
早めの予約がおトク！
30日前までに予約完了なら、
1泊につき500円割引

※対象ホテルは一部ホテルとなり、左記マークが目印とか）ます。
※宿泊日の前日から起算して30日前までにお申し込みいただき、かつ同室のお客さま全員の航空機、宿泊などすべてのご予約が確定した場合のみとか）ます。
※桓近日の通日から起算して30日前を過ぎてから予約内容を変更される場合は、おトクな内容の対象外となります。
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臨 
01－3名に1室　　　el・2名に1室　　　01－3名に1室　　　㊤1－3名に1室 ��●1－3名に1室　　　el・2名に1室　　　●1－3名に1室　　　㊤1－3名に1室　　　01－3名に1室 ��●1－3名に1室 

0－014：00／圃〕14：00elIp14：00／田12：00 ●地下鉄住之江公園e順白樫蹴り鰐細分、開国 駅より徒歩約1分　醒溝よりシ潮間スで約0分 �°園1ま00／固持00〇回14：00／圃11：00 ●JR京都駅より徒歩・地下鉄四条荻より 約3分　　徒歩約1分 �・回15：00／圃仕00．回14：00偶作00レディ ・阪急大宮駅よ順歩約1分∴e阪急河原町駅・地●回 ・設定除外日：4／8、下鉄京部市役所前．JR 8／’5－8　駅より徒歩約5分歩約 �諾蒜瀞蒜：課盤：鞋篭鰐盤 喬霧駅よ。徒歩約7分　約7分 �●回15：00／回11：00 ・J榊戸駅より徒歩約3分 ①設定除外雪：8！うー9 

園田その他大殿／OSZ　四駆空鵜辺／KiX　囲京輔内・鵬恥／UKY　園蔚翻比馴／UKY　国賊高批剛／UKY　囲京獅枇剛／UKY‘韮蓮田神戸市内／UK日　田神戸市内／UKB　囲神戸市内／UK日　田神戸市内／UKB 

惑蟹㌢還田園国書‾爾薫園 　　　∴∴ ��囲30　　鴻姐拶・艦 �� 

01－3名に1室el・2名に1室 〇回14：00／圃ilZ：000回15：00／回10：00 ●ポートライナー中華eJR南軍連歌直結 頭駅より徒歩約3分 �：態畿誤認．認諾造詣蒜 歩約10分　●南海電鉄和歌山市 　　駅よ。徒歩約15分 � � 

囲神戸市内／UKB　囲その他瀕／SGX　園奈良／NRA　　園和歌山市内／QKY ��：昔．：㍊∴∴∴∴：∴∵ 梅田駅より徒歩約⑰回14：00／圃12：00リ直 10分　⑱地下鉄中溺はり存捗約粉 囲梅田／UMJ園梅田／UMJ囲 �15．00／圃11．00㊧回15．00／固11．00㊨〔図14．00／圃12．00 下鉄東梅田駅よ㊥地下鉄肥後橋駅より⑩地下鉄濃尾播訳より 通　徒歩約1分、淀屋橋徒歩約1分 　駅より徒歩約7分 梅田／UMJ囲その他大阪／OSZ囲その他大阪／OSZ �…鶉勘 闇 大阪 01－3名に1室 徒歩約1分 

÷∴　　　　†二 � 

∴∴∴－∴ 　ーリ徒歩約6分一 �9回14：00／圃〕12：00㊨回15：00／圃10：00 ㊥地下鉄心斎橋駅よ⑭地下鉄心斎橋駅よ り徒歩約5分　り徒歩約6分 �悪銭膿悪隷諜畿 ※籍譲急募網，り徒歩約2分。皿京 �離籍驚翠罪諜獄0 　　　　地下餅天脚よ惟歩細分 

着 � �園心斎橋i駁／NAM　囲li漬播毅沌／NAM　囲その他大阪／OSZ　囲その他大阪／OSZ　囲その他大阪／OSZ 

お申し込み 起算して7 � ��� �の り �り �から す。 l � �出発日 前まで 



1・2名に1室　　　　〇1－3名に1室　　　㊨1・2名に1室
※ツイン肋ジュアルツインと的シング

ルペド＋エキスト‾‘ドと励ます

シャワーブースのみとな
ります（バスタブたし）

1－3名に1室
禁煙ルームは1・2名1婁のみ●iIn13．00／圃）1300

1－3名に1室　　　㊧1・2名に1室　　　　㊤2・3名に1室
。〃1014：00／6回12．00 1名1室はシャワーブースのみ∴∴禁嬢ルーム1年1名1室のみ

（バ　ブ　）

●1－3名に1室

●回15：00／回〕13．00

妖阪モノレ巾万博記㊤頓艶歌よ煽動1分⑭苗端箭蒜 念公園駅より徒歩約5分 ���　●●－　●－ ㊧⑲15：00個11：00 �●」晒露訳より徒歩細分 ●設定除外呂：6／8 �咽15：00倒1：00譲二ノ岳煎両誌の箭謹濁器0寵擬態絹 ⑮弧三ノ宮駅より徒歩約扮　歩約3分 ������・JR奈良駅西口直結！ 　　　！ 

