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ご出発日の7日前までお申し込みOK！ 

1名様よりお申し込みOK※一部ホテル商 

出発日から最大8日間まで復路延長可能 ※ただし、最終帰着日は11月6日となります。 

連泊でも1泊ずつでも全ホテルから選べる唖 

ホテルは何日目のご利用でもOK 

国頭露悪露悪 

※基本グループホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要となります。

町adam上の地域名大関申晦田周辺　中之島adam上の地域名大阪駅・梅田周辺

★地下鉄谷町線
南森町駅から
徒歩約3分

●洋室（1－2名1室）
※禁煙のみの設定
●iN15：00／OUT仕00

★JR大阪駅から
車で約10分

●洋室（1－2名1室）
※禁煙のみの設定
●iN15iOO樋削6：00）／

0UTlOOO 回国 圃

★阪急十三駅から
徒歩約5分

●洋室（1－3名1室）

諦鵠総量園●糀髄鞘
※宿泊除外目
8／4

朝飯昼飢頬可能傭舗隈。差離闊韻勘

★地下鉄御堂筋線
淀屋橋駅12番
出口から徒歩
約5分

●洋室（1－2名1室）

圃図　譜藍㌫）

朝食をコンビニ利用券などに変更可能

町　　adam上の地域名温室桔・本町　梅田

★地下鉄御堂筋線
本町駅から
徒歩約10分

●洋室（1－2名1室）
※禁煙のみの設定

圃国　籍翰璃回国
サービス

辺ad細上の地域名大関卜栢闇辺

★JR大阪駅から
徒歩約10分
洋室（1－3名1室）
iN15：00／OUTlO：00

ミネラルウオーケ櫨欄につきお一人横棒）

町　　adam上の地域名演屋摘・本町　梅田

本町駅から
徒歩約10分

●洋室セミダブル
（1－2名1室）

囲　※誌漑国
名での利用

辺adamtの地域名大隈駅・栢田周辺　梅田

★JR大阪駅から
徒歩約10分

●洋室（1－3名1室）
●iN15●00／OUTlOlOO

園

辺adamtの地域名太陽・栢聞辺　梅

★地下鉄御堂筋線
中津駅から徒歩
約2分

●洋室（1－3名1室）
※2－3名1室は

禁煙のみの設定
●剛00／OUT1200薗

辺adam上の地輔大阪駅・悔亜周辺

園田囲

★地下鉄谷町線
東梅田駅直結
約1分

●洋室（1－2名1室）
洋室ダブル（1－2名峰）

※禁煙のみの設定
●iN15．00／OUTllOO

●iN1500／OUTlO：00　ミネラ肋オータ一睡（1泊につきお一人機1本）朝食を昼食に変更可能　　　ミネラルウオーター僻〈1泊につ誠一人様1本）

田周辺adamtの蛾名大阪駅・湖周辺　淀屋橋　adam上の地域名演星宿・本町

★JR大阪駅桜橋口
から徒歩約3分

●洋室（1－3名1室）
●iN14：00／OJT12．00

圃
聖経切ら州南0／6両6両

淀屋橋駅から
徒歩約5分

●洋室（1－2名1室）

圃

淀屋橋駅から
徒歩約5分

●洋室（1名1室）
※禁煙のみの設定

l★地下鉄堺筋線

長堀橋駅から
徒歩約3分

●洋室（2名1室）
濯ダブ用1－2名1室）

●繭0／OU同園囲国語紙幣

圃！源鵬幽喜ば露の　　　　　　圃！園勝間謂重囲

辺adam上の地域名大股駅・湖周辺

≧曇★麒麟、ら
●洋室（2－3名1室）

濯ダブ用1～2名1室）

※禁煙のみの設定

回国囲●両軸／OU前席回国

★JR大阪駅から
徒歩約5分

●洋室（1－3名1室）
※禁煙のみの設定
●iN1500／OUTlOOO

圃隠旺た国昭

ミネラ肋オーダー櫨欄につきお一人約本）ミネラ肋オーダー付き（1泊につきお一人約本）

島駅周辺捉m上の妙捲大掛鯛眠辺

★JR大阪駅から
徒歩約10分

●洋室（1－3名1室）
※禁煙のみの設定
●lN14．00／OJT12〔）0

回国国表1欄沫満の棚神国囲
園
ス焼サウナ蔀引※1随常2，70胴→1，15胴）

18A“050

★地下鉄御堂筋線
淀屋橋駅から
徒歩約5分

●洋室（1－3名1室）

●州15：00／OUTll：00

回国

1★理工鎧型堂節線
淀屋橋駅から
徒歩約1分

●洋室（1－2名1室）
●iN14：00／OJT12：00

★地下鉄堺筋線
北浜駅直結約1分

●濯ダブル（ト2名1割
※ダブルルームのみ

の設定

★JR大阪駅から
徒歩約2分

●洋室（1－4名1室）
●iN15●00／OUT12：00

園囲離籍鮎十00園田　　　囲う／3－5／5

辺adam上の地輔大師鳩瑚辺

※禁煙のみの設定
●剛5：00／OUT仕00

離瀬強に薮可能（レ朴ラン・メニュー陳）ミネラルウれダー付剖1漸つきお一人脚本）

オプショナルプランをご用意しております。
詳しくiま2月下句発売「ANAスカイホリデー旅ドキ関西・山陰・山陽・四国仇州各地・那覇・
宮古・石垣発〉〈4－10月〉」のパンフレットをご覧ください。※トヨタレンタカーは、ご利用いただけません。



