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e復路偶は14日間まで延長OK！

eホテルは何日目のご利用でもOK！

eマ巾レがたまります！※嵩擢繕藷蕊

諾翳欝議了なら・認諾賎諾紫琵諜報なります。

園藷溺園
紫豊胸岨酸饗饗滋幽幣整組閣密語譜攣継嗣幣幣嬢馳醒轡避露盤御幣藷㌢曜猿網擢語必】覇関

●回14・00／圃1100　el●2名に1宣　　　　CHp13‥00／Ⅲ十日00　⑲〔図15‥00／圃11：00　の〔亘〕15‥0α回国12：00　3回15‥00／囲10：00　。〔画15，00作Hi11．00　●〔画15・00／囲10：00

●JR・京浜急行品川駅高　＿譜嘗i黒帯鴬常盤∩∴車重メトロ新宿御苑前駅∴㊧東京メトロ新宿三丁目　㊤りんかい線品川シーサイ・京浜急行新馬場駅北口・JR池袋駅東口より徒歩　●JR池袋駅東口より徒歩

証よ潅漑霧…：親鮮麗勝1i議壷継続
e除外日”5／6

駅B2・B3・C6・C7番出　ド駅A出口より徒歩約1分　　すぐ　　　　　　　　　　約5分　　　　　　　　　約6分

口より徒歩約5分　　　　㊨除外目．4／1－13∴∴∴∴㊤除外日10／1－12／12

園品川周辺／SNA　　　園新宿／SJK　　　　園新宿／SJK　　　　囲新宿／SJK 重潤i品川周辺／SNA　　　寡詣遺言国品川周辺／SNA tm瑚池袋・目白／lKE 駒岡は池袋・目白／iKE

三はLT聖uy1iフ＿（雪空三望LWJqON他日iiL：書目三V二日後日量〃7’南〃冊iiii＿uT型空脚抑」㈱liiLliJiE草山手住軸l u動㈱日蟻達王墓Iliiqkit；形／“シ刑聞Ilと和正SIりfOコ回教刑i肌葛
●霊能農　　　●1°2名に1室　　　el●2名に1室　　　叶2名に1室　　　el・2名に1室　　　el名に1室　　　。1名に1室　　　・1名に1室

・回15・00／田100：悪端麗瑞言悪譜籍終日愚龍鷹露㍉講読鮭缶0　窯業豊蟹謀議∴無駕豊篤批鮭：誤完謙譲識
諜耀撥‘7番　出口より徒歩約2分　出口より徒鞠2分　出口より徒歩約2分　詰吾議轢課AS※藷幾驚鸞謀料，町駅軸より徒歩約8分※籠繕‡グとなります（脚

○除外日4／1－26

囲赤坂／AKZ　　　　囲銀座／GiN　　　　囲銀座／GiN　　　　囲東京駅周辺／lYS　　囲東京駅周辺／TYS　　国東京駅周辺／TYS

蛸韮竃躍犠韮園田
㊧1・2名に1室喫煙は1名のみ

2名1室はダブルルーム

圏書舐ifi国表浜松町田町／HMC E納ii国は品目周辺／SNA

諒麗訂「‾∵∴駕嘉子等語

薯響浣ル＿ム　　01名に1室　　　　㊧1●2名（こ1室暁は1名のみ∴∴計上2名に1室　　　⑰1・2名に1室　　　e1－3名iこ1室　　。1名に1室　　　・1－3名に1室・圃5・00／圃10‥00　濃紫態　e読…詣0‥00　薄盤羅瑠主恩絹籠擬言悪緒親能：藷龍議艶講．箭告諭1。。
‘慈悲中央口よ。e除外日10jl～12／12讃嵩器歩歩約3分　　課詣搭懇望／12　出口よ。徒歩約2分　口より徒歩約3分‘謙語調印より徒

囲品川周辺／SNA　　囲蒲田・大森／KMA　　囲蒲田・大森／KMA　　囲品川周辺／SNA　　園田田上野浅草・両国／UEN　園上野浅草両国／UEN　囲上野・浅草両国／UEN∴l園田お水道徳・飯田橋／SDl

1・2名に1室　　　　　　e1－3名に1室 1・2名に1室 1名に1婁　喫煙は1－3名　　el名に1室　喫煙は1－3名　　●1－3名に1室
●図15些［璽10・00　・〔亘〕15”00／圃〕12：00　0［亘‖6：00／回田12‥00　①〔工面15：00／田12：00　⑲面15：前席亘10・め∴e〔画1まbo肩画1000

1・2名に1室
2名1蔓はダブルルーム

西口より徒歩約2分
国水道橋・飯田橋／SDi　囲上野浅草両国／UEN　圃上野・浅草両国／UEN　囲東京駅周辺／TYS　園その他23区内／lYi　囲その他23区内／lYi　困23区外／TYZ

1・2名に1室

〔工面1500／回目：00‘’R水道橋賑口より徒eJR両国駅西口より徒歩eJR浅草轍東口●都営碩京メトロ茅卿馳b e蒸メトロ南西駅南e霜メトロ未熟4A出：寵畠課鵜●露語謙語享
歩約5分　　　　　　　約1分　　　　　　　　地下鉄浅草橋駅Al出口　出口より徒歩約3分　　　口より徒歩約2分　　　　口より徒歩約3分

より徒歩約2分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約4分、小田急線町田駅　駅より徒歩約7分

動揺同郡i23区外／TYZ

蘭画
el名に1室　　　　　　　Ql・2名に1室喫煙は1名のみ∴㊧1－3名に1室

〇回15：00／圃10：00　0回〕14：00／回田12“00　⑭回15：00／田12：00

横浜

蟄動蛇膨物瞳獲躍闘士型壁塾麹轢開き副［瑚　幽臨閲　歴旺棚匪塾堕些避
ol名に1室　　　　　　・1・2名に1室　　　　　　el名に1室喫煙ま1・2名∴∴⑲1・2名に1室

㊤〃012：00／田12：00　・回1400／図11‥00　〇回14：00／圃1000　㊤〃1014：00／田12：00

嶽‖駅南口胡徒歩　●隷川崎駅東口よ惟歩約　0JR関内弼口より徒歩　輔関内駅北面。徒歩　㊤而京浜急行商藻駅きた　譲千葉駅東百ま。桑歩∴三両手彙醸高ま蕗歩
論議認諾豊　約5分　　　　籠詮雇繋鵠ノ出諒濫詰搾響衿　約3分　　　　約7分

国23区外／lYZ　　囲Iii崎／KWS　　園その他横浜／YOZ　園その他横浜／YOZ　囲横浜弼辺／YOK　園その他千葉／CBZ　囲その他千葉／CBZ

お申し込みは出発日の前日から 

起算して7日前まで承ります。 

旅
行
代
金



・1－4名に1室　　　　　81－4名に1室　　　　　el・2名に1室　　　　　。1名に1室　　　　　　e1－3名に1室　　　　　㊤1名に1室園圏　　　。1・2名に1室暁は1名のみ．el・2名に1室

・uH1300／（画〕12．00　・〃1014：00／図12：00　〇回14：00／団1100　eC画15：00／囲10：00　㊤〔二重〕14：00／圃1100　㊤回14・00／圃11“00　0〔垂〕1300／圃1100　　2名1室はダブルル‾ム