㊤地下鉄四条駅よ購捗緋分㊧地下鉄＿集配よ嘱歩緋分 団その他棚VOSZ囲頼嗣i脚山／UKY園京嗣枇凱′／UKY園繭細腕肌／UKY ����　　　　　　　　　　　可R乃町駅よ嘱歩細分　　　　　　！ 回国塁三匹壁∠堅」囲神戸市内／UKB囲神戸市内／UKB園神戸市内／UKB囲その傾度／KBZ国璽聖堅塁∠凹型LS！ 

dグループ　　　　講義離象嘉緩2644畿繚諒テ） ����〇°二。 � � 
二去頃 梅田製：：董諦 �∴∵∴÷： �大阪 橋田周辺 　詩1 30－＿ ■‾‾‾‾‾蕊 柿I柁紘死恥ミオ塑 � �大垣長 駕捉ま �∴＼ �≦繋≦ �・種早＝蚕ぎ意志馨墓露悪 窯んば、 

∴　　　＿。：轍∴一　　　　能 ��…1．－t　ルーム �＝　二二＝雪　　　ム ���．∴謹 �寮 uT 分 難波 W i ナ リ 内 � �＝　管茎三線月齢澗 

l圏随遡麹避彊薩溺 91－3名に1宣避）②1－3名に1室 300時00／固持0001Ip13：00個11：00 貸近鉄橿原神宮前駅eJR和歌山駅より徒 ��30架 空主導一一m印南速ま「－＝－＼動高 議韓諾；岩国＿　‾騙 ht裏表i臨書り〇朗周囲し：潮間I捌 ���∴髄88喜一1歯音○○事案一 �∴∴、 01・2名に ��速 繍 00 よ M 麗 嬉 ㊨ 備糊 0 分 B �リ �慨醗　慎重童請語調IS 

より練歩約1分　　　歩約2分　‾ � �●1－3名に1室　　　●1－3名に1室　　　●1・2名に1室　　　●1・2名に1室　　　●1－3名に1室 �������t恥l最任期…問…麿閏記譜！●1－3名に1室 

囲その他奈良！NRZ　園部萩山市内／QKY �l l �・回15：00／囲仕00●回15：00／圃12：00 ・JR大阪駅より徒歩eJR大阪駅・地下鉄梅 約5分＿　田駅より徒歩約5分 ��●回14：00／囲11：0 ●地下鉄西海団歌よ り徒歩約5分 �0：籠議鶉擬：競 ����●1－3名に1宣　禁厘ルームは十2名1室のみ ・回15：00／圃仕00●圃〕14：00／圃12：00 ●地下鉄日本橋駅より●JR天王寺駅・近鉄大阪阿 徒歩約5分　割国権駅より徒歩細分 

● 

園梅田／UMJ 嵩∴∵ SSOS圏SS言霊○療溶 室貴意霞豪産製響 素－ゴ鎚“ � ������ � 

嗣口調鵬肱スl圃 � ���� 
●1－3名に1宝　●1－3名に1室　●1－3名に1室　・1・2名iこ1室　　●1－3名に1室　●1・2名に1室　　シャワーブースのみとな●1・2名に1 1i　　　　　　　　　　　　禁煙ルームiま1－3名1室　　　　　　　　　　　ります（バスタブなし） ���������●1－3名に1室　　　●1－3名に1室 

・回〕5．00／囲11．00●〔画14．004図11．00・〔画15．00何曲13．00 ・南海本線堺駅より・JRi京都駅より徒歩・JR京都駅より徒歩●回14：00個11：00 徒歩約1分　約2分一　約1分　●地下鉄烏丸御池駅 　　　　　　　より徒歩約1分 ����悪銭籍霧思繰鰐濫掘諜：態鵜 　　　　　　　スタンダードツ 轍より徒歩約1分徒歩約4分　鵬轍肋トルl耽鮒的∴アイランドセン弼 �����●［図15．00何回13．00禁煙ルームは2・3名1室のみ （8／1－31は回12：00）●回13：00個圃13：00 ●三宮駅よりポートライナー●阪急割繭口駅脆歩細分 で10分、市民広場駅直結 

囲その他大阪／OSZ　囲京翻・比馴／UKY　圃弼軸比馴／UKY　囲繭柵比剛／UKY　困難肺枇馴／UKY　囲翻・比馴／UKY　圃就肺臓弧／LIKY　囲神戸市 ��������� 

eグループ　　　　　　／　　　　　　　　　〔壁画閏対象ホテルNE264養鶏嬢漆叢逓NE2643E（コぺ予納の閥コード（NH）腫本代金表参照） 

大阪＿曝緊開国田上夫嘩＼　　　　圭些藤頭　、i沃駁　－一半　　　大阪雪警手要語軍需 ���湊堕罪 ���大頗　　　　－一語：大成㌣琴‾　鵡　　大阪　　　　　　憲甜 �麗 ＿一一一速 闇 uS‾Wl一軒 

薗∵竃 ��中之室　蘭藷繋離襲醸畿　整‾朝 �海鳥 ���一一‾‾細田∴”∴∴：∴∴∴　蹄 隅憩　　　　～　i凝、園睦 

此hote 泉田到り網棚既．1－3名に1室　0割四囲四囲鰹盟8粗壁重囲匿1回喜田騎制開田1回 ��30 年ん ホテI �レ阪神 �高速 籠 �曝醒醜聞　園醒謹 

●1－3名に1室 ●匝）14：00／田14：00 ●関西空港駅より 徒歩約1分 ●芸是除外…浩．′i上告… �・回15：00／図11：00・1－3名に1室・1－3名に1室・1－3名に1室・1・2名に1室㊨ ・；服毒軸之朝植鯖、厭・回15：00／図12：00・回15：00個12：00・回15：00／圃12：00・回14：00／図12：00惜別 蠍よりシ国柄スで馴0分●JR大阪駅直結●JR大阪朝・地下鉄橋・JR大阪駅・地下・JR“阪神福島駅よ ●萎言葉外≡：三蔦一三、　田駅より徒歩約3分鉄、阪急梅田駅より徒歩約1分 紺十12、購言01117　　リ徒歩約2分※雄繋薫碧さ18歳 ����1名1婁i妙ヤワーフLスの秋パスタ●1－3名に1室●1－3名に1室●1－3名に ．欝響鸞蕊：離籍盤：鵠謎繰諜：謀殺 ●京阪中之島線渡辺　　んば訳直結　約5分 播駅より徒歩約3分 �1華 燭仕00 より車で 