中之島adamtの地域名大願・梅田周辺

★阪急梅田駅から
徒歩約4分

●洋室（1名1室）
※禁煙のみの設定
●iN14iOO／0〕T12．00

囲脳翻拙且重囲嗣

★地下鉄聯橋馴ら繊醐
●洋室（1－2名1室）

※禁煙のみの設定
※1名1室舷げライパシー

諸鰐諦観園図　譜鵜島冨回国
●iN15．00／　　　　　　　　　9／15、10／6

★JR大阪駅から
車で約10分

●洋室（1－3名1室）
※禁煙のみの設定
●iN15．00／OUT仕00

★JR大阪駅から
徒歩約10分

※JR大関脚ら遡あり。

詳緋直接ホテルへ

●洋室レギュラーフ
ロア（1－3名1室）

※禁煙のみの設定
●iN15．00／OUT12●00

田周辺adamtの地域名大腰駅・梅田周辺

★」R大阪駅から
徒歩約7分

●洋室（1－3名1室）

濯ダブル（ト2名1室）

●iN14●00／OUT12：00

田周辺adam上の地域名大阪駅・福田周辺

★JR大阪駅から
徒歩約2分

●洋室（1－3名1室）
濯ダブル（1－2名1室）

※禁煙のみの設定

梅田周辺adam上の地域名大関楠田周辺

★阪急梅田駅から
徒歩約3分

●洋室（2－3名1室）
●凧1500／OUT12：00

※宿泊除外目：
6／4、8／4

薗‾、録　8／4　　　薗‾‾

ミネラ肋オーター櫨（楓ごつ輔一人粉本）フィットネスセンター利用可能　ビデオオンデマンド利用可能

圃園田嘉廷泊除外日‥　園田囲●面摘元高緬回国

adem上の地域名心音店憩波・天王寺上本町

★地下鉄御堂筋線
心斎橋駅から
徒歩約10分

●洋室（1－2名1室）
●iN1300（通削4．00）／

園　　OUT側聞1100）

全室W肝耐用可能

難波ad机上の地域名心斎橋・鞭・天王寺・上抑

★地下鉄堺筋線
恵美須町駅から
徒歩約2分

●洋室（1－2名1室）
●iN15．00／OUTlO．00

ふ斎極約m上の地施両肩桓建波天王寺上抑　心 a血ntの地盤注席聴澄渡・麺寺・上本町　ふ

★地下鉄堺筋線　ここここ三★地下鉄四つ橋線
長堀橋駅4番
出口左隣接

●洋室（1－3名1室）
●iN15．00／

園田　‾ouT廟通常10：00）回国囲＿あ轟

朝食を昼食に変更可能

四ツ橋駅から
徒歩約4分

●濯ダブル（ト2名埴）
※ダブルルームのみ

回国

ada…上の地域各心南野塑波天王寺上本町　心意綜adam上の馳各心弼弧運寺・上抑

★地下鉄御堂筋線
心斎橋駅から
徒歩約3分

●洋室（1名1室）
●州15．00／OUTl0－00

回国　●所動／b面両国

図画図譜嶋田董西田

★地下鉄御堂筋線
心斎橋駅から
徒歩約5分

●洋室（2名1室）
※禁煙のみの設定

★地下鉄各線
なんば駅から
徒歩約7分

●洋室（1－2名1室）
●iN15．00／OUTlOOO

難波adam上の地賭，晒緒難波天王寺・上本町

★地下鉄各線
なんば駅から
徒歩約2分

●洋室（1－3名1室）

洋室ダブル（2名1宣）

★地下鉄御堂筋線
心斎橋駅7番出口
から徒歩約2分

●洋室（1－2名1室）
●iN14●00／OUT12：00

※宿泊除外日：
2名1室のみ
4／1－6／30

朝食を昼食に変更可能僅雛お客様負勘

回国　‾　　　　　圃

★地下鉄御堂筋線
心斎橋駅2番出口
から徒歩約5分

●洋室（1－3名1室）

●iN14：00／OJT12：00

ada址の地域名記憶穂・避・天王寺・上和　白

★地下鉄御堂筋線
心斎橋駅から
徒歩約6分

●洋室（1－2名1室）

●iN14：00／OUTll：00

圃囲

★地下鉄各線・近鉄
日本橋駅6番出口
から徒歩約2分

●洋室（1－3名1室）

adam上の地境名心斎橋惣天王寺上本町

から徒歩約5分
●洋室（2名1室）

濯ダブ用～2名1室）
※禁煙のみの設定

圃四囲※渠結語
●剛14：00／OJTllOO

★地下鉄堺筋線
長堀橋駅から
徒歩約1分

●洋室（1－2名1室）

洋室ダブル（2名1室）

★地下鉄御堂筋線
心斎橋駅から
徒歩約2分

●洋室（1－2名1室）

洋室ダブル（2名1室）

町細m上の地域名．聴掘能波天王寺上珊

★近鉄大阪上本町駅
から徒歩約2分

●濯ダブル（1～2名1室）

※ダブルルームのみ
の設定

天王毒adem上の地軸む掘寓趣波天王寺上抑

★JR天王寺駅から
徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）
●iN1400／OUT12：00

※宿泊除外日：

難波adamtの地艶め寄寓億波天王寺・上本町

★地下鉄御堂筋線
なん（粥肋、ら
徒歩約7分

●洋室（2－3名1宣）

濯ダブル（1－2名1室）

★JR難波駅・地下鉄
四つ棒線なんば駅
直結約1分

●洋室（1－3名1室）

洋室ダブル（2名1室）

●凧1500／OUTll●00

圃圏彊Ii腫霞岳西田　　　　　　　　　　　　ミネラルウオー午睡（宮的つきお一人様体）ミネラルウオーター付き（1泊につきお一人約割　ミネラ肋一夕ー付訓泊につきお一人粉本）

★地下鉄御堂筋線
なんば駅から
徒歩約10分

●洋室（1－2名1室）
※禁煙のみの設定

adamtの地域名J鴫縮・難波・天王寺・上本町lu

★地下鉄なんば駅
から徒歩約3分

●洋室（2－3名1室）

adam上の地境急心意栢難拉天王寺・上甜　難波adamtの地域名心斎橋難波・天王寺・上抑

★地下鉄御堂筋線
なんば駅から
徒歩約3分

●洋室（2名1室）
洋室ダ刀レ（1－2名1室）

園田囲※垂唾基準圃囲　●面前／6両両国開園●政に：二回囲囲●硫dt旋J苫前圃
※難誹操提塾墾塾

★地下鉄御堂筋線
なんば駅から
徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）

洋室ダブル（2名1室）

★JR天王寺馴ら徒歩細分

●洋室（2－3名1室）

濯ダブル（ト2名1室）

※禁煙のみの設定
●iN15．00／OUT12●00

論難窺語回国国対鮨鯨油の
詳細ま直接ホテルへ

量塾※籍塩鮭
ブルまたはコンフォー　－－　　　　　　　　　－“““Uがしこ二三‾i oJT12iOO（通訓00）

トツインルーム

●間500／0肌12iOO　　　　　　　　　　　　朝食を昼食に変更可能　　ミネラルウオター付訓泊につきお一人約本）憎のジムナル胴可酬ス、サウナ硝約　八ルカス300（展望台）大勝付き※1

阪　adam上の地域名新大阪・江坂

！★地下鉄御堂筋線

新大阪駅から
徒歩約5分

●洋室（1名1室）
※禁煙のみの設定

江坂駅から
徒歩約7分

●洋室（1－2名1室）
※1名1室はバスタブなし

田園　●柚知／b而両国圃　●暗証d面1滴

馳Ⅲ臨阻詔書昌の

★地下鉄御堂筋線
西中島南方駅
から徒歩約2分

●洋室（1－2名1室）
●iN14、00（通削5．00）／

大阪　adam上の地域名新大阪・江坂

★JR新大阪駅から

徒歩約5分
●洋室（1－2名1室）

洋室ダブル（2名1室）
※禁煙のみの設定
●iN14：00／OUTll．00

議　新大阪駅から
弐　徒歩約10分

量※認隷鰭
ホテルへ

●洋室（1－2名1室）
●iN憶00／OUTlO．00

ミ矧肋－手付き（1泊につきお一人約本）ミネラルウオーター1本付き　朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名新大阪・江坂　江