●成田空港第2ターミナルよ　oJR・京浜急行品川軟膏　りんかい線品川シーサイド　e京浜急行・都営地下鉄泉　㊤JR新宿駅南口より徒歩　eJR新宿駅南口より徒歩　eJR新宿駅中央東口より　㊤回15iOO何回12：00

灘盤詣紹　輪口より徒歩純分　罵濫諜驚讃誘青　罵訝A4出口より徒歩㊤離5／6∴∴　競う／6　　　徒歩約1分　　　e謡誌濫誤下鉄
①除外自ら／6　　　　　　　㊧除外日：10／1－12／12

囲成田／NRT　　　園品川周辺／SNA　　国訓i周辺／SNA　　園品川周辺／SNA　　囲新宿／SJK　　　囲新宿／SJK　　　囲新宿／SJK　　　園新宿／SJK

高田罵馬　　　　　　r

整圏
1・2名に1室喫国訓名のみ∴01・2名に1室　　　　　　e1－3名に1室 1・2名に1室喫煙は1名のみ∴∴㊥1－3名に1室

e〔亘画1400／団11：00　0回15：00／圃10：00　6回14：00／回田12：00　e〔画15：00／圃11：00　　製畢：名望

JR高田馬場駅早稲田□　・JR池袋駅東口より徒歩　eJR池袋駅東口より徒歩
より徒歩約2分　　　　　　約6分　　　　　　　　　　約8分

除外自ら／6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0除外日11／13－12／12

㍍i嗣新宿／SJK　　　　　師宣粗池袋・目白／IKE　　　齢隠甜池袋・目白／iKE

。1名iこ1室　　　　　　　61－3名に1室　　　　　　el・2名に1室

・〔I鴎15－00／囲12：00　0回15．00／圃1100　0回1500／回田12：00
・東京メトロ半蔵門駅3a・　e東京メトロ半蔵門駅5番　eJR東京駅八重洲北口よ

4番出口より徒歩約1分　　出口より徒歩約1分　　　　り徒歩約5分
e除外日5／6　　　　　　　　　　　　※驚誌隷輩でとなり

距国璽
1・2名に1室　　　　　　　el・2名に1皇

室室旦シャワープ一望婆となります。・口重）15：00／団11．00

1－3名に1室
3名1室は和室

義元面丁醒無雑詔鵠無籍籍豊○藷謹護粥：覿整離擢
出口より徒歩約1分　番出口よ惟歩約4分　出口より徒歩細分　　　　　　出口より徒歩約2分

国赤坂／AKZ　　　　囲赤坂／AKZ　　　　園赤坂／AKZ　　　　亘亘垂直赤坂／AKZ　　　　囲赤坂／AKZ

el・2名に1室　　　　　　㊤1・2名に1室　　　　　　01－3名に1室　　　　　　㊦1名に1室　　　　　　　㊤1・2名に1室喫煙は1名のみ

㊤⑲15：00／囲10：00　①〔土田15：00低目“00　・回15：00／図10：00　・〔重囲15”00／団11：00　・〔画14●00／回目：00
0東京メトロ虎ノ門駅1番　eJR・東京モノレール浜松　eJR・東京モノレール浜松　・JR浜松町駅北口より徒　・JR田町駅芝浦口より徒

出口より徒歩約7分　　　　町駅より徒歩約8分　　　　間駅北口より徒歩約8分　　歩約8分　　　　　　　　歩約4分
※朝食は軽食となります（無料）

囲赤坂／AKZ　　　　　哩重要国赤坂／AKZ n境的東京駅周辺／lYS　　剛商都）新橋汐留／SBS　　　略聞悶浜松町田町／HMC　　霊調的司書は浜松町・田町／HMC

。1・2名に1室　　　　　　01名に1宣　喫煙は1・2名　　●1－3名に1室　　　　　　01名に1室

。回1500／囲12：00　。回15：00／図11“00　e〔工面15”00／回田12：00　①回15：00／団10：00
1・2名に1室　　　　　　　el・2名に1室

田14：00／田12：00　e回15：00／囲11：00

繭正id浜松町田町／HMC　　駒醐浜松町田町／HMC

浅草橋／　　　　　　　八丁堀騒二二三賽：≒

1名に1室　　　　　　　　el名に1室

田1500／図10：00　〇回14：00／圃11：00
JR目黒駅西口より徒歩　①東急線三軒茶屋駅北口　eJR大森駅中央口直結　　①JR蒲田駅東口“京浜急　㊤JR上野駅浅草口より徒　eつくばエクスプレス浅　eJR浅草橋駅東口・都営　e東京メトロ八丁堀駅A3

約4分　　　　　　　　Aより徒歩約2分　　　　　　　　　　　　　　　　行京急蒲田駅西口より　　歩約2分　　　　　　　　掌駅Al出口より徒歩約　　地下鉄浅草橋駅A3出口　　出口より徒歩約1分
徒歩約5分　　　　　　　e除外日与／6　　　　　　　2分

e除外日10／1－12／12

囲渋谷・恵比寿／SBY　　囲渋谷恵比寿／SBY　　園蒲田・大森／KMA　　園蒲町大森／KMA　　‘圃上野浅草・両国／UEN　‘証匿う上野・浅草・両国／UEN

醗藍閣
1－3名に1室　　　　　・1名に1室　　　　　　　el・2名に1室 1・2名に1室 1－3名に1室

e細面14：00／圃11：00　6回14：00／囲11－00　①回14：00／回田11：00　6〔画14：00／回目：00　㊤〔二亘）14”00／回田12：00

eJR両国駅西口より徒歩　eJR神田駅西口より徒歩　⑩りんかい線国際展示場　㊤JR立川駅北口より徒歩・e京王線・小田急線多摩七

約1分　　　　　　　　　約3分　　　　　　　　　配・ゆりかもめ有明駅よ　　約5分　　　　　　　　　ンタ一駅より徒歩約2分

リ徒歩約3分
①除外日8／9－11

剛聞上野浅草両国／UEN　　鞘両面粗神田・秋葉原／KDZ　　職簡管に櫨台場／DiB

el名に1室　　　　　　　　el・2名に1室

〇回15：00／囲10：00　　2名1室はダブルルーム

e京浜急行京急川崎歎直　e田14：00／圃11：00

結、JR川崎駅より徒歩約　eJR川崎駅東口より徒歩約
5分　　　　　　　　　5分、京浜急行京急川崎

㊤除外日10／1－12／12　　駅中央口より徒歩約7分

齢航起因は川崎／KWS　　　　　車Iii崎／KWS

、遼鮮慈譲喜二言一章一藍

e除外自ら／6

聡随EElJ23区外／lYZ　　　　船舶閑23区外／TYZ

el・2名に1室

㊤〔亘114“00／回目：00
㊤つくばエクスプレスつく

ば駅A3出口より徒歩約
2分

団蜘連綿その他関東／KTZ

1・2名に1室●　　　　　　㊨1・2名に1室 1・2名に1室

1－3名に1室

田14：00／回田13：00
JR浦和駅西口より徒歩
約7分

悌E国運さいたま／STM

閥務凝議議題議発繋綴獲響

1－3名に1宣　　　　　　㊥1名に1室

㊨1・2名に1室

㊨〔亘亘〕14：00／団11：00

㊥JR・京浜急行品川駅高

輪口より徒歩約2分
※朝食は軽食となります（無料）

書調節E岳d晶JI旧辺／SNA

固嗣婿頚遷獲藷圏
01・2名に1室

重囲15：00／圃10：00　　肇1室は夕空）捜＝仝　＿＿　⑦〔二回1500／圃10：00　㊦回14：00／田12：00　㊥口重〕14：00／図1年00　6回14：00／圃11：00