‘遊園関西袈掴辺／KiX　囲その他大阪／OSZ　圃梅田／UMJ　田圃困梅田／UMJ　園梅田／UMJ　囲その他大阪／OSZ　囲その他大阪／OSZ　園その他大隈／OSZ　囲心斎橋・難波／NAM　囲京請枇別間KY 

囲！諒闇認閣題溺園閣閣 
整理 ．麗襲 30‾‾十闘醸謹 ∴亨譲 二iW・構 ��� �高速 認 重 しーム スルー 0日＝ ポー 徒歩 �弼 統i 耕運 

●1－3名に1室　　　●1－3名に1室　　　●1－3名に1室　　　●1－3名に1室 

・回15：00／図11：00・回14：00／圃12：00・回14：00／回目：00・〔図14：00／圃仕00 ●」R京都駅より徒歩●JR京都駅八乗□よ●JR京都駅より徒歩●JR京都駅より徒歩約7分 

圏ホテル日航大阪 �����リ用、 ム利用 ：00 

約1分　　　　　　　り徒歩約2分　　　　約3分 ���●1－3名に1室 ・〔図15：00個12：00 ���●1・2名に1室　●1・2名に1室　●1・2名に1室　2・矧室はテラツ ：龍繰謹：離絹離日琶器溝蒜：監競 り徒歩約3分　徒歩約7分　●」映醐公園貼り鰐約分ン紬ふ醐よ 

囲蔚肺内・比凱／UKY　‘遊園お京前脚馴／UKY　圏点珊枇馴／JKY　圃京緬枇馴／UKY ���●地下鉄心斎橋駅8 番出口直結 �����トダウ 一班 

田端重言軌i眉播難波／NAM 悌EE粗心意椅難波／NAM∴1糊涌正軸心斎魯難波／NAM　申その他大阪／OSZ　因随的大敵イエリア／OBY

●1－3名に1室

・回1400／圃12●00

●JR大阪駅より徒歩

約7分
●設定除外巳8ノ三

関は梅田／UMJ

●1－3名に1室

●囲15：00個12．00
●JR大阪駅より徒歩

約2分、地下鉄梅田
駅より徒歩約1分

○約両自国は梅田／UMJ

●1－3名に1室

禁煙ルームは2名1皇のみ

●〔画15●00／固12●00

●地下鉄中津駅・阪急梅

田駅より徒歩約3分
●議定除外自ら／・′5、81三

相締巨岳国梅田／UMJ

●1－3名に1室

●回1400個12．00
（7／25は底面10－00）

●JR桜ノ宮駅より徒

歩約5分
●設定除外目7／25

寡騙亘因はその他大阪／OSZ

●1－3名に1室

●回15．00／図1200

●地下鉄天王寺獣・
近鉄大阪阿部野橋
駅より徒歩約1分

置割高冒国表その他大阪／OSZ

●1－3名に1室　　　●1－3名に1室　　　●1－3名に1室　　　01－3名に1室

・囲1300／囲仕00・⑲15：00／図1200・〔図14．00／圃仕00・⑲15：00／図1200
●地下鉄京都市役所　●地下鉄今出川駅よ　●地下鉄国際会館駅　●」R元町駅より徒歩

前駅直篭　　　　　り徒歩約8分　　　　より徒歩約7分　　　約15分
●設定除外日8／5

闘腫悶蔚肺鵬馴／UKY　臆病亘重紺煎師枇郎／UKY E隔罰拍溜市棚馴／JKY　駒固着神戸市内／UKB

．1－3名に1室　　　●1－3名に1室　＠）●1－3名に1室　　　●1－3名に1室　　　●1－3名に1室

・回15：00個12：00・回14．00個1佃0㈱・〔画1500個1200　●〔図1500／圃〕1200　●回14：00㊥仕00
●JR京都駅より徒歩　●地下鉄烏丸御池駅　●JR元町駅より徒歩約10分　●」臨子駅より車で約5分　●JR大潮より車で約10分

約2分　　　　　　　より徒歩約2分　　●設定除外巳8！与　　●設定除外自らノ24　●設定除外E8′′8

寡綱田泊京甜耽比馴／UKY　晒粗就航離別／UKY　駒薩害す神戸市内／UKB　駁適塾iil淡路／AWJ o細腕回∃〇琵琶湖／LBW

．田－．。∴　∴∴∴　　一言：∴∴・＼沖∵当 

醸ノ騙闘醸繭闘開聞 
十十三十・∵∴早・∴十字L：閣「三三＿二］］ 
⑬1－3名に1室　　。1－3名に1室　　　91・2名に1室　　　　01－3名に1室　　　°1・2名に1室 