ミネラ肋オーター付訓泊につ誠一人様1本）

徒歩約3分
●洋室（1－2名1室）
※禁煙のみの設定
●iN15．00／OUTlO：00

※宿泊除外日：
8／1－8／15

満★地下鉄御堂筋線
新大阪駅から
徒歩約1分

●洋室（1名1室）
※禁煙のみの設定

★JR新大阪駅直結
約1分

●洋室（1－2名1室）
※1名1室はバスタブなし・

シャワーブースのみ

囲圃　●畦y唾涌回国　●面相／0両商圏園　●iN面レ0両iiOO

圃駆動諸国回田　ミネラルウオーター付き（1泊につき机人約本）



adam上の職名関西望遠　谷町四丁目飲めm上の地艶天満大隅誕　天満橋adam上の地域名天満・大阪城周辺

塾饗盤遜塾
★南海線泉大津駅

からバスで約5分

※関西空港または南

海線泉大津駅から
送迎あり。詳細は
直接ホテルへ

●洋室（1－3名1室）
洋室ダブル（2名1室）

●iN15．00／OUTllOO

★地下鎌谷町4丁目駅
から徒歩細分

●洋室（1－2名1室）
※禁煙のみの設定
●iN1400／OUTllOO

回国　　　　　　　圃園

★京阪電車・地下鉄
天満橋駅から
徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）
●iN15：00／OUTll．00

女性のお客樹こレディースセットご用意

橋adam上の地域名天満・大阪鯛辺　住之江　adam上の地域名その他大阪府

駅から徒歩約1分
●洋室（1－3名1室）

●iN1400／OUT12●00

★地下鉄四つ棒線
住之江公園駅から

園離籍鵠
圃　　　0…・00億割聞

ウエルカムドリンク付き（ホットコーヒー）

西里港周辺adam上の地酷関西空清　京橋　adam上の地域名天満・大阪城周辺

★JR京橋駅から
徒歩約5分
洋室（1－3名1室）

※禁煙のみの設定
●iN15●00／OL刑1：00

※1スパ鵬）剛ニテ」

佑料）休難毎月第1

煙日※ただし！矧ま

第欲聞（予趨

⊇蒔生霊争星図園※1嘉捜、髄哩ヨ園田

★JR日根野駅から
徒歩約1分

※関西空港から送
迎あり。詳細は
直接ホテルへ

園　　　　　●iN14：00／OUTll．00

ミネラ肋オーダー付剖1泊につ誠一人約本）

問詰請叢竃
万博記念公園駅
から徒歩約5分
洋室（1－3名1室）

ミネラ肋オータ一極（1泊iごつさお一人約本）

adamtの地域名その他大阪府　関西空港周辺adamtの地域名鎮西空電∴芳夫町

★南海線堺駅西口
直結約1分

●洋室（1－3名1室）
●iN15：00／OUTllOO

ミネラl肋一夕一棟（1泊につきお一人粉本）

圃国　訴鰐名1室）
OUT1200（通常10．00）

★JR・南海りんくうタウン

唇肋lら徒歩約紛

※関西空港から送
迎あり。詳細は
直接ホテルへ

adam上の地域名USJ　大

JR・地下鉄弁天町駅

から徒歩約3分

洋室（2名1室）
洋室タカレ（ト2名1室）

※禁煙のみの設定

南港周辺adam上の地域名USJ　大

★南港ポートタウン鯨

中ふ頭駅から徒歩約4分

●洋室（1－3名1室）
※禁煙のみの設定
※1名働ツインのシソ勅棚

園田囲●面0／0∪同園田園恕醜悪盈園
）旧‥ホテル大阪ベイタワーi

8adarntの地域名天満・大飯媛周辺

垂茎霞璽麗
★JR大阪城公園駅

から徒歩約3分
●洋室（1－3名1室）

洋室ダブル（2名1室）

●iN1400／OUT12’00

※宿泊除外日：
9／8、9／30

脚濫腿妊閉園聞　　　刷大阪水上バス割引券付き

回国

★JR桜ノ宮駅から
徒歩約5分

●洋室（ト3名1室）
●iN14：00／OUT12：00

※7／25（7／24宿泊）は

1000チェックアウト

※宿泊除外日：6／12、

6／27、7／25

強攫創こ薮可能（レ朴ラン・にユー艦）

adamtの蝦名関西空遠　大阪南港周辺adamtの地域名USJ

★」Ri南別ん〈うタウン駅

3番出口直結約粉

●洋室（1－4名1室）

洋室ダブル（2名1室）
※4名1室・ダブルルー

★南港ポートタウ
ン線中ふ頭駅
から徒歩約3分

●洋室（1－3名1宣）

●州14iOO／OJT12：00

OUT15：00（通常12‘00）

朝食を昼食に変更可能　　　朝食を昼食に変更可能

河原町五菜紺止の地鯛珊勧・瞑椙 伏見稲荷adam上の地域名その他京都府　京

★京阪深草駅、藤森
駅から徒歩約5分

●洋室（1－2名1室）
洋室ダブル（2名1室）

※禁煙のみの設定

駅周辺adamtの地駈東部弼辺

圃　●濫憶鵠田園圃

★JR京都駅八乗
東口から徒歩
約3分

●洋室（1－3名1室）

●lN15－00／OUTll：00

朝食を昼食に変更可能　　　ホテルオリジナル「あぶらとり紙」付き

烏丸御池admtの飯綱醐覿蟻椙　烏丸鶴泊adam上の地賂河醐・甜四条大官

★地下鉄鳥丸御池訳
から徒歩約2分

●洋室（1－3名1室）
●iN14－00／OUT12：00

※宿泊除外日：

圃園園　豆えら／7‾　回国園

朝食を昼食に変更可能

★地下鉄烏丸御池駅
から徒歩約2分

●洋室（1－3名1室）
※禁煙のみの設定
●州14iOO／OUTll．00

四粟島れ約m上の地軸原町胤瞭椙　烏丸五菜adam上の繊細師掛四歓喜

細★地下鉄四条駅
重　から徒歩約6分
善●洋室（1－3名1室）
※3名1室は禁煙
のみの設定

因回国●剛00／利和00回回国
園　　　　　　　園

★地下鉄五条駅
から徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）
※禁煙のみの設定
●IN1400／OUT仕00

オリジナル「榔らとり組付き（女性限定）ウエルカムドリンク付き

回国園

★JR京都駅から
徒歩約3分

●洋室（2－3名1室）
※禁煙のみの設定
●iN14．00／OUTllOO

京都駅周辺adam上の地域名哀話駅周辺

★JR京都駅から
徒歩約1分

●洋室（1－2名1室）
※禁煙のみの設定
●iN14：00／OUTll．00

回国園登誤テルからの

富adan上の地域名瀬叶烏丸・蝶椙　京

★阪急大官駅から
徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）
●iN15：00／

0し川2：00（通常1100）

市役所的抑止の地絶河諷割田款島　田秦烏丸，adamtの地域名河原町烏丸・幌椙　四桑烏丸a如上の地域各河度肝鳥丸咽条大官

★地下鉄京都市
役所前駅から
徒歩約5分

●洋室（1－2名1室）
※禁煙のみの設定

回国園●面和／OU面涌

★地下鉄四条駅
から徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）
●iN14：00／OUTll．00