より徒歩約2分
除外日10／1－12／12
艦焔面容は上野・浅草・両国／UEN　　聯正粗東京訳田辺／TYS

el・2名に1室喫煙は1名のみ　・1・2名iこ1室

e〔匝〕14：00／囲10：00　●回14：00／回目：00
0JR桜木町駅東口より徒　eJR新横浜駅より徒歩約

歩約1分　　　　　　　　　2分

的随的その他横浜／YOZ　　墜堕垂哩その他横浜／YOZ

㊨1名に1室

㊧回14”00／囲1100
㊥JR・京浜急行品Iii駅高

輪口より徒歩約2分

軸縞澗∃i品川周辺／SNA

新宿　寒雲養

1・2名に1室
2名はツイン・ダブルより選択可

回1500／圃10：00
JR・京浜急行品lii駅高

輪口より徒歩約3分
除外日10／1－12／12

郎面白さ品Ii旧辺／SNA

1・2名に1宣喫煙は1名のみ∴⑱1・2名に1室

田15：00／囲10●00　3〔工面15：00／回目：00
JR・京浜急行品lll駅高　6回14：00／回目・00　㊨工藤谷駅宮春霞口より　oj醸谷駅ハテ公口より　㊧jR新宿駅東百より徒歩　e東京メトロ東新宿駅B2　㊨東京メトロ西薪宿駅1番　㊦東京メトロ赤坂見附駅A

嶽諜深籍12　e言誤器改札口より　徒歩約2分　　　徒歩約7分　　　讐詮議羞主謀暴㊨誤吉諜誓1分　出口よ。鬱約扮　出口よ。徒歩約5分
歩約5分

国品川周辺／SNA　　　瞳品川周辺／SNA　　　高話面i渋谷・恵比寿／SBY In鯛的渋谷・恵比寿／SBY　　動脈両国壇新宿／SJK

MLバック

1

書細密id新宿／SJK m掘割新宿／SJK　　　　　扇面赤坂／AKZ



1・2名に1室　　　　　　。1名に1室
1名1室（まシャワ‾ブ‾スのみと　9回1500／囲11：00
なります。

ol名に1室　　　　　　㊥1名に1室　　　　　　el・2名に1婁　　　　　cl・2名に1室　　　　　可・2名に1室　　　　　01・2名に1室

西国15i印／国仕00　㊨〔垂）15：00／団1000　⑧⑲15・00／圃1100　㊤〔垂二）15．00／圃11・00　②〔匝）15．00／圃10：00　㊤回14：00／団12：00

禁教繕無窮謀議籠讃攫鎧慧口嵩下醐駅A5°諌メトロ“謡地下鉄痛楽町騙口より蒸メトロ両駅1番㊦商藤高ま嘘A6・A7出口より徒歩約　　東銀座駅5番出口より徒　徒歩約7分、東京メトロ　　出口より徒歩約7分　　　歩約3分、東京メトロ・都

監憲治∴監軸．秋葉原／K．．囲弼周辺／．YS響裟欄辺／T，S㊥藍諸宗雷／12　認識番出口囲新橋．汐留／SBS　讃

el名に1室　　　　　　　〇1・2名に1室

。回1400／囲11：00　　2名1室iよダブルルーム

oJR新橋駅烏森口より徒　㊧回1500／田11：00

歩約4分　　　　　　　封R浜松町駅北口より徒
歩約8分

晒粗新橋・汐留／SBS　　　腕鯛的浜松町田町／HMC

園

1・2名に1室

圏
図

画
＿－」

1－3名に1室　　　　　　el・2名に1室

⑫〔画15：00／圃10：00　㊥1－3名に1室喫煙は1名のみ∴雪珂名に1室　喫煙は2・3名　　01－3名に1 1－3名に1室　瞑嚢は1名のみ
㊤京浜急行天空橋駅より徒歩緋扮∴e〔画14・00／圃11：00　㊤〔画1400／囲12”00　6〔匝〕15：00／図1100　　禁煙ルームの1名Iまシングル・ダブ

湘空港⇔ホテル間無料遡バ　㊨京浜急行大森海醐よ　輔両国駅より徒歩約的、都　輔錦糸町駅北口より徒　蓬識競諾欝

鰭認識「擬盤／30　濫読馴口醗　歩約1分　　謹溜課より鍋
田羽田／HND　　　　園蒲田・大森／KMA　　園上野浅草・両国／UEN　　囲その他23区内／TYl　園神田・秋葉原／KDZ

驚蒲団

1・2名に1室　　　　　　el・2名に1室t＝l”∠石iLi至　　　　　　Oi～3右iこI至　　　　　　el●∠右にl室　　　　　　紗1・2名に1室　　　　　　el・2名に1室　　　　　　⑱1－3名lこ1室　　　　　　01・2名に1室　　　　　　　⑪1－3名に1室

竃綜詣蒜0　愚堤認認諾㊨箭影詩論0　無蓋灘謡韻　潔諾繕諜競言訊謁認懇篤∴茜嵩認諾競演経緯許諾

讐業警警告鬱誓誉警Z　警芸YZ壁詳子馨覇より

1－3名iこ1室　　　　　　01・2名に1室

約3分　　　　　　　　　みらい駅2番出口より徒

除外目4／28、5／3－5　　歩約7分

lii越

1－3名に1室　　　　　　㊥1－3名に1室　　　　　　91－3名に1室

回14：00／団仕00　1名1至妙ヤワープスのみとな脂す。㊥〔亘）14・00／団1200　㊤回14：00／面11：00　〇回1をbo周回12iOO
みなとみらい線元町・中　9回15：00／囲11：00　㊥JR大官駅西口より徒歩　㊧西武新宿線本川越駅直結　⑮JR海浜幕張駅より徒歩
華街駅1番出口より徒歩　⑬みなとみらい線みなと　約3分　　　　　　　㊨除外自ら／3－5　　　　約2分 1・2名に1室喫煙はト3名

2名1室はダブルルーム、3名1室は　●1・2名に1室
キングベッド1台＋ソファーベッド　　　1史i士勺、「）上．り

・甲14pO／璽11÷旦0　●〔I鴎1400／圃11：00

街駅2番出口より徒歩約1分
除外日土曜日・休前日
の1名1室、5／3－5
駒扁軍国国中華街山下公園／YMP

●1－3名に1室

●回14：00／圃11．00
名iまダブルツインより選択可　●JR大崎駅より徒歩約1分

田中報油下公園／YMP　園みなとみらい／MMC　固さいたま／STM E薩田その他関東／KTZ　園田幕張／MAK　　・JR・京浜急行品川駅高：蒜蒜講義読1議論

輪口より徒歩約2分　　　割酬テル閣騒頼難関蠍テ周

駒i嗣品川周辺／SNA　　　瞳品川周辺／SNA　　　唾品川周辺／SNA

●1・2名に1宣　　　　・1・2名に1室　　　　・1－3名に1窒　　　　・1－3名に1室　　　　・1・2名に1室　　　　　●1－3名に1室　　　　●1名に1室　　　　　－●1－3名に1室