㊨匝〕15：00／団11：00　㊧回15：00／固持00　㊨回15：00／固12：00　㊥匝〕15：00／図11：00　㊨回14：00個12：00 

⑪JR大阪獣より徒歩　㊦JR大阪駅・地下鉄梅　㊧地下鉄本町駅直結　㊥南海電鉄なんば駅直結　⑪京阪七集配より簾掬純分 

約7分　　　　　　　田駅より徒歩約5分 

囲梅田／UMJ　囲梅田／UMJ　‘画聖Dその他大阪／OSZ　囲心斎橋・難UNAM　囲京朝雨比馴／UKY 

雪l漢音 特1こ認識してある揚 ����合を除 �葛8I獲 除き、宿泊施設は �㊨＝温泉付きホテル　囲＝Wi－Fi（無料）圏＝無料大浴場あり図二禁馴－ム醐可（禁煙ルームがお選びいただけます。ご予純（こお申し出ください） 無二ニッコー・ホテ順インターナショナル囲＝Wi－Fi（有料）圏＝有料大浴場あり図三聖牛竺（空し全客聖梨の場合があります） 

は 名以 �室・バス 2警 in＝ei 着乙 種で ド・ソ �′ 1〃 �′トイレ一 国． ．・書篤i鳥 inEOi 利用の ソファーベ �IO 〃1 1葛細りI 合は iiS管 �なります。原則と レルームまたは 一回王事nSのE重 用となります まツイン＋エキス スタツキン �嵩藷ン時刻囲＝謡紫語鷲議案藷護薫諾詰議 団＝レイトチェックアウト時刻園＝鮮藷繋護憲器議案す）態諸 国＝有料テレビが無料　　　　　利用料金詳細につい 国＝PC高速通信（無料）ださい）　　　い合わせくださいo 

イベッドのいず ホテル差額は宿泊施 人数を靴として通 謀たは愚書胴 安となります。 ����〃 ● �座りとミi． 室あたりの利用 

享、i＝PC高速通信（有料）　を…蜜函！｝マークの付いたホテルの詳細はおもてなし一覧をご覧ください。おもてなしは特に注釈がないかぎり、お1人様1泊につき1回のご利用と 

なります。なお、旅行代金に含まれますが、ご利用にならない場合でも返金の対象にはなりません。 



マイステイ関西共通旅行行程表
●出発日／2017年4月1日～10月31日の毎日発

●最少催行人員／1名

●食事／1泊につき1朝食付き※朝食無料のホテルをお選びの場合は朝食なしとなります。

●設定出発地／宮崎・鹿児島・屋久島・種子島・奄美大島・喜界島・匝迦
徳之島・沖永良部島・与論島

注）発着空港は同一空港のこ利用となります。ただし、宮崎・鹿児島発は2空港を組み合わせてご利用いただけます。

ト＝日本航空・日本エアコミューター利用
＊」ALグループ内のほかの連館会社・乗務員にて運航となる場合があります。

四二フリータイム（ご利用便によっては、フリータイムがおとりできない場合があります。）
※＝お客さま負担匿墓園＝お客さまのご希望の便をご利用いただけます。

●旅行行語について　出発日より最長8日まで復路使の延長が可能です。
●宿泊施設について　宿泊は1油～3泊まで、旅行期間内のいつでもご利用いただけます。設定ホテル以外のご宿

泊はお客さまご自身でご手配ください。2泊以上ご利用の場合、1泊ごとに異なるグループ異なるホテル・異な
る部屋タイプの組み合わせが可能です。お選びいただくホテル・部屋タイプによってはホテル差額が必要となり
ます。ご利用便によっては朝食をお召し上がりいただけない場合があります。

●基本代金に含まれるもの　①旅行行葎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②宿泊

費（おもてなしを含むホテル差額は含きれません）③食事代（朝食無料のホテルをお選びの場合は含まれませ
ん）（D消費税等諸税

●利用航空便／講堂便（乗り継ぎ便利用の塔合、同日中に乗り継ぎ可能磨便）
＊クラス」の設定はございません。

＊屋久島・奄美大島発は直行便、鹿児島乗り継ぎ便を組み合わせてご利用いただけます。＊種子島・喜界島・徳之

島・沖永良部・与論発は鹿児島乗り継ぎとなります。＊乗り継ぎ便をご利用の場合は、空港での乗り継ぎ時間が必
要となります。また、フライトによってはフライト差額が必要となります。
フライトスケジュールの変更に伴い便名・発着時刻が変更となる場合があります。最新の国内線時刻表でご確認
ください。

お客さまの状況慮輿っては、当初の幸寵内容に含まれていない特別な認慮、捨置が必要となる可能性があります。詳細は、ゝ
勝行条件書」の撥辞し込み条件」をぎ確認のうえ、特別な酷慮、措置が必要となる可能懐がある方は、ご相談させてい淀
濃湊志すので必読お申し織ください。

「フライト窪頭上とはお客さまがお選びいただいた航空便と
「基本代金」でご利月れ1ただげろ）流空値との差額です。
「ホテル蓑額」とは、お客さまがお選びいた1きくホテルと
「基本代金jでご宿泊いた1割ナるホテルとの襲顕です。

L i基本フライト　　一基本代金でご利用いただけます。

Aフライトi i Bフライト　→往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとにフライト差額力泌要となります。