★地下鉄四条駅
から徒歩約6分

●洋室（2名1室）
濯ダブル（ト2名1室）

※禁煙のみの設定

烏紅玉桑adam上の地謡詞扇町烏丸・瞭耗

★地下鉄五条駅
2番出口から
徒歩約2分

●洋室（1－3名1室）
※禁煙のみの設定

た肋ちゃんあ齢と明附き（91弼泊錬り

★JR京都捌し条東口から

徒歩約4分（空港パス
のりばから徒歩紳分）

●洋室（2名1室）
濯ダブル（年始1室）

閲歴廟謙語回国園

女性の絹枝にレディーがメ二ティ嘲罵　搬趨創こ頬可能（レ朴ラン・メニュー髄）

adam上の地域名二乗域・御所周辺　京都市役所的抑止の態推詞脚韻四欺富

★」R二条駅東口
から徒歩約8分

●洋室（2名1皇）
濯ダブ刷～2名1割

※禁煙のみの設定

囲園田●血的0／0両1両園田囲＿愛嬢唾

★地下鉄京都市役所前
駅から徒歩約5分

●洋室（2名1室）
濯ダブル（1－2名1室）

※洋室は南館、洋室

如抑止の端河卸烏丸腸瓢癌　京都市役所細如上の臓主調触関宮

★地下鉄京都市
役所前駅から
徒歩約5分

●洋室（2名1室）
漣勤し（FZ缶垂）埜塾‾洋室勤し丘2名画

園訂”∴∴∴薗「「瀧離籍補訂鴫●iN1500／0UTlliOO園
ビデオオンデマンド利用可能

★地下鉄東西線
京都市役所前駅
から徒歩約5分

●洋室（2名1室）

●iN1500／OJTllOO

圃昭諏溜画匪調

鳥丸御池教場m上の懐胎河原Ⅲ烏丸四条大富　烏丸御池adam上の蝕賂潮効・融・四歎宮

★地下鉄鳥丸御池駅6番

出口から徒歩約2分

●洋室（1－3名1室）
※禁煙のみの設定
●iN握00／OUTll．00

★地下鉄烏丸御池駅
から徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）
※2－3名1室は

禁煙のみの設定

団栗烏丸，adam上の地域名河原町烏丸四条相　識図四乗adam上の地域名東山・宝ケ池

★地下鉄四条駅
から徒歩約4分

●洋室（1－2名1室）
洋室ダブル（2名1室）

※禁煙のみの設定

★JR京都駅から
バスで約20分

●洋室（2－3名1室）
洋室ダブル（1－2名1室）

※1名1室と3名1室は

東山　　adam上の地域名東山・宝ケ池

★JR京都駅から
車で約20分

※JR京都醐lら送迎あり。

詳細は直接ホテルへ

●洋室（1－3名1室）

★地下鉄二条城新駅
2番出口から徒歩
約1分

※JR京都駅八条口か

ら送迎あり。詳細は

回国園　鵠約。、園‾‾　　　　　　　　　　薗∽ロ●iN1500／OUTll●00薗薗00謙醗濡‾凹「諦塩㌢室）
10／1、10／2、11／6　オリガ刷あぶらと嘱」付き（女性院〉　　　　　　　　　　　　　ミネラ肋オリー櫨（1泊ゆきお一人機1本）女性のお客様にあぶらとり縄付き　　　　　　0Lm2－00（通常仕00）

3



願毒adamtの地域名東部駅周辺　京都市役所謝抑止の地誌潮風醍宮　田 対adamtの地域名糠町・約・瞭大宮

★地下鉄四条駅
から徒歩約1分

●洋室（1－2名1室）

●州14●00／OUT仕00

園‾｝　　　　‾〕「認驚紹謂‾‾お酌個ホテル圃園
ウ工肋ムドリンク付き（10：00－18：00）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝食を昼食に変更可能　　ミスラ肋匪サ附則泊につきお一人技1本）女性のお談にレディーがメニティご臆

苅admtの地域名演原町・劫・蝶耗

★地下鉄四条訳
から徒歩約7分

●洋室（2名1室）
※禁煙のみの設定
●iN1500／OUT12：00

★JR京都駅中央口
から徒歩約4分

●洋室（2名1室）

★JR京都駅から
徒歩約2分

●洋室（1－3名1室）
※禁煙のみの設定

※難鵜諜置　画論驚絹

馳！囲蕗国昭岡田　ミネラ肋一夕ー楓1油膜お一人櫛本）難のお客続けィースアメニティご臆

★JR京都駅から
徒歩約7分

※JR京都駅八乗口か
ら送迎あり。詳細は

直接ホテルへ

辺adam上の泡盛名京都弼辺

★JR京都駅から
徒歩約2分

●洋室（2－3名1室）

洋室ダブル（1名1室）
※禁煙のみの設定

園闘認識誤認闘鶏織豊009／1－10／13

ミネラ肋オ二ター櫨（1泊につきお一人脚本）

京都駅周辺adam上の地端部駅周辺　京都

★JR京都駅直結
約1分

●洋室（1－3名1室）
●iN15：00／OUT12：00

※宿泊除外日：

★地下鉄京都市
役所前駅から
徒歩約1分

●洋室（2名1室）
※禁煙のみの設定

囲回国●両軸／OU重商圃園園
園　　　　　　　園

朝鯛輸こ薮可能（レ朴ラン・メニュー陳）ミネラl励一夕ー付訓泊につきお一人鮒本）

ada山の地軸孤掛日数官　宝ケ池　adam上の地域名凍山・宝ケ池

★地下鉄京都市
役所前駅から
徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）
●iN13．00／OUTllOO

●洋室（1－3名1室）
※禁煙のみの設定

誠園田桑adamtの地艶東山宝ケ池　蹴上　　adamtの地域名東山宝ケ池

★地下鉄蹴上駅
から徒歩約2分

※京都駅から送迎
あり。詳細は直接
ホテルへ

ホテルオリガル秘ら削細さ（女性のみ）

adam上の地域名その他兵庫県　三富

★阪神尼崎駅から
徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）
洋室ダブル（2名1劃

※禁煙のみの設定

図回　●i両副／0両両国

眺薄田茄重囲の

★神戸電鉄ウッディ
タウン中央駅から
徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）
※禁煙のみの設定