●〔画15：00／囲11‥00　・回14‥00／図12：00　・図14‥00／岡里Pq＿・〔画14：00／囲11°00　・回14‥00／圃11‥00　空単三1哩ユヱ些均㌻＿＿　●⑲14：00／囲1100　●回15：00／団1200
●JR五反田駅より徒歩約　●JR渋谷駅ハチ公口より・東京メトロ外苑前期3番・JR新宿駅東百より徒歩・而薪宿駅青白より徒歩・回13：00／図1100　●元高宿覿百百より径歩　●J寵愛高高富まう在歩

．識日。／1－6／28　親鸞裟禁煙とな。ます。出口より徒雛分．諜競う／6　　．綜論－5／6　　°鰭言張口より徒歩　約扮　　　．護籍1。／1＿12／12

図品Jii周辺／SNA　　園渋谷・恵比寿／SBY　囲渋谷・恵比寿／SBY　圃新宿／SJK　　　囲新宿／SJK　　　囲新宿／SJK　　　園新宿／SJK　　　田園池袋・自白／iKE

離講習－‘嘉慧柴」ム　：吉語盤嵩旧m：古語i忌嘉副‾＝‾：古語恩恵副1．。。：鷲亨黒点的‥nn：薯鵠慌面，．m　二王語恵一一一“i“
認諾誉誓結誓蕊・聖磐蟹捜9，：悪堤緯籍競：寵謙綴藍藻：寵韻語藻：隷籠濃艶篭：無難謂無龍．認諾糧11。。●回14iOO他日12●00・東京メトロ蔚融6番出　‾釜台訪露箱蒜、’出　‾Ji＼畝…同七㌦、フ富く］∽ノU“∴∴∴‾J“＼小埋咽秋水］へノ1人亡“川小児個臥木］♂’ノ博“末水川‾］八部小柳

●馴聯三丁酪出口騰糊　口より徒歩約1分　　　　　　　　　　歩約5分　　　　　鞠2分　　　　　歩約3分　　　　　出口よ。徒歩約2分
JR新橋駅銀座口より徒
歩約3分

●除外自ら／6
園新宿／SJK　　　　囲赤坂／AKZ　　　園水道橋・飯田橋／SDi　園水道橋・飯田橋／SDi　園田お水道橋・飯田橋／SDl　園水道橋・飯田橋／SDi　囲六本木／RPG　　　園銀座／GiN

●1・2名に1室　　　　　●1・2名に1室噴煙Iま1－詣　●1・2名に1室　　　　　●1・2名に1室　　　　　el名に1室喫煙は1－3名　●1・2名iこ1室　　　　　●1－3名に1室　　　　●1－3名に1室

：態繰吉告悪擢籍難詰離籍韮・竃嵩㌶遣謂驚：離籍絹：護憲：議謹告翳諾謹
態竺講読諾諾．諒謹響3分　　鶉0番出口より徒歩約°蒜論詰響1番出　出口より徒歩約7分
より徒歩約1分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り徒歩約4分

国銀座／GiN　　　　園銀座／GIN　　　　囲銀座／GiN　　　　国東京駅周辺／TYS　園銀座／GIN　　　　囲銀座／GiN　　　　囲浜松町田町／HMC　囲尉ii周辺／SNA

JALIでック

2



1－3名に1室⑧：蝶争暮雲1－5名iこ1室 1・2名に1室

・箭篤志1訂：寵諜謹選：欝露静　態離船
●JR上野駅不忍口より徒　約3分

歩約13分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歩約3分

囲上野・浅草両国／UEN　　畦脆両国は上野浅草・両国／UEN　　臨書糧その他23区内／TYi　　駒聞iその他23区内／TYi

1－3名に1室 1・2名に1室　　　　　　●1名に1室　　　　　　　　●1・2名に1室

・回14：00／田13●00　●1・2名に1室　　　　　・回15．00／図11：00　・〔王国1500／曲目：00　・〔垂〕14：00／囲12：00
・東京メトロ赤坂見附駅・回1400／団12：00　・東京メトロ銀座駅A12　●JR新橋駅銀座口より徒　●JR有楽町駅東橋口より徒歩

10馳口より徒歩約1分‘繋課漕諜擢　出口より徒歩約2分　課詮寵瀧繋寡　維麗善感訪日

歩約3分

国赤坂／AKZ　　　　囲銀座／GIN　　　　　園銀座／GiN　　　　　圃銀座／GiN　　　　　園銀座／GiN

1－3名に1室

圏醗闘
1・2名に1室　　　　　　　●1－3名に1室

1二3名に1室堅些事十2名のみ　・回14：00／回目：00
〔垂〕14：00／回目・0〇　・回14：00／圃11●00　・而薪宿駅南百まう徒歩約
JR海浜幕張駅より徒歩　●JR・競急繊ii駆捕口より鰐締分∴∴3分

約5分　　　　　　　　　　品Iii駅⇔ホテル間無料送迎パ

ス運行（詳細は直接ホテルへ）

剛iif聖油幕張／MAK　　　　　駒飼韮粗品Ii個辺／SNA　　　陣粗新宿／SJK

1・2名に1室 1－3名に1室 1・2名に1室

．回1000／圃1加．詣嵩諦窪擢諾：謀殺籠課
●JR新橋駅銀座口より徒　●東京メトロ水天宮前駅直結　り徒歩約3分

歩約6分、東京メトロ銀座　　リムジンバスにて羽田
駅A3出口より徒歩約5分　　空港より約25分

間i嗣i銀座／GIN E縮iiI司∃〇その他23区内／TYi　　駒重畳増新橋・汐留／SBS

1・2名に1室 1・2名に1宣 1－3名に1室

．皿東京モ，レ一腰松．JR．東京モノレール浜松．回，5：0。／囲，1‥。。：鞋議籍説濃．竃緒詣遥論語．謹話蒜遥構蒜：悪果統監：恐鷲綜隷農
町駅より徒歩約8分　　　間駅より徒歩約8分　　・羽田空港国際線旅客　　　約2分、東京メトロ上野駅　●東京メトロ浅草駅2番出　●JR錦糸町駅南口・東京メ　　り徒歩約10分　　　　　みらい駅より徒歩約3分

1番出口より徒歩約1分　　口より徒歩約2分　　　　トロ錦糸町駅より徒歩　●除外日i／1こら／16　　　●除外日5／3・4●除外目5／6　　　　　　　ターミナル内

閣扁i岳d新橋・汐留／SBS　　　廊鯛謝浜松町田町／HMC　　園田i羽田／HND

1－3名に1室 1－3名に1至境運は1名のみ　●1－3名に1室

軽寵的上野浅草両国／UEN　　駁掘id上野浅草両国／UEN

1－3名に1室
・回15：00／団12〝00　1割用は本館、2描圃まタワー館　・〔土田1ま00／囲12：00　・回14．00／囲12：00

擬諾器日：課諾緩鵠：讃讃浜脚●犠藷蜘より
の1名1室、5／3－5

壁画塾その他横浜／YOZ　　重量垂直中華街山下公園／YMP　　齢脇田ii横浜駅周辺／YOK∴∴駒岡重岡幕張／MAK

十〉3名に1室 1－3名に1室 1－3名に1室

JR新宿駅西口より徒歩　約10分
約9分（無料送迎あり、（無料送迎あり、詳細は直
詳細は直接ホテルへ）　接ホテルへ）
隅櫓新宿／SJK　　　　　噺こ増新宿／SJK