＊2」AC3994便iま6／23、26、8／10－20のみ運航

8／10－20は225分早発215分早着
＊3」AC3993便iま6／23、26、8／10－20のみ運航

8／10－20は235分早発225分早着
文17JAC3794、」AL3793使は8／1－10／28　40分遅発着

＊6JAC3822、」AC3821優は7／15、17のみ運航
史7JAC3826、」AC3825便は8／10－20のみ運航

喜界島空港 �鹿児島 ��島空港 

便　名 � �� 出発時刻 ��醍 

JAC3780 �13 �15 �14 �25 

」AC3992＊4 �14 �．10 �15 �20 

17 �00 �18 �10 

＊4」AC3992、JAC3991便は5／3、4、6、7、8／10－20のみ運航

＊18JAC3784便は5／1－7／3160分遅発着

種子島空港 �朋島 ��島空港 

連　名 �出発博劾 ��轟蒔刻 

JAC3760 �09 �55 �10 �30 

11 �15 �11 �50 

14 �50 �15 �20 

JAC3774 �17 �15 �17 �50 

＊SJAC3762、」AC3763便は5／4、6、8／1－10／28のみ運航

」AC3763便は8／1－10／28　40分遅発35分遅着
＊19JAC3768、JAC3769倭は4／1－7／31のみ運航

●上記運航スケジュールは2017年2月現在の4月の運航予定で、連館会社・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JALグループ国内線時刻表または旅行会社でご確認ください。

81泊コース出発日カレンダー　　　拙発日によ。、基本代金力異なりますのでご注意ください。

自 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �畠 �月 �火 �水 �木 �金 �＋ �日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �自 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �自 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �雷 �月 

4月 � � � � � � �1 �乙 �ユ �4 �う り‾ �6 �7 �＿8 �旦 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 � 
B �B � �B �B �P � � �B � � � � �H �H 

5月 � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 A �23 Å �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 � � � � � 
！ �丁 � � �K �：し �曹‾ �A �A �A �A �A �竃 �A �A �A �A �A �A �モ �A ���A �A �A �亡 �A �A �A �A 

6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 � � � 
A �A � �／Å �A �A �A �A �Å �モ �A �A �A �Å �Å＼ �A �盲 �A �A �Å／ �A �A �A �モ �A（ �Å �A �A �A �A 

7月 � � � � � � �1 �2 �⊇ �4 �5」 �6 �〈7／ �8 �＿＿9 �10 �11 ℃ �12 �13 �14 �15 �＿16 �17 �坦 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 
H � � �1 � � � � � � � � � � � � � �F‾ 

8月 � � �1 日 �Z H �3 日 �4 H �5（ l �e l �7 ‾J �8 7 �9 し �10 ∴し： �11 ：し �12 松／ �13 �14 �15 �16 �lZ �18 �19 �20 H �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 A �29 A �30 A �31 A � � � � 

9月 � � � � � �1 A �2 t∴ �3 A �4 A �5 A �e A �7 A �8 A �9 �10 A �11 A �12 A �13 A �14 Å �15 �16 H �17 H �18 冨 �19 Å �20 A �21 A �22 A �23 号 �茜 Å �ZS A �26 A �27 A �28 A �29 A �30 ＼藍 � � 

10月 �1 モ �2 モ �3 ど �4 モ �S t �e J �7 H �8 �9 円 �10 ど �11 モ‾ �12 ど �13 ／管 �14 も �15 モ �16 2 �17 �18 冨 �19 菖 �20 ど �21 �22 モ �23 �24 瞥 �25 童 �26 モ �27 で �28 G �29 �30 ：苫 �31 モ � � � � � � 

看基本代金宮崎・鹿児島発／1名楼（おとな・こども同額）　　　　　　　　　　　　単位：円

宿泊 日数 �囲 �基本代金 部屋タイプ �A �B �C �D �重く �F �G、 �H �l �」 �K � 

1泊 �N［21口lA �3名／1室 �27，100 �27，800 �27，800 �28，800 �31i800 �31，800 �34，800 �38潮 �43，800 �50，800 �50，800 �57，800 

2泊 �N［21口2A �3名11室 �32，300 �33－300 �33，300 �34潮 �35調0 �3：榊0 �37，800 �40，800 �45，800 �52，800 �56i300 �63，800 

3泊 �N［21□3A �3名11室 �38，300 �40，800 �40，800 �4栂00 �42，300 �42，300 �4雄00 �54，800 �56，800 �59，800 �64，800 �鯛00 

田口内宮崎、鹿児島発＝8、屋久島、程手島発＝9、奄美大島、喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島発＝5

8　漢音音容8割SSEES蘭書青器用回〇m宣iil回田堰」＿＿一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

●当日やむを得ない理由（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、フライト差額の払い戻しはご
ざいませんので、あらかじめご了承ください

