券プレゼント！！　（通常入場料８３０円　⇒　６８０円）
⑤ 大倉山ジャンプ競技場　リフト往復利用　＋　札幌ウインタースポーツミュージアム入場券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別セット割引券プレゼント！！　（通常入場料１１００円　⇒　９００円）
⑥ キリンビール園　お食事１０％割引券プレゼント！！
⑦ 北海道札幌中央卸売市場【場外市場】　北の漁場にて、「とろろ昆布」　ｏｒ　「バター飴」プレゼント！！　（無料送迎付き！！）
⑧ 北海道札幌中央卸売市場【場外市場】　「大漁寿し　若駒」お食事１０％割引券プレゼント！！
⑨ 小樽「おたる　巽鮨　堺町店」にて、お一人様１品サービス！！　（かに汁、ホタテバター、生ビール、ソフトドリンクより選択）
⑩ 小樽「民宿　青塚食堂」にて、お一人様日替わり１品料理サービス！！
⑪ 小樽「小樽オルゴール堂」にて、オリジナル携帯ストラッププレゼント！！

★選べる特典　（下記よりおひとつをお選びいただけます）
Ａ おすすめ夕食プラン① 【ビヤケラー札幌開拓史　サッポロファクトリー店】
ジンギスカン食べ放題＆飲み放題９０分

生ラム、手もみ塩、手もみ醤油、手もみ味噌、ライス
ビール、ワイン、焼酎、各種サワー、日本酒、ウィスキー、ソフトドリンク

Ｂ おすすめ夕食プラン② 【おれの札幌】
石狩鍋と北海ずわいがに膳

Ｃ 札幌スペシャルセット 【北の漁場】
海鮮丼のお食事（朝食または昼食）と、約400ｇの毛ガニのおみやげ付き

D Buy-Bye札幌・小樽＆千歳号
※入園券は、含まれておりません。
市内ホテル（8：30～9：10頃発）　⇒　小樽北一硝子駐車場（10：05頃着～11：50頃発　※自由行動）　⇒　新千歳空港（13：00頃着）　

¥9,000 ¥4,500 ¥15,000ＡＮＡ２９０ アップなし ¥1,200

¥4,500 ¥12,000 ¥15,000¥7,000 ¥9,000

復路
６/１２～１０/３１

月～土 日

＜食べ放題＞
＜飲み放題＞

¥2,500

往路
６/１０～１０/３０

日～木 金・土

ＡＮＡ２８９ アップなし ¥1,200



★オプショナルレンタカー ※オフ期間 6/10～6/30、9/1～10/30
（ﾀｲﾑｽﾞｶｰﾚﾝﾀﾙ） ※オン期間 7/1～8/31

オフ オン オフ オン オフ オン オフ オン
３日間 ¥14,500 ¥19,000 ¥17,500 ¥22,500 ¥23,000 ¥29,000 ¥38,000 ¥43,500
４日間 ¥19,000 ¥25,500 ¥23,500 ¥29,500 ¥30,000 ¥38,000 ¥50,000 ¥57,000

★ＪＲ北海道　フリーパス

２日間
３日間
４日間

Ｓクラス Ａクラス ７名乗り ８名乗り

札幌フリーパス 道央フリーパス 道南フリーパス
¥3,300 ¥10,000 ¥10,400
¥3,900 ¥11,100 ¥11,600
¥4,400 ¥12,300 ¥12,800