1－3名に1室

約7分
聴聞的その他23区内／TYi g軸嗣東京駅周辺／TYS　　駒掴王国みなとみらい／MMC

●［垂ニ）15”00／圃12：00　●1・2名に1室 1－3名に1室

ゆりかもめ台場駅直結　・回14：00／回目：00　●回14：00／図11：00
●JR・京浜統制駅高輪ロよ惟歩純分　・JR・京灘行馴蹴口よ嘱歩緋分

品川駅⇔ホテル間無料送迎バ　　品川駅⇔ホテル間無料送迎バ
ス運行（詳細は直接ホテルへ）　ス運行（詳細は直接ホテルへ）

○剥詞司書表台場／DIB E随閤品川周辺／SNA　　　馴潮i晶Iii周辺／SNA

1・2名に1室　　　　　　　●1・2名に1室 1・2名に1室
●〔回14：00／圃1100　1名はダブル・ツインより選択可　・回15：00／圃12：00　・回14：00／囲11：00　・回15：00／囲12：00　・回14・00／回目：00　・〔工団15：00／圃1200　　喫煙は1・2名のみ

・」R新宿駅西口より徒歩約　●〔画14：00仲田913；00　・JR新宿駅西口より徒歩　●JR・小田急線・京王線新　●JR新橋駅銀座口より徒　●東京メトロ銀座一丁目　●JR田町駅三田口より徒・回1500／圃1200

駅11番出口より徒歩約　歩約7分、都営地下鉄三　●騨地下鉄白金台駅嘱歩細分
1分　　　　　田駅より徒歩約3分　　擬詣態蕊鷲

略筒韮II銀座／GiN　　　　　閑iil浜松町田町／HMC　　高田調品川周辺／SNA

5分

陸田は新宿／SJK

羽田

●1－3名に1室

・⑲14：00／団11：00
●羽田空港国内線第2旅客

ターミナル出発ロビー直結
羽田空港ターミナルビル
聞無料連絡バスあり。
tI賄EES羽田／HND

●1－3名に1室

●回15：00／圃1200
●つくばエクスプレス浅

草駅B出口直結
●除外日5／6

略歴E岳は上野・浅草・両国／UEN

●1－3名に1室

●〔画14：00／回田12：00
●みなとみらい線みなとみら

い駅クイーンズスクエア方

面改札口より徒歩約1分
●除外日土器日・休前日の1名惇

齢歴巨星はみなとみらい／MMC

1－3名に1室　　　　　　●1・2名に1室　　　　　　●1・2名に1室

宿駅南口より徒歩約3分　　歩約5分

間iif韮跳〃新宿／SJK O拙嗣銀座／GIN

1一〉3名に1室　　　　　　●1－3名に1室　　　　　　●1・2名に1室
●2－4名に1室　　　　・〔二回14：00／回田12：0〇　・回14・00／囲12：00　・回15：00／固12：00
●〔I回15・00／囲12：00　●JR渋谷駅玉川改札口よ　●東京メトロ赤坂見附駅D　・東京メトロ東銀座獣Al
●ゆりかもめ台場駅直縛　　り徒歩約2分　　　　　　出口・永田町歌7番出口　　出口より徒歩約1分、銀座

より徒歩約3分　　　　　　駅A5出口より徒歩約2分

聴聞墾田台場／DiB　　　　　　駒嗣渋谷・恵比寿／SBY tm態的赤坂／AKZ　　　　　駒i融銀座／GN



1－3名に1室　　　　　　㊥1－3名に1室

口より徒歩約3分　　　　　捕口より徒歩約10分

品川訳⇔ホテル間無料送迎パ　（無料送迎あり、詳細は直
ス運行（詳細は直接ホテルへ）　接ホテルへ）
聴胴拍尉i個辺／SNA　　　脇間粗品Ili周辺／SNA

1－3名に1室　　　　　　㊨スーペリア1・2名に1

〔図15：00／固12・00　㊥回15：00／囲12‥00　〇回14－00／囲12：00　　室、デラックス3名た1室
JR・京浜急行品Ii駅高輪　㊥JR・京浜急行品Ii慨高　㊧JR渋谷駅西口より徒歩約　㊤回14：00／圃12：00

5分　　　　　　　　　　㊥JR有楽町駅日比谷口よ

り徒歩約5分

剛薩田宣渋谷・恵比寿／SBY m軸銀座／GiN

＊1名1室は高架ホーム隣接のた　01・2名に1重
め眺望は望めません

鶉鶉繕寵務練
軸隅田東京駅周辺／TYS　　鵬隔開票京駅周辺／lYS

1－3名に1室　　　　　　el・2名に1室

田1500／図12：00　0回14：00／圃12：00
都営地下鉄・ゆりかもめ　㊤東京メトロ赤坂見附駅D
汐留駅より徒歩約1分　　　出口・永田町歌7番出口

より徒歩約3分

駒嗣新橋・汐留／SBS　　　郎ii問赤坂／AKZ

01－3名に1室

。〔画14：00／囲1200
。東京メトロ虎ノ門駅3番 讃謹頴藷蔀藍；議藷誤
出口・神谷町駅4b出口　⑩JR・東京モノレール浜松町駅　1a出口より徒歩細0分　り徒歩約5分
より徒歩約10分　　　　　より徒歩約12分（無料送迎

あり、詳細は直接ホテルへ）

囲赤坂／AKZ　　　　囲浜松町田町／HMC　　囲池袋・目白／iKE　　　囲銀座／GIN

●1・2名に1室　　　　　　●1・2名に1室

●〔王鴎1500／圃1200　・回15：00／回田13・00

東京メトロ六本木駅
出口より徒歩約3分

間固さi六本木／RPG

東京メトロ淫池山王駅、
国会議事堂前駅6番出口
直結
除外日10／1－12／12
柑縞嗣郡i赤坂／AKZ

設定ホテル早見表（地域名は50音順）

JAuック
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マイステイ東京横浜共通旅行行程表

●出発日／2018年4月1日～11月30日の毎日発
※ホテルによっては一部設定除外日がございます。詳しくは各ホテルページにてご確認ください。

●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　　　　　　　　　　　　　　　　　寡諮獅園田要り組み立て型

行程 �旅行行程 

初日 �宮崎空港（宮崎ブーゲンビリガ匿墓園一羽田空港至ホテル田　　　　　　　各地（泊） 

中日 �囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各地（泊） 

最終日 �国華羽田空港匿雪国○○宮崎空港（宮崎ブーゲンビリア） 

ゝ＝日本航空利用＊」ALグループ内のiまかの運航会社・乗務員にて運航となる場合がございます。

囲＝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ございます）

※＝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。

早めの予約がおトク！30日前までに予約完了棺ら、1泊Iこつき500円割引 

旅行会社の �圃マークは �t…回国田コースのご予約に必要な商品コード（NH）は基本代金表をご覧くださ 

い。ホテル差額表欄に記載の商品コード（NE）は宿泊施設にご予約の 

際に必要となり、同じ商品コードの場合、一括検索できます。 

皆さまへ � �園対象ホテルを、宿泊日から起算して30日前を過ぎてから予約される場合も 

園対象ホテルの商品コードでご予約ください。 

里l脚訓． �ゲンビリア）→羽田空港 

便　名 �出発時刻 �到着時刻 

JAL688 �07：50 �09：25 

JAL690 �10：25 �12：00 

囚　　JAL692 �12：20 �13：55 

匝　　」AL694 �14：10 �15：45 

団　　JAL696 �17：00 �18：35 

憂　　」AL698 �19‥00120：35 

●旅行行程について／出発日より最長14日まで復路便の延長が可能です。

●宿泊施設について／宿泊は1泊～3泊まで、旅行期間内は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

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。

●基本代金に含まれるもの／①旅行行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（羽田空港旅客施設使用料を含む）
②宿泊費（おもてなしを含む・ホテル差額は含まれません）
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）