＊9」AL2468、JAL2469値は8／1－29のみ運航

＊8JAC2450倭は8／1－10／28　60分早発55早着

＊10」AC3990、JAC3999便は5／3、4、6、7、7／15、17、

8／10－20、9／16、18、10／7、9のみ運航
＊21JAC3724便iお／1－7／3145分遅発着、

8／1－10／28は」AL3724便にて130分早発135分早着
＊22JAC3726便はら／1－7／3195分遅発着

8／1－10／28は」AL3726便にて運航
＊23JAC3730便はう／1－7／3155分遅発着

8／1－10／28は」AL3730便にて運航．
＊24」AC3725便iお／1－7／31のみ運航　，

＊25JAC3733便はら／1－7／31運休

8／1－10／28は」AL3733便にて運航
＊26」AC3735便はら／1－7／3185分早発窟

8／1－10／28はJAL3735億にて連続
＊40JAC3727億は8／1－10／28JAL3727便にて運航

＊11JAC3742便は4／26－30のみ運航

＊12」AC3743便は4／1－25運休

＊13JAC3748硬は4／1－14運休

蕃14」AC3998便はら／3、4、6、7、7／15、17、9／16、18、

10／7、9のみ運航
＊27JAC3752便（お／1－10／28　40分早発着

＊28」AC3756便はう／1－7／31のみ運航

＊29JAC3746、」AC3758便は8／1－10／28のみ運航
＊30JAC3745便はら／1－7／31連休、

8／1－31100分遅発着、9／1－10／28　85分遅発青
春31JAC3997億は5／3，4、6、7、7／15、17、9／16、18

10／7、9のみ運航
＊32JAC3755厘は5／1－10／28　45分早発着

＊33JAC3757便は与／1－10／28のみ運航

＊34JAC3800便は4／15－30　65分早発着

5／1－3170分早発着、6／1－10／28　75分早発70分早着
＊35JAC3804厘は4／1－14運休、4／26－30　80分遅発75分遅着

5／1－10／28　75分早発70分早着
＊36」AC3808便は4／26－5／3165分遅発着

6／1－9／30　65分遅発70分i星着

＊37JAC3801値は4／15－30　65分早発看

与／1－3170分早発着、6／1－10／28　75分早発着
＊38」AC3803便は4／1－14運休、4／26－30　75分遅発着

5／1－10／28　70分遅発着

臆2・3泊コース共通出発日カレンダー拙第日（こより、基本代金が異なりますのでご注意ください。

臼 �月 �火 �球 �誌 �釜 �土 �日 �風 �火 �氷 �木 �金 �土 �日 �局 �火 �水 �木 �金 �土 �日 �月 �火 �水 �木 �金 �± �日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �日 �烏 

4月 � � � � � � �1 �2 �3 �4 �5 �＿6 �＿7 �8． �9 �10 �11 �12 �13 モ �14 G �塘 �碕 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 � 
G � � � � �菖 �G �G � � � � ���G � � �B �8 �B �：E � �B � � � � �H �／i � 

5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 � � � � � 
K �K �K �K �K �J � �A �A �A �A �D �臼 �A �A �A �Å �A �D �頓 �A �A �A �A �A �D � �A �A �A �A 

6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 D � � � 
A �D �D‾ �A �A �A �A �A � �D �A �A �A �A �Å � �廿 �Å �A �A �A �Å �D � �A �A �A �A／ �Å＼ 

7月 � � � � � � �1 日‾ �2 �3 �4 ‾B �5 B �e B �7 0 �8 D �9 B �10 8 �11 B �12 �13 H �14 日 �15 K �16 丁 �17 �18 �19 �20 し． �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 H �30 H �31 H 
－ ��������� ����� � ����F �くニ �C． � �C �こ � 

8月 � � �l l �2 1／〈 �3 十 �4 �5 �ら �7 �8 �9 �10 �11 �12 K �13 K �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 lA �29 Å �30 賞＼ �31 A � � � � 
：し： �：し �、紘 �し ���K �し �／L �′ � � � �く－ �tj �lL �｛二 �F �● � 

9月 � � � � � �l D �2 ロ �3 A �4 A �5 A �e A �7 A �8 日 �9 D �10 A �11 A �12 A �13 A �14 H �15 丁 �16 �17 H �18 2： �19 A �20 Å �21 A �22 D �23 D �24 A �25 A �26 A �27 A �28 A �29 か �30 ‾ど � � 

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 �埜 �27 ∴E： �28 �29 �30 �31 � � � � � � 
t： �電 � �甘 �一手 � �K �丁 �－1（ � � � �盲 � � � � � � � �E �電 �ど �亡 �ど ��� �ど �モ � 

書発地基本差額代金（1名桜） 
※屋久島・種子島・奄美大島・喜界島i徳之島・沖永良部島・与論発は宮崎・鹿児島発基本代金に下記の差額が必要となります。（おとな・こども同額） 

程 屋 奄 �手島発／右記期間以外は＋11，000円、C期間は＋15，000円 久喜発／右記期間以外は＋12，500円、C期間は＋16，000円 

昇 �界 永 �＝　　一一　▲・●－i・一一　　　　●〇°〇　　　　一一一　　　　　　　、 良部・与論 �発／A・B・D期間　＋14，000円　C期間　＋28，500 �問，関田」一し期間＋17，500円 円2－嘲問＋：楓000円」～し期間＋20，000円 

また、フライトによってはフライト差額が必要となります。

Aフライト差額

淘最iS細雪音量重晴間を覇日輪…

復路搭乗日 �右記以外 �7／15、8／8・9 � � 

Aフライト差額 �差額なし �＋5，000 �＋8，000 �＋16，000 

Bフライト差額 �－1．500 �－1，500 �－1，500 �－1．500 

L差額なしi　基本代金でご利用いただけるホテルです。

義1圃i捌き長閑…iEi…

グループ �／／a � ��● �� �� ��● ��」 � � �T � � ��高率轟ニー＼測 

； �全日 �4／16－5／2 5／7－7／14 7／17－8／5 ��4／1－15 5／3〈－6 ��4／16－5／2 5／7－7／14 7／17－8／5 ��4／1－15 5／3－6 ��右記以外 ��4／30、5／3－5 7／15・16 �右記以外 �4／30 �右記以外 �4／30 5／3－5 7／15・16 �全日 ��全日 