鮨雛）握0回
4／7、5／21－5／26、

10／22－10／27

★葎綻黙ら‖
●洋室（1－3名1室）ミ

洋室ダブル（2名1室）
●iN14：00／OUTll．00

※宿泊除外日：
6／6－6／9

★JR元町駅から
徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）
●iN15：00／

0日1200樋掛川0）

女性のお客様iこレディースセットご用意

回国

★阪急・阪神新開地駅
から徒歩約2分

●洋室（1－2名1室）

●iN15：00／

OUT12，00（通削1．00）

新長田駅周辺adam上の地域名神戸　三富

回国　濡弊患　回国

★阪急・阪神高速
神戸駅東出口
直結約1分

●洋室（1－2名1室）
●州15：00／OUTll．00

★JR新長田駅から
徒歩約1分

●洋室（1名1室）
洋室ダブル（2名1室）

●剛5．00／OUT12：00

4／14－4／17、

8／7－8／11　ミネラルウオーター付訓泊につきお一人脚本）

adam上の地域名神戸　三富　　　　adamtの地域名神戸　三富

★JR三ノ宮駅から
徒歩約2分

●洋室（1－3名1室）
●iN15：00／

OUT12‘00（通削1‘00）

回国　　　　　　園田

朝食を昼食に頸可能（時間・メニュー限定）

★JR三ノ宮駅から
徒歩約7分

●洋室（1－3名1室）
●iN14：00／

OUT12●00億削iOO）

adam上の地域名神戸　三富　　　　adam上の地域名神戸

★JR・阪急三宮駅i
から徒歩約3分（

●洋室（1－3名1室）
※禁煙のみの設定
※3名1室はバスタブ

圃囲　●繕茄島国

★JR三ノ宮駅から
徒歩約7分

●洋室（1－2名1室）
洋室ダブル（2名1室）

●iN14：00／OUTllOO

女性のお客様にレディースセットご用憲

三富　　　　adam上の地域名神戸

★」R三ノ宮駅から
徒歩約7分

●洋室（2－3名1室）

洋室ダ功し（1名1室）
※禁煙のみの設定

adam上の地域名神戸　六甲アイランドadam上の地域名神戸

★」R元町駅から
徒歩約3分

●洋室（1－2名1室）

洋室ダブル（2名1室）
※禁煙のみの設定

園国　籍繊維掘園園　※「名画勇痢主
にバスタブなし

5／23－5／26、　　　　　　●iNl与●00／OUTlO：00

10／31－11／3

★六甲ライナーアイ
ランドセンター駅
から徒歩約3分

●洋室（1－3名1室）
洋室ダブル（2名1室）

結隷維㍗回国囲
う／24－5／26

★JR姫路駅から
徒歩約7分

●洋室（1－3名1室）

●州15：00／OUT仕00

園田

★JR姫路駅直結1分
●洋室（1－3名1室）
※禁煙のみの設定
●iM500／0Lm1●00

回国

★JR三ノ宮駅から
徒歩約7分

●洋室（1－2名1室）
※禁煙のみの設定
●iN14iOO／OJT仕00

閥の　　　　　圃図割1三園雪目の

ポートアイランドadamtの艦名神戸

★ポートライナー
中ふ頭駅から
徒歩約2分

●洋室（1－3名1室）
●iN14：00／

兵庫駅周辺　adamtの地域名神戸

園　　OUT12iOO闘11iOO）圃

★JR兵庫駅から
徒歩約2分

●洋室（1－3名1室）
●iN14：00／

0Lm2：00樋常用00）

朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名尾鰭市内　舞子駅周辺

★阪神尼崎駅から
徒歩約6分

●洋室（1－2名1室）
●iN14：00／OJTll●00

※宿泊除外日：

adam上の地域名神戸　ポートアイランドadam上の地膵神戸　神戸駅周辺　adam上の地域名神戸

★JR舞子駅から
徒歩約7分

※」勝子醐－ら送迎あり。

詳細は直接ホテルへ

●本館濯（ト誰1室）

濡密）4圏圃軸醗轍圃囲
OJT1200（通削1：00〉

スパ利用可能　　　　　隔離閥開閉二重s（壇‾（蒔室蘭‾　ミネラルウオーター付き（清和1本）　　　※宿泊除外日狐4／10

★ポートライナー市民
広場駅直結約1分

●洋室（1－3名1室）
※禁煙のみの設定
●IN15：00／

★JR神戸駅から
徒歩約2分

●洋室（1－3名1室）
●lN15●00／OJT12：00

※淵畿離籍圏圃
※繊細l剛潮侶順調
開6I剛剛酬脚鵬　スl培地用可能

から徒歩約1分　潔

adam上の地域名神戸　三富

★新幹線・地下鉄
新神戸駅直結

遷婆●絵（2～3名1

adam上の地域名相戸　Ti アイランドadamtの地域名神戸

田園

●洋室（1－3名1室）
●iN13：00／

OUT1300（通常11．00）

ミネラルウオーター櫨11潤こつきお一人的本）

園田囲●iNT諦／0両商圏囲
洋室ダブル（1名1室）

★JR三ノ宮駅から
徒歩約7分

●洋室（2名1室）
※禁煙のみの設定
●iN15：00／OUT12：00

★JR・阪神元町駅
から徒歩約10分

※JR三ノ宮馴ら遡あり。

詳細は直駄テルへ

●洋室（1－3名1室）

園田囲競羅門閲園●面∪繭8／4

神戸六甲温泉「清泉」利用可能

★六甲ライナーアイ
ランドセンター駅
から徒歩約1分

●洋室（2－3名1室）
濯ダブル（ト2名1室）



※」はノ宮勘、ら送迎別。

詳細腫接ホテルへ

●洋室（2－3名1室）
洋室ダブル（2割劃

園田囲※親睦田園
●iN15iOO／OUT12．00

adam上の地域名その他兵衛

★三宮駅から高速
バスで約45分

●洋室（1－3名1室）

外包※宿泊除外日：

4／28、4／29、

5／3－5／5、

8／11－8／15

※宿泊除外日：8／4　朝飯轍こ頸可能原職、前日17：00まで）

adam上の地域名奈良

豪≡高調窺覇訂
罷奈良線新大宮

駅から徒歩約10分
※JR・近鉄奈良醐lら送迎

別。詳緋直接ホテルへ

●洋室（1－3名1室）

良　　　　adam上の地輔‥奈良

★近鉄奈良駅から
徒歩約10分

●洋室（1－3名1室）
※禁煙のみの設定
●IN14●00／

0し爪200（通常仕00）

薗‾‾※宿泊棚掘130、‾‾
9／6～918、1019～10112

温泉概況利用鮒き（利用不可日あり）ウェルカムドリンク付き

圏囲圃頭球面垂回国

奈良　　　　adam上の地域名奈良

国

★JR奈良駅から
徒歩約5分

●洋室（1－3名1室）
●iN14．00／

OUT13iOO樋常用00）

橿原　　　　adam上の地域名奈良

醍覇覇駅から徒歩約1分
●洋室（1－3名1室）
●iN15．00／OUT仕00

回国囲

「飛鳥王国パスポート」付き

直結約1分
●洋室（1－2名1室）
●iN15：00／OUT12●00

※宿泊除外日：

津　　　　adam上の地域名瀬

★JR草津駅から
徒歩約1分

●洋室（2－3名1室）

洋室ダブル（ト2名1室）

●iN15：00／

圃固　執テ‾‾‾　回国園‾0而2滴常用00）

ミネラルウオーター胎欄につきお一人脚本）ミスラ肋オーター付き（1泊につきあー人様1本）

adam上の地域名滋賀

★J椋都馴らJR六滴まで

獅細0分洲贈駒崎
シャトルバスで細0分

※JR大津醐lら遡あ呪

詳細は直接ホテルへ

園田国籍藍恕
●iN14：00／OJTllOO

※宿泊除外日．8／7、10128

山　　　adam上の地域名和歌山

圃

★南海線和歌山市駅
から徒歩約12分

●洋室（1－2名1室）
●iN14．00樋馴ら●00）／

OUT1200樋常10：00）

※宿泊除外目：
8／3、8／4

圃

●洋室（1－3名1室）
●iN14：00／OUTll●00

★JR和歌山駅から　雷霊

＿能書黒控、霊室茎

園田

★JR和歌山駅から（＿＿．＿碩
徒歩約2分

●洋室（1－3名1室）

●iN13：00樋削4．00）／