④消費税等諸税

●利用航空便／希望便　＊クラス」の設定はございません。

JALグループ時刻表・フライト差額は、下記をご覧ください。

フライトスケジュール変更に伴い、便名・発着時間が変更となる場合がございます。

航空便の発着時刻は、最新の国内線時刻表または旅行会社でご確認ください。

お客さまの状漱こよっては、当初の手配内密に含まれていない特別な配慮、措置が必要となる可

能浬があります。詳細は、「旅行条件書」の「お申し込み条件」をご確認のうえ、特別な配慮、措置が

「フライト差融とはお客さまがお選びいた胤1た鯨空便と
l基本代金」でご利用いただける航空便との差額です。
「ホテル差割とは、お客さまがお選びいただくホテルと
「基本代金」でご繊白いただけるホテルとの差額です。

羽田空港→宮山 �崎空港（宮崎ブーケ �ンビリア） 

便　名 �出発時刻“ �到着疇刻 

」AL687 �08：00 �09：45 

囚　　JAL689 �10：00 �11：45 

囚　　JAL691 �11：40 �13：25 

回　　JAL693 �14：35 �16：20 

固　　」AL695 �16：30 �18：15 

固　　JAL697 �19：10 �20：55 

□基本フライト　→　基本代金でご利用いただけます。 

□Aフライト　　往路・復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ご 

□Bフライト　→　とにフライト差額が必要となります。（おとな・こ 

□Cフライト　　とも同額） 

●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
払い戻しはありませんので、あらかじめご了承ください。

●左記運航スケジュールは2018年2月現在の4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JALグループ国内線時刻表、または旅行会社でご確認のうえお申し
込みください。　　　　　　　　　　＝AL＝日本航引

往路搭乗日 �右記以外 �4／30、5／6 8／16 �7／16 �8／15 �　8／17 9／17、9／24 �8／18 �8／19 �10／8 �11／25 

Aフライト差額 �差額なし �＋7，500 �差額なし �＋18，000 �＋16，500 �差額なし �＋2，000 �差額なし �＋5．000 

Bフライト差額 �、差額なし �＋12，500 �＋7，500 �＋13，000 �＋18，000 �＋16，000 �＋20，000 �＋10，500 �＋20，000 

Cフライト差額 �差額なし �＋8．000 �＋6，500 �＋18，000 �＋13，500 �差額なし �＋2，000 �＋2，500 �＋15，000 

復路搭乗日 �右記以外 �4／27 �4／28、5／3 7／14 �5／6 7／16 �8／10 �8／11 �9／15 9／22 �9／17 9／24 �10／6 �10／8 11／25 �11／23 

Aフライト差額 �差額なし �＋10，500 �＋21，000 �＋5，000 �＋15，000 �＋22，000 �＋2㌦500 �＋8，500 �＋10，500 �＋9，500 �＋17，500 

Bフライト差額 �差額なし �＋15，000 �＋11，000 �＋14，000 �＋20，500 �＋20，000 �＋13，500 �＋14，500 �＋6．000 �＋21，000 �＋7，000 

鵜1泊コース出発日カレンダー　　　＊出発日iこより、基本代金が異なりますのでご注意ください。　82・3泊コース共通出発日カレンダー　出発日により、基本代金が異なりますのでご注意ください。

日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �日 �月 �火 �水 �本 �金 �土 �日 �月 �火 �水 �木 �金 �＋ �日 �月 �火 �水 �木 �金 �± �自 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �日 �月 

4 �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 � � � � � � � 月 �A �A �A �A �A �A �C �A �A �A �A �A �A �C �A �A �A �A �A �A �C �B �B �D �8 �慮 �G �M �K �N � � � � � � � 

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 �M �し �K �M �E �B �B �B �B �C �B �B �B �D �B �8 �C �B �B �B �D �B �B �C �8 �B �β �B �8 � � � � 

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 � � 

B �C �B �B �B �B �D �B �C �8 �B �B �B �D �B �C �B �8 �8 �B �B �B �C �B �B �B �8 �B �8 �C � � 

7月 �1 �2 �3 �4 �5 �ら �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 � � � � � � 

D �D �D �D �D �D �F �D �D �D �D �D �F �M �l �H �E �E �E �F �G �F �F �F �F �F �F �G �G �G �H � � � � � � 

8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 �H �H �K �K �、L �o �o �N �N �o �P �P �K �し �H �E �E �E �（E �E �G �E �E �た �E �E �ど � � � 

9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 � 

G �E �E �E �E �E �E �G �E �E �E �E �E �i �し �」 �l �E �E �E �F �し �c �G �E �E �E �E �F �G � 

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 � � � � � 

」 �」 �」 �」 �」 �o �」 �K �」 �」 �」 �」 �K �」 �」 �」 �」 �」 �」 �K �」 �」 �」 �」 �」 �」 �K �J �」 �」 �」 � � � � � 

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 � � � 

I �」 �K �I �I �I �I �1 �i �」 �i �i �i �1 �i �i �」 �i �l �！ �i �」 �M �H �K �i �i �I �l �i � � � 

日 �月 �火 �氷 �木 �金 �土 �日 �風 �火 �水 �木 �金 �土 �日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �日 �月火 ��水 �木金 ��土 �日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �日 �月 

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 � � � � � � � 

A �A �A �A �A �C �C �A �A �A �A �A �C �C �A �A �A �A �A �C �C �A �A �A �E �H �G �N �K �○ � � � � � � � 

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 � � � � 

し �し �N �N �」 �N �8 �B �8 �D �D �D �D �B �8 �H �B �D �D �B �B �B �E �B �D �D �B �8 �8 �B �B � � �i 

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 �D �B �B �8 �8 �8 �D �D �8 �B �D �8 �B �D �D �B �B �B �B �B �D �D �8 �B �88 ��8 �D �F � � 

7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 � � � � � � 

D �D �D �D �D �F �F �D �D �D �D �D �H �博 �l �H �D �D �D �G �G �F �F �F �F �F �G �G �F �I �K � � � � � � 

8月 � � � �1 �2 �3 �4 �与 �ら �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 �し �K �K �K �K �M �M �P �° �o �○ �o �M �P �し： �し �i �F �F �F �F �G �G �F �F �F �F �F �G � � � 

9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 � 

G �F �F �F �F �F �G �G �D �D �F �F �E �H �M �i �H �E �E �G �G �M �l �H �E �E �E �G �H �i � 

10月 � �1 �2 �3 �4 �5 �e �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 �P �K �し： �」 �」 �」 �K �K �」 �」 �」 �」 �」 �K �K �」 �」 �」 �J �J �K �K �」 �」 �」 �」 � � � � � 

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 � � � 

l �し �K �i �I �l �i �l �」 �」 �l �l �I �I �I �」 �」 �I �I �I �l �I �N �」 �し �1 �i �i �l �」 � � � 

臆基本代金／1名標（おとな・ことも同額）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

宿泊日数 �圃 �基本代金部屋 　タイプ �A �B �C �D �iE �F �G �H �l �」 �K �L �M �N �○ �P 

1泊 �NH1461A �3－5名／1室 �35，800 �35，800 �37，300 �39，800 �39，800 �40，300 �41，800 �45，800 �47，800 �48，800 �50，800 �55，800 �59，800 �61，800 �66，800 �68，800 