7／15・16 ����7／15・16 ������5／3一与 

8／20－11／6 ��8／6－19 ��8／20－11／6 ��8／6－19 ����貌講 10／7・8 ��7／15－8／9 9／16・17 10／7・8 ��8／6－19 9／16・17 10／7・8 

日～金 �土・休前日 �日一金 �土・休前日 �日～金 �土・休前日 �日一会 �土・休前日 �日一金 �土・休前日 ������日一合 �土・休前日 �日一会 �土・休前日 

3名／1室 �差額なし �＋1，500 �＋2，500 �＋2，000 �＋3，000 �＋2，500 �＋4，000 �＋3，000 �＋5，000 �＋4，000 �＋6000 �＋8000 �＋6500 �＋9500 �＋11000 �＋14000 �＋16500 �＋18500 �＋23000 �＋44500 

2名／1室 �＋1000 �＋3．500 �＋4，000 �＋3，000 �＋4，000 �＋4，000 �＋5，000 �＋3，500 �＋6，000 �＋5i500 �＋8，500 �＋9，500 �＋8，500 �＋1工500 �＋12．000 �＋16，000 �＋17i500 �＋27，500 �＋29，000 �＋50．000 

1名／1室 �＋2，000 �＋5，000 �＋5－500 �＋5，000 �＋6，000 �＋与i500 �＋6，000 �＋5，500 �＋7，000 �＋8，000 �＋9，500 �＋10，500 �＋10，500 �＋12，500 �＋15，500 �＋19，500 �＋23，000 �＋39，000 �＋34，500 �＋56，000 



言∴∴葵菊鍋田1着鱒 ��ー　01 �一覧 � 

奈良ロイヤルホテル �天然温泉無料サービス � �ホテル日航奈良 �連泊のお客さまへレストラン利用券1，000円分付き（滞在中1回） 

● �三井ガーデンホテル大阪淀屋橋 �朝食券をPAYテレビ又はコンビニ金券として利用可（差額の返金はございません） �● �東部タワーホテル �たわわちゃんあぶらとり紙サービス（滞在中1回） 

● �ホテル京阪天満橋 �女性のみアメニティグッズサービス（滞在中1回） �● �三井ガーデンホテル京都三条 �女性のみあぶらとり紙サービス（滞在中1回） 

● � �女性のみレディースアメニティセットサービス（到着時1回） �● �京都ロイヤルホテル＆スパ �ホテルオリジナルあぶらとり紙サービス（滞在中1回） 

● �ホテルセントノーム京都 �ホテルオリジナルあぶらとり紙サービス（滞在中1回） �● �神戸ベイシェラトンホテル＆ タワーズ �シ工ラトンスクエア3階神戸六甲温泉「演泉」利用可 

● �からすま京都ホテル �「ちょっぴりプレゼント（和雑貨）」（滞在中1回） 

ホテル日航大阪 �朝食券を館内直営レストラン・バー・ラウンジにて3，300円金券扱い可（ただ し換金不可、お釣りはできせん） ● �ホテルパールシティ神戸 �神戸ガーデンスパ入浴券サービス（滞在中1回） 

● � �連泊のお客さまへ館内お土産利用券1，000円分付き（滞在中1回） � �ホテルニューオータニ大阪 �駐車場無料サービス 

∵ �リーガ中之島イン �朝食券をカフェテラス利用券（li180円分）として利用可 � �びわ潮大津プリンスホテル �21－30階の部屋指定 
∴ �ホテル京阪京橋グランデ �JR（京橋→ユニバーサルシティ駅）の片道乗車券サービス（希望者のみ） � �ヒルトン大阪 �客室内でのインターネット接続無料サービス （ログインしてから24時間以内） 

意ホテル大阪ベイタワー �女性のみトラベルアメニティキットサービス（滞在中1回） 

ハイアットリージ工ンシー京都 �京都駅八条□→ホテルまでMKタクシー付き（19：00まで／滞在中1回）、 ホテル→京都駅八栗口までお荷物配送サービス（お1人様1個／滞在中1回） 三態 �室三井ガーデンホテル京都四条 �女性のみあぶらとり紙サービス（滞在中1回） 

＊対象となる座席数には限りがあり、お取りできない場合がございます。＊事前に座席指定ができない場合はご搭乗日当日空港にてお手続きください。
＊使用航空機の変更により、予告なしにご指定済みのお庭席番号が変更・取り消しとなる場合がございますのでご了承ください。

JALは・空でもつながる。壷　　　　　　　㊥雑誌 

園JAL国内線機内インタ臆ネット無料キヤンペ �≡部面聾r8露語で 
対象便：機内WトFけ－ビス対象便（JALSKYNEXT）※機内での無線LAN対応端末およびイヤホンの貸出しはございません　　諸しくはwww．jai．〔0．jp／Skynext／wifi／ 

◆詳しくは、

WWW。jai，Co，jp／domlservice／touchandgo／

旅行案件（要約）お申し込みいただく甜こ、このページと各コースごとのご案内や注意事項等を必ずご確認ください。　　2016・12

漢募集型企画旅行契約　この旅行は、株式会社ジャルパック（以下「当社」という）が旅行を企画して実施す
るものであり、お客さまは、当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」という）を締結することになります。また、