OUTll．00

★JR南部駅から
車で約10分

●洋室（1－3名1室）
●州15：00／0し爪1：00

図四園
田囲
厭離間隔軸1，000郎0－2繊

※写真下にある口はホテルからのおもてなしです。

図温泉あり　囲大浴場妨1囲謡羅り

闇雲謹呈　圃荒蕪。囲霧穀撮㌢インの

囲甥紹譜ブルの　　国籍セミダブルの

囲※6　　国語勝誇登

園※8

※1男女別、時間等により入替制の場合もあります。また、複数の風呂のある施設で一部有料の場合も

あります。
※2ご利用料金については各宿泊施設にご確認ください。

※3出発前予約制となり、ルーム数に限りがあります。また、ルームタイプに指定がある場合がありま

す。ご予約時にお申し出ください。マークがなくても設定がある施設もあります。ご利用希望の場
合はリクエスト対応となりますので、お問い合わせください。

※4・※5当マークが併記されている場合、事前ば旨定できない場合があります。

※6140〔m以上のベッド1台を2名刺用となります。

※7ご出発前日から起算して、30日前までのご予約でホテル追加代金より1泊につきお一人様500円

引きとなります。詳細は、P．5、P．6をご覧ください。

※8京都追加代金が必要となります。詳細はP，6をご覧ください。

※特に記載のない限り、バス・トイレ付きとなります。

※2018年1月現在の情報となります。

囲出発の間から起算して30日前までの乾約も対豹テルの
己 � � �－ �∴i �！ � �▲ � 8 回 � � � � � � � �0＿ie �8回 � � � 

‾　l ����▼ ����� � � 

※対象ホテルは一郭ホテルとなり、上記マークがあるホテルとなります。
※出発日の前日から起算して30日前までにお申し込みいただいた場合のみ適用となります。
※出発日の前日から起算して29日前からの出発日の変更、コース（商品コード）の変更、参加者の変更・追加が発生した場合は、対象外となります。
※「京都追加代金」に「早割30」は適用ざれません。

＼　－ �箋露頭、、 

「∴「 、馨譲 �∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ ���1　　1 � � �● �� � � 

．韓－i‾詣 ���≡瑠‡－‾国　こe雷　鳥・。「⑧ 　　　　　　　∴i、∴ 

E ��ゝ｝　〇　回 ����� ��� 

菖‡酬白のお申し込みがあれ囲えば弛張の途中でお友達の家や・お報自身で≡配したホテル艦自由‘こ宿泊先を選べます。日 量口日程韻隷i‖3日圏フライト讃鰯〇回ホテルを選ぶ陛 

：∴脚：∴麗筆嚢亭誓手写 　　　　＝頓琵 i i l i 
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シティプラン関西1・2・3泊〈基本グループホテル．往復基本フライト利用〉

臆出発日カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご注意

1；∃ l D �1月 iB �I火 は �i水 は �木 与 ，：⊃ �：毒i e F �l土 畠割 �i日 e C �【月 9 く＝ �iヅt i苫 �水 11 D �1本 i苫 �窒 13 2 �i土 i苫 �iI∃ iビ �1月 i管 �火 17 C �1水 iぎ �木 le C �重き とo D ��土 21 E ��1日1月 惜日吉 ���i火 iき �iオく 1号 �1木 」ぎ �金 27 l＝ �土 ae N �日 29 F �iR ！ぎ �火 �水 �木 �【釜 ） �i土 i �1日 i 

目 � � �l C �2 C �a N �4 N �5 N �e M �ブ H �ie く＝ �e C �1（） C �11 D �12！13 ��口4 �15 �16 C 13 日 18 D 蒜 �17 C �1 �le F ���憎日管 ���2＿Z C �2－3 ⊂ �′ぎ �25 D �2e iE 23 2 28 ！量 2g G �27 iB �手筈 �29 ⊂ �30 く二 �31 1＝ � �く �i i‾ 

1 D �Z F 信 【－ iJ �は ie iB �－ A �は ！ど 占 �6 18 �iブ iB �8 置｝ 園 �は �10 A �11 A te 薄 �12 D 17 D ㌶ 11 B ��韓 �� �1 2 � �1呈 lぎ ��18 全 く＝ 20 盲 �19 D 2■4 D �20【21 8日B ��22 D 27 D 24 D ：21 l ��24 A �Zj∋ A �：26 9 31 D 28 D �27 tヽ �28 8 ：劃o D �29 D �30 I＝ 

1 9 �ま iB �a C �4 C �i左 目 ！ �e D ���e iB e i 3 A ��醤 － �12 C ��14 」 ∴‾1、 iL �）筈 �������1 1 J ������若i若 者日吉 ����29 く二 �lぎ 【き つ′〇 日 ��まう D 2G B ��うl D 28 D �� 

1 l ��】s lJ ��（S i， ����9 K ���12 は ���������1獣 ���21 D �����2e C �������至奇 A 

目 �� �� �� �i圭i主 宰：∴よ∴ ���4 8 �【5 ；B �e C �7　8 D　F ���11｝ A ��l苦 �� ���！1 �� ��18 「lB �1●｝ 培 �！ぎ 】誉 ��港 �握 ��25 日 ！挙I ��：之7 く： ��ae iF 

10 �月 � �1 �2 �＿9 °＝ �i4 †～＝ �5 ���e i �9 〃F �i＝ �11 番雷 �ヽil●豊 後＝　｛＝ ��14 に �115 に �16 �17118 ○：iF ��怒 ��一． �：～ �� �22 �2二事 ���、‾、馨 ���29 iE ��i芋 � � � � 

一　三 �日 l D �i日 豊 D �i火 事 D �水 4 D 2 1＝ �李 E �垂 ら �i土 7 2 5 ．0葛 �日 8 9 �月 9 C ブ H �【火 1o D �水 11 回 �i木 ilZ と �i金 ＿蓬 �i土 lビ 12 2 �日 15 日 �1月 1G B 14 8 �火 17 C �i水 iざ ile lC �1本 【苫 �i金 i嘗 上官 �1 12 1 �土日 122 EA eZo EA �月 23 8 �火 24 く： 22 C �i水 2－E C �木 2e D 24 D �釜 ；登ブ G �土 28 N �日 29 D �i月 iぎ �【火 【 �i水 i �木 �匡蓋 i �土 �i∃ 

l C ��3 N �ノ● N ��e M ��a C �9 く＝ e A �lo D �11 F a t… ��ta A でB A ��lS C ��17 D ��1 ��21 B ��23 C ��蓋 に �至g E �27 A �2G B �129 iく＝ �ao C �：31 C � �� 

一　三 � � � � � �l iE �2 D �s A �4 A �5 A ��フ く＝ ��e D ��11 A �12 A �13 A �14 C �15 2 �1 �617 D　A �18 A �19 A �Zo A �21 C ��D �24 A �A �2e A �エフ A �C �！E �3o D � 

l A �2 A �3 9 �“4 8 �与 く＝ �e E �7 D �e A �9 A �10 8 �胃 �12 く； e K �置3 ．0 �；14 1」 �15 ・F �le 、H ‾l嘗 �17 C �le C �te D �2o iF �1 �封書 �1号 ！ぎ �24 C �25 C 22 C �2e D �ま7 F �Ze E i菅 �2●｝ B �1ぎ 【そ �惟 �29 C � � � � 