2泊 �NH1462A �3－5名／1室 �44．300 �44，800 �45，800 �46，300 �46，800 �47，300 �48，300 �49，800 �54，300 �55，300 �57，800 �58，800 �63，800 �66，800 �72，800 �74，800 

3泊 �NH1463A �3～5名／1室 �51，800 �52，300 �52，800 �53，300 �54，300 �54，800 �55，300 �55，800 �60，800 �61，800 �64，800 �66，800 �71，800 �73，800 �77，800 �85，800 



ほ額なしl　基本代金でご利用いただけるホテルです。

、　プ �訓iプリンスホテル／メインタワー ���� ����＼／／／　　＼；＼　　b詰　　　＼高　　＼／ 

∴ �4／1－9／30 ��10／1－12／12 ��4／1－9／30 ��10／1－12／12 ��4／1－9／30　　　　　　　　　10／1－12／12 
日～金 �土・休前日 �日一金 �土・休前日 �日～金 �土・休前日 �日～金 �土・休前日 �日～金 �土・休前日 �日～金 �土・休前日 

3－5名／1室＊1 �＋5000 �＋6500 �＋5000 �‾　＋6，500 �差額なし �差額なし �差額なし �差額なし �＋1，500 �＋3，000 �＋1，000 �＋2，000 

2名／1室 �＋6000 �＋9000 �＋5000 �＋9iOOO �＋1，000 �＋1，500 �＋500 �＋1i500 �＋3，000 �＋3i5001＋2．500 ��＋3，000 

1名／1茎 �＋12500 �＋20500 �＋11000 �＋20，500 �＋3，000　　　＋3，500　　　＋1．500 ���＋2，000 �＋5，000 �＋6．000i＋4i500 ��＋5．000 

囲 �園対象ホテル：NE1980」 ����閣議兼学淵譜A ����閣議蒜告譜譜B 

÷∴予言下士享：幸二二三：÷漆工：∴∴∴　　∴∴　一 　　　右記以外 ������● ���� グループ ： �������右記以外 ����品川プリンスホテル／ グランドプリンスホテル高輪／ 　スーペリア 

4／1－9／30 ��10／1－12／12 ��関川プリンスホブル／Nタワー ��4／1－9／30　　　　　　　　　10／1－12／12 

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

3－5名／1室＊1 �＋3000 �＋3500 �＋2000 �＋3，000 �－ �－ �＋3，500 �＋6，000 �＋3，500 �＋6，000 �＋4．000 �＋6，000 

2名／1室 �＋3500 �＋5000 �＋3500 �＋5，000 �＋3，000 �＋5，000 �＋4，500 �＋8，000 �＋4，500 �＋8，000 �＋6．000 �＋8iOOO 

1名／1室 �＋7500　　　　＋8500 ��＋6500 �＋8000　　　＋11，000 ��＋15，000 �＋9，500 �＋11，500 �＋7i500　　　＋11，500 ��＋13i500 �＋17．500 

圃 �閣議蒜竺況譜。 ������図譜霜鵠譜諾。 

グループ �● �� ���� �� 

∴ �東京プリンスホテル ��右記以外 ��グランドプリンスホテル新高輪／ スーペリアナチュラルツイン 横浜ロイヤルパークホテル 横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ ��右記以外 ��グランドプリンスホテル新高輪／ 　スーペリアモダンツイン グランドプリンスホテル高輪／デラックス 　横浜ベイホテル東急 日～金 �土・休前日 �日～金　　　　　土・休前日 ��日～金　　　　　土・休前日 ��日～金 �土・休前日 �日～金 �土・休前日 

3－5名／1蔓＊1 �＋4000 �＋8500　　　　　＋5000 ��＋6，000 �＋5，000 �＋6iOOO �＋6，000 �＋6．500 �＋6．000 �＋10，500 

2名／1室 �＋5000 �＋8500 �＋7500 �＋8，500 �＋7，500 �＋8，500 �＋8．000 �＋12iOOO �＋8，000 �・＋15，000 

1名／1室 �＋12500 �＋17000 �＋12000 �＋14，500　1＋14，000 ��＋14－500 �＋15i500 �＋20，000 �＋17，000 �＋33．500 

‘…亜日日 �閣議蒜鵠譜諾。 ��閣議蒜竺閤譜E ����閣議蒜鵠譜諾F 

グループ � �� �� �� �� ���� � 

∴ �右記以外 ��ザ・プリンスパークタワー東泉 　パークフロア ��帝国ホテル／タワー館 ��右記以外 ��帝国ホテル本館　　　　　　コンラツド東京 ����目～金 �土・休前日 
日～金l土・休前日 ��日～金 �土・休前日 �日～金　　土・休前日 ��日～金 �土・休前日 �日～金 �土・休前日 �日～金 �土・休前E＝ 

3－5名／1室＊1 �＋8500 �＋11000 �＋8500 �＋11000 �＋13．000 �＋14，000 �＋14iOOO �・＋15．000 �＋18，500 �＋20，500 �＋14，000 �＋16，000 �＋21，000 �＋22iOOO 

2名／1室 �十日iOOO �＋14．000　　＋11，000 ��＋14，000 �＋19，500 �＋20．500 �＋18，000 �＋19iOOO �＋19iOOO �＋21．000 �＋19，000 �＋22，500 �＋30．500 �＋31，500 

1名／1室 �＋20000　　＋23000　　＋20000 ���＋29000 �＋35，500　　＋36i500 ��＋33，000 �＋4工000 �＋37，000 �＋41iOOO �＋38，000 �＋45，000 �＋46，000 �＋51．000 

！澄田 �園濃兼学淵譜。 ������閣議蒜竺淵譜H ������NE1981i 

当a・b・d・gグループは3・4名1室・C・e・f・h・Iは3名1室となりますC

寡：ii∵ � �ナルl �東京スカイツリ ���㊥ �囲 
臆臆音響己格回書音 SSSSSSSSSSSSZ ���日付書 �措定入場券弓 ��睦言∴ 

i・看 

＝謙盤認諾諾濃紫別3日　有効蒜 
．護講書離籍誤認、。）　　好評！ 

※営業時間は予告なく変更になる場合がありますので、東京スカイヅ ゥ工ブサイトでご確認ください。　http：／／tokyo“ �������リーオフィシャル Skytree，jp 

囲園田※濫臆謹撰薪灘鱒準に準ずるo 

天望デッキ ��代金（1名桜） 大人　　　　　　中人 ���小人 ��幼児 

（350m） ��18歳以上（注） �� �6－11歳（注） ��4・5歳 

2，060円 ��1，540円 �930円 ��620円 

圃 ��NN1010A ��NNl010B �NNl010C ��NN1010D 

天望デッキ （350m）・ ��代金（l名機） 

大人　　　　　　中人 ���小人 ��幼児 

天望回廊 （450m） セット ��18歳以上（注） �� �6－11歳（注） ��4“5歳 

3，090円 ��2，360円 �11，440円 ��930円 

囲INNl010E ����NNlOlOF �lNN1010G ��NN1010H 

※3歳以下は無料。6歳で未就学の場合は幼児料金、12歳の小学生 ������効1人料金、 

18歳以上でも高校生の場合は中人料金適用。 

●代金に含まれるもの：東京スカイツリー日付指定入場券引換券代金、消費税等諸税。 

寡ii手回冒99」回 書臆員満目28園音 SSSSSSSSSSS○○ �� �」AL 

看ご利用いただける期間：2018年4月1日～12月13日 

臆利用日にてご予約（出発日の前日から起算して7日前までに旅行会社にてご予約ください。） 

バークチケット代金（1名機）東京ディズニーランド㊥／東京ディズニーシー㊥共通 

1デー パス ポート �大人18歳以上 ���中人（中学・高校生／ 12－17叢）（注） �小人（幼児・小学生／ 4－11歳）（注） �ご利用パーク ��囲 
1日目 �2日目 