契約の内容・条件は、本パンフレット、旅行条件書、確定書面（旅程表）および当社旅行業約款募集型企画旅行契

約の部によります。

漢旅行契約の申し込み・旅行契約成立（1）所定の旅行申込書に所定事項を記入のうえ、次に定める申込
金を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金または取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。

狩篤釜／＿‾／’一三 台∴千人勘∴ �沖0，000円未満 �30．000円未満 �60，000円未満 � �90，000円以上 

萬遮蚤享 �3，000円 �6．000円 �12．000円 �18，000円 � 

（2）当社および当社の受託営業所（以下「当社ら」という）は、電話、郵送、ファクシミリその他の通信手段による

契約の予約を受付けます。この場合、お客さまは、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3

日以内に旅行申込書と申込金を提出していただきます。（3）契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受

理した時に成立するものとします。（4）旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前まで

に全額お支払いいただきます。ただし、13目前以降にお申し込みされた場合は、お申し込み時に全額お支払い

いただきます。

漢旅行代金　旅行代金は、特に注釈のないときは満12歳以上の方はおとな旅行代金、満3歳以上12霞未満

の方はこども旅行代金を、おとな・こどもの区分表示がないときは満3歳以上の全ての方に当該旅行代金を通

用します。

営添乗員添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。旅程表およびお客さまが旅行に必

要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客さまご自身で行ってい

ただきます。また、悪天候などお客さまの貢に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった境

合は、当該部分の代替サービスの手配や手続きはお客さまご自身で行っていただきます。

音取消料等　契約成立後、お客さまのご都合により契約を解除される場合は旅行代金に対してお1人様につ

き次の料率の取消料を、所定の期日までに旅行代金のお支払いがなく当社が契約を鰭除した場合は取消料と

同額の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客さまが契約を解除される場合は、ご参

加のお客さまから運送・宿泊機関等の（1台／1室当たりの）ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれい
ただきます。

e）旅行開始自

業置くfを除く）

鏡旅行開始後
または

無蓮経不参加

※i取消料賀田左記マーク付きのオプショナルプランも上記適用

注）「日帰り旅行（ツアー）」に限り、a、bの取消料は（）内の期日とします。

春鵬開始鼠編目から 膝をさかのぼって

靭3圏一2日前

d嫡爛開始日

当日態を除く）
㊦利用開始後

：諭靖款悪運籍不参郷

※i取消料SH左記マーク付きのオプショナルプランは上記適用

＊上記表内の「旅行開始後」とはジャルパックデスクで「受付」を行なう場合は「受付」完了後。「受付」がない場合

は最初に航空機に搭乗する空港の「手荷物検査場」での検査が終了した時となります。

＊お客さまのご都合により旅行開始日・コース・利用便・宿泊施設等行程中の一部を変更される場合も契約の解

除とみなし、上記取消料の対象となります。ただし、旅行開始日の6日前以降の変更はできません。
＊各コース・オプショナルプランに通用取消料が記載されている場合はその取消料を適用いたします。

＊オプショナルプランは利用開始日を基準として適用されます。

轄旅行条件・旅行代金の基準期日　この旅行条件は、2017年2月1日を基準としています。また旅行代金
は、2017年2月1日現在の有効な運賃・料金・規則を基準として算出しています。

田ご注意（1）お客さまのご都合によるご予約度や旅程の変更はできません。（2）交通渋滞など当社の貢に帰

すべき事由によらずご予約便にお乗り遅れの場合、あらたに航空券をご購入いただきます。また、ご予約便の

払い戻しもできません。（3）悪天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなく
なった場合、当該旅行サービスに対する取消料等の費用を差し引いた金額をお客さまに払い戻します。ただし、

代替サービスの宿泊費・交通費等はお客さまのご負担となります。

題個人情報の取り扱いについて　下記受託販売欄に記載の受託旅行業者等および当社は、申込書に
記載された個人情報について、お客さまとの連絡のために利用するほか、旅行において運送・宿泊機関
等の提供する旅行サービスの手配のための手続き、または当社の保険の手続きに必要な範囲内で利用
します。＊そのほか当社の個人情報取り扱いに関する方針については「旅行条件書」および当社ホームページ

（http．／／www．JaL．C0．JP／tourS／f00ter／PriVaCYhtmL）をご参照ください。

コース内容や空席状況のことなどお気軽にご相談ください。

050菓3155°3333億諾書誌詰
＊旅行会社の方は、ジャルパック国内ツアーデスクへお問い合わせください。

（電話番号は「JALSaiesWeb」にご案内しております。）

i旅行企画・実画

株式会社ジャルパック
観光庁長官登録旅行業第705号

〒140－8658東京都品川区東品川2－4－11野村不動産天王洲ビル

㊤昔蒋籠聾全盛
さら諒を。

聖藷が

旅行業公正取引
協議会会員

34110057

ふく悪霊も．う」．

発行日：2017年2月3日1702／MR　発行所：株式会社ジャルパック　無断複製・転載を禁じます。

◆お問い合わせ・お申し込みは
〈受託販売〉

旅行業務 業所での �取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う営 

取引きの責任者です。このご旅行の契約に関 � 
し、担当者 �からの説明にこ不明な点がありましたら、ご遠 

慮なく下記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。 

〒窮持鵬雷碕肩．転封丁凱無痛愕

醒贈麟擦動労薔旅行会
甘塩LO経基一蹴5FAXO985－2圭861g

総合旅行業務取扱管理者
藤　田　ノ整∴意