1 － �2 － �3 ．0 �4 」 �上品 iA �e l �7 ！ �a I ��lo L �11i12 LiL ���㌶ �蒜 �藷 13 C �17 N ��蝋㍊ ��21 C． ��23 D �曳4 声 ��“昔 ��28 C ��Do �：事1 � 

‾　≡ �� � � � �は ���えは ��lB †ロ �e C �7 2 �8 D �e A �lo A �11 R �12 ti ��1● ＼J �1 �割苫 �17 H �18 －B �19 基 〃＝ �2o C 2号 〃＝ �21 ！ �董 �！き �24 H �：25 日 �2e P �2「7 C �…讐 �29 D �3o A 

t●〇三 � �1 �：ま �3 �i● i＝ �計乏 ��7 l＝ �8 ° �ie iF �lo iF �11 亡 �i誓 �1… �↑－ ● �15 �16 �17 �18 �獲 � �園田 �aa i＝ �23 iP ���誉 �誉 �：28 D �29 F �：30 に �31 � � � � 

日 �Iヨ �火 �水 �木 �壷i �土 �日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 ��ti ��月 ��火 �水 �木 �毒舌 �土 �1…∃ �月 �火 �′　すく �木 �金 ��土 ��日！月 ��火 �吐 �木重宝 ��土1…∃ 

冨 �l D �2 2 �）∴：事 iE �／責澄 �S H �i畠 �ブ F �8 く＝ �9 く＝ �1く） D �11 F �嘗 �13 く∋ �14 F ��ls B ��le C ��17 C �118 iD �tD G∴ �食o F �21 D �22 iB �23 く＝ �I翠 2エ C �4苓 �Ze G �27 H ��蒜 ��29 2 �‖ao iC． � � �i �� ∴　∴ �2 ○○ �a N �i魚 �s M �I： �フ 〃〃 �8 く＝ �e D �盟 �tt F �12 0 �� � ��� � � � � �まo B �「21 ）⊂： ��23 D �24 ｛ヨ �2iS F ��2e D ��27 B �28 C �29 C �3o C �苧l �� � く＝ ���C �D �（二三 �雷 �D 

3 B � �S F �1 2 �Z D �：事 A �4 A �15 19 �e C �7 2 12 く∋ �e D �引1 ��� �11 A ��1二Z D iぎ �13 C �14 2 �1号 D �16 く＝ �17 A �18 A ��9“2o 　C �121 1日 �22 D ��2書 く＝ ��24 LA �窒 �呈 �：27 �28 �29 D �Bo C � l A �：2 A ��4 C �� �� �� �11 （＝ ��？：一子1 ���� �18 ｝○ l K l B �3 ��la D �19 く差 �20 �21 2 �一撃 �23 C 20 C ��25 D �2e G �≡27 ；G ��。之e E ��之e C �ae C �：31 D � � � � � 

月 �� � �1 l �a J �は �4 i �「与 ‘ �e l �’7 　－ �e I 「モ �9 、K �1o K � �1 �� ���！1－ L 11 、日 �蒜 �評 ��i獣 i15 iJ �te L ���22 D ete C： �23 く三 �馨 ��2 1 � �諦 ��iぎ �2∈i D �劉 �31 F � 

10 �〇〇三 � �� �� � �品玉 ��⊃i；4 6I∴iB ���る ＿F �7 2 112l iHく �� �l � �� ��12 く二 �1：主上14 E＿二王 ���1e D �17 基 i＝ ���1食o iE＿ 1菅 �12l I 26／ lO〃’ ��� ���1嘗 �2c c �27i28 F…E ��Ze D �30 8 
1 �2 �：∴“言 �4 t �iら ●（： �信江言 ��〇一ip l一一号 ��はぎ �11 ○○ ��� ��i督 ���！le i亡 �幸三 �18／le Hl、〟．l ��〈ao Tf＝ �21 亡 ���誉 ����1誓ヨ ��空目ぎ ��‾　so �繋 � ��� 

臆基本代金（お一人様）

※1室の利用人数が宿泊日ごとに異なる
場合、最大の利用人数の基本代金を適
用します。

※4名1室の設定があるホテルをご利用の

場合は、3名1室の基本代金を基準とし、
ご利用ホテルグループごとに追加代金
が必要となります。

※ご宿泊ホテルにより、追加代金が必要
となります。

※基本フライト以外をご利用の場合、追
加代金が必要となります。

◆基本代金に含まれるもの
（D包括旅行割引運賃適用の航空運賃
（∋規定の宿泊費、食事代
※規定以外の食事代、入園料、交通費等

はお客様負担となります。

1三註忘へ、一三日 ��A �B �C �D �E �F �G �iH） �l �圭　」 �K　－ �L　　　　M ��N 

【3名1室 ��30，200 �30，200 �30，200 �30，500 �31，400 �31，400 �31，400 �34，600 �’35，400 �36，000 �39，20引 �141，700 �47，500 �48，400 
1 泊 �2名1室 �30，600 �30，700 �31，000 �31，300 �31，900 �32，200 �33，100 �35，100 �36，300 �37，000 �40，500 �42，200 �48，400 �49，800 

1名1室 �31，400 �31，500 �31，700 �32，000 �32，900 �33，000 �133，500 �35，800 �37，100 �39，200 �41，400 �43，00引49，100 ��50，500 

2 泊 �3名1室 �34，400 �35，300 �35，300 �35，300 �36，700 �36，700 �膏7，300 �匡9，700 �40，500 �41，900 �44，300 �46，800 �52，600 �54，200 
2名1室 �36，300 �36，600 �37，000 �37，400 �37，500 �38，100 �匡9，600 �40，900 �！42，400 �44，600 �46，500 �48，900 �54，700 �57，400 

1名1室 �37，900 �38，100 �38，400 �38，900 �39，800 �40，300 �…41，900 �42，300 �43，900 �44，700 �48，200 �51，000 �－56，300i58，900 

3 泊 �3名1室 �39，000 �40，400 �40，400 �41，000 �42，000 �42，000 �142，000 �‡42，600 �145，600 �46，200 �51，900 �－57，700 �58，400 �60，400 
2名1室 �41，600 �42，200 �42，900 �43，200 �43，200 �i43，700 �！44，100 �46，700 �48，400 �50，700 �54，500 �eO，300 �252，200 �64，200 

1名1室 �44，000 �44，500 �44，800 �46，000 �46，200 �46，500 �雪47，000 �！48，600 �51，000 �52，100 �56，300 �i621500 �－65，100 �67，000 

ホテル追加代金（お一人様／1泊tこつき）

ご出発の前日から起算して30日前までのご予約で、対象ホテルのホテル追加代金が1泊lこつきお一人様500円引き！
※対象ホテルは一部ホテルとなり、左記マークがあるホテルとなります。※出発日の前日から起算して30日前までにお申し込みいただいた場合のみ適用となります。
※出発日の前日から起算して29日前からの出発日の変更、コース（商品コード）の変更、参加者の変更・追加が発生した場合は、対象外となります。
※「京都追加代金」に「早割30」は適用されません。