7，400円 ���6，400円 �4，800円 �◆ � �TDlOOIG 

●東京ディズニーランドまれ ���こは東京ディズニーシーを1日楽しめるチケットです。 ��● � �TDlOO2G 

（1日iこ両方のパークをご利用いただくことはできません。） 

2デー �13，200円 ���11，600円 �8，600円 �◆ �◆ �TD201lG ● �● �TD20226 

パス ポート �●東京ディズニーランドま ���たは東京ディズニーシーを2日楽しめるチケットです。 ��◆ �● �TD2012G 

でき蓑㌶）“　　　　　　　」　〝”“i● ������◆ �TD20216 

◆東京ディズニーランド、●東京ディズニーシー 

（注）3歳以下は無料。12歳の小学生I勤し人料金、18歳の高校生 ●代金に含まれるもの：パークチケット代金、消費税等諸税。●チケ ○東京ディズニーリゾートパーク開園時間は東京ディズニーリソ �����は中人料金をご予約ください。 ットの種類および料金は予告なく変更となる場合がございます。 1－卜・インフォメーションセンターにお問い合わせください。 

℡0570－00－8632（9：00－19：00）　　　　　　　　　　　　　　〈運営〉（株）オリエンタルランド 

慄京ディズニーリゾートパークチケット（直接入園予約券）のみの変更に関する特約】 東京ディズニーリゾートパークチケット（直接入園予約券）の指定人境目の変更・取が肖しのみをご希望になる場合は、次の変更料 金をいただきます。指定入場日の前日から起算してさかのiあて14日前から前日まで、入場日1日あたり200円（おl人様）。 

JALバック
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＠）＝温泉付きホテル轟＝ニッコーーホテルズインターナショナル（口のホテル）〟．拐γ㊨＝ホテルJALシティ

回＝チェックイン時刻　　圏＝無料大浴場あり　図二朝刊付き（宿泊者全員対象のサービスも圏＝喫煙・禁煙選択可

団＝チェックアウト時刻　園＝有料大浴場別図二言荒業謹器皇国＝藷欝課欝ます○

冨詣二諾惜器慧；図二1名／1室で棚の場合、ダブルの，皇国＝全室禁煙
利用となります。　　　　　　※特に記載がない場合、当パンフレットでは禁

＊インターネット環境についてはホテル全客室または当コース設定客室の全てが対象の場合のみ記載して　　煙の設定です。

おります。接続方法・こ利用料金詳細については直接ホテルにお問い合わせください。

＊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産席番号か変更・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国内線園長IWi”F撫料！㊥老練‰鯵 
r′“ 園JALなら機 �臨内WiSS �※JAL運航およびJTA運航 

l　　後 �部機材のみの設定と 

フライト中、書 �無料でイ �使えます案霊ノよ90 

謹欝苦言詫綜醜聞 
トこちらからアクセス！　　回 

Ou〃く局 �“：経巻事後Ⅲ ��のチェック 彫種題 �フィン不要 �ラグ搭乗－ �◆詳しくは、 WWW，jai，CO．jp／dom／boarding／touchandgo／ 槌 �野田 ��rAL夕 �＆ゴーサービス 

蟻霊場捏萎黍頚髄蟻噴蛇田
1田園的郎同国日田憂i巾

日本航空が社会貢献活動の一環として無料で実施しております。　　囲
ご旅行期間中に羽田空港機体整備工場を無料で見学していただけます。

●最少催行人員1名　●お申し込みは出発日の前日から起算して10日前まで承ります。匪象：小学生以上＊小学生はおとなと同行に限ります。i

瞳】晶藍軸躍れ動因的町長剛

●集合915羽田空港　●見学日4月一11月の金・土・日曜日・祝日および4／4－8、　●集合1215羽田空港　●見学日4月～11月の第1・3土曜日、第2・4日曜日および
〝20－9／2の毎日。（ただし、4／1、5／3、6／1・21は除く。※旅行出発日はご利用いただ　4／6、5／4、6／29、7／27、8／24、9／28、10／26、11／30（ただし、6／Zは除く）※旅行出発

けません。旅行最終日ご利用時は13時以降の出発便をご予約ください。　　　　　　　日ご利用時は11時20分までに到着する侯をご予約ください。旅行最終日ご利用時は16

1旅行会社a磨きまへi‘霞墨田NNOlO2Ai　時以降の出発便をご予約ください。I旅行会社の皆さまへ「‘西田NNOlO4Ai

【参加に際してのご注劃●集合場所から見学蝶での交通費は雪害さま皇担となります！●ご鶴白のホテルによっては朝食が召し上がれない場合がございます。朝食をご利用にならない場合でも払い戻しはいたしません。●機内は見学いただけません。●見学

旅行案件（要約）お申し込みいただく前i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。　　201712

田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。

田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。

旅行代金 （お1人様） �10，000円未満 � � � �90，000円以上 

申込金 �3，000円 �6iOO0円 �12，000円 �18，000円 �旅行代金の20％ 

（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、旅行開姶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。

田旅行代金　旅行代金iま、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歳未満
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適
用します。

田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場

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。

田取消料等　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iこ旅行代金のお支払いがなく当社が契約を解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。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

a）21日前まで

注（鮎自前まで）
b）20日一8日前

注〈10日一8日前）

e）旅行開始日

当日（fを除く）

f）旅行開始後
または

無連絡不参加

※i取消観照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。

利用開始日の前日から起算してさかのぼって

部3日～2日前

d）利用開始日

当日（eを除く）

e）利用開始後
または悪運籍不参加

※i取消料1g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」がない湯合

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、上記取消科の対象となります。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適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。

闇旅行条件・旅行代金の基準期日　この旅行条件は、2018年2月1日を基準としています。また旅行代金
は2018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。

間ご注意（1）お客さまのご都合によるご予約便や旅茜の変更はできません。（2）交通渋滞など当社の責に帰
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、ご予約優の
払い戻しもできません。（3）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。

間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／／wwwjaLco・」P／tourS／f00ter／PriVaCYhtmi）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音3155”3333篤紫盤器詰
＊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「JALSaiesWebJiこご案内しております。）

i旅行企画・実施i

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

㊤肯韓麗筆鍾蕗繋器

毒諸悪留
まだ、あまたの知らか、日がある　　季節のリズムで臆しましょうi　　21001162（011

33110178 商品区分コード

発行日：2018年2月2日1802／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〉

旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱 �う営 こ関 〕星 

業所での取引きの責任者です。このご旅行の契約 
し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、 
慮なく下記の旅行業務取扱管理者にご質問くださし 

〒880－0約6割を市広島1丁目12番17号

在団萩宮崎県勤労者旅行会
TELO985－24－1555FAXO985－24－8619

総合旅行業務取扱管理者
廣　田　健　忘