「出離0日前まで」の商品コード（末尾［）でご予約ください。出発日の前日から起算して29日前から7日前までにご予約ざれる場合は「出発29日前から」の商品コード（末尾A）でご予約ください。

※各ホテル情報内に囲マークがある施設は、4／1－4／1騎白の場合、お一人様1泊につき、下記ホテル追加代金に加え「京都追加代金」が必要となります。「京都追加代金」に「早郎0」は適用されません。

※★は土曜日代金適用となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

宿泊 ���宿泊日 �4／1－ �4／7 �4／8－ �4／16－5／2、7／16－7／20 　9／1－9／30 ��5／3～ 5／5 �5／6－7／15 ��7／21－－7／31 ��8／1－8／10、8／17－8／31 10／1－11／5 （★10〃） ��8／15 8／16 �京都追加代金 図2葦北IIi闘：謝1 4／1－4／15 

ホテル カレープ ���1重 刑用人数 �4／6 �4／14 �4／13 4／15 �（★4／29、9／16、9／23） ��8／11～ 8／14 �（★7／15） 

日～金 �土★ ��日～金 �土★ �日～金　　　土 ��日～金l土★ 

∴ 勿膨 ���3名1室 �1，800 �1．800 �900 �900 �2，300 �1，800 �900 �1，800 �1，400、 �2，300 �1．400　2，300 ��1．800 �設定なし 2名1室 �1，800 �1，800 �900 �900 �2．300 �1，800 �900 �1，800 �1，400 �2，300 �1，400 �2，300 �1，800 

1名1室 �3，200 �2．700 �1，800 �1，400 �2，700 �2，700 �900 �2，300 �1，800 �2，700 �1，800 �2，700 �1，800 

グ �● � �3名1室 �1，800 �1，800 �1，400 �1．400 �2，300 �2，700 �1，400 �1，800 �1，800 �2，300 �1，800 �2，300 �1，800 �設定なし プ �2名1室 �1，800 �1，800 �1，400 �1，400 �2，300 �2，700 �1，400 �1．800 �1，800 �2，300 �1，800 �2，300 �1，800 
1名1室 �3，200 �2，700 �1，800 �1，800 �2，700 �2，700 �1，800 �2，300 �2，300 �2，700 �2．300 �2，700 �2．300 

3名1室 �1，800 �2，300 �1，800 �1，800 �3，600 �4，100 �1，800 �3，600 �2，300 �3，600 �2，300 �4．100 �3，200 �3，000 

2名1室 �1，800 �2，300 �1，800 �1，800 �3，600 �4，100 �1，800 �3，600 �2，300 �3，600 �2，300 �4，100 �3，200 �3，500 

1名1室 �3，200 �3．200 �2，700 �2，700 �3，600 �4，500 �2，700 �3，600 �3，200 �3，600 �2，700 �4，100 �3，600 �4，000 

遍 ＼猟期 ���3－4名1室 �2，700 �4，100 �2．700 �2，300 �4，500 �4，500 �2，300 �4，500 �2，700 �4，500 �2，700 �5，000 �3，600 �3，000 2名1室 �2，700 �4，100 �2．700 �2，700 �5，900 �5，900 �2，700 �5，000 �3，200 �5，400 �3，600 �5，900 �4，500 �4．000 

1名1室 �4，100 �5．400 �3，600 �3，600 �6，300 �6．300 �3，600 �5，400 �4，500 �5，900 �4．100 �5，900 �5，000 �4，500 

ゲ � � �3名1室 �5．000 �6．300 �3，600 �2′700 �7，200 �7，700 �2，700 �6．800 �4．100 �7，200 �4，100 �7，700 �5，400 �3．000 
2名1室 �5，000 �6，300 �3．600 �3，200 �7，700 �7，700 �3，200 �7，200 �4，100 �7．700 �4，500 �8，100 �5，900 �4，500 

グ � � �1名1窒 �7，200 �8，600 �5．900 �5．400 �9，000 �9，900 �5，400 �8，600 �6，300 �9，500 �6，300 �9，900 �7．700 �5，000 

3－4名1室 �9．000 �9，000 �5，500 �4，000 �9．000 �9，000 �4，000 �9，000 �5，500 �9，000 �6，500 �10，000 �7，000 �1，500 

2名1室 �9，000 �9，000 �5，500 �4，000 �9，000 �9，000 �4，000 �9，000 �5．500 �9，000 �6，500 �10．000 �7，000 �3，500 
グ � � �1名1室 �10．000 �10，000 �8．000 �4，000 �9，000 �9，000 �4，000 �9，000 �5，500 �9，000 �6，500 �10，000 �7，000 �5，000 

グ �● � �3名1室 �9．000 �10．500 �6，000 �5，000 �10，000 �12，000 �5，000 �10．000 �6，500 �11，000 �6，500 �11，000 �8．500 �設定なし 

2名1室 �9，000 �11，000 �6，000 �5，500 �12，000 �13，500 �5，500 �11，000 �6，500 �11，500 �7，000 �12，500 �9．000 �6，000 

プ �1名1室 �13．000 �17，000 �10，000 �9，000 �16，000 �18，500 �9，000 �16，000 �11，500 �17，500 �10，500 �17，500 �13，500 �設定なし 

rL、 し［」 ∴iここi： ���3－4名1室 �10，000 �12，500 �8，500 �5，000 �11，000 �12，500 �5，000 �10，000 �6，500 �12，000 �6．500 �11，500 �8，500 �500 

2名1室 �10，000 �13，000 �8，500 �6，500 �13，000 �13．500 �5，500 �11，000 �7，500 �13，500 �7，500 �13，000 �9，000 �3，500 

1名1室 �16，000 �19，000 �14．000 �11，500 �18．000 �20，000 �10，500 �16．000 �13，500 �19，000 �13，000 �18，500 �14，000 �6，000 

グ � � �3名1窒 �10，000 �13，500 �8，500 �7．500 �12，000 �12，500 �7，000 �11．500 �7，500 �12，000 �8，500 �11，500 �12，000 �3，000 プ �2名1室 �10，000 �13，500 �8，500 �9，000 �15，000 �15，500 �8，500 �14，000 �9，000 �13，500 �10，000 �14，000 �13，500 �6，000 
1名1窒 �18，000 �28，000 �17，500 �16，500 �27，000 �27，500 �15，000 �25，000 �17，500 �25，000 �18，000 �24，500 �22，500 �6，500 

3名1室 �14，500 �16，500 �12，000 �8，500 �13，500 �15，500 �8，500 �13，500 �10，500 �14．000 �12，000 �17，000 �12，000 �1，000 

ゲ � � �2名1室 �17，500 �19，500 �14，000 �10，000 �17．000 �19，000 �10，000 �16，000 �13，000 �18，000 �14，500 �21，000 �14，500 �‾2，000 ＼ �1名1室 �34，500 �39，500 �30，000 �21，000 �32，500 �36，000 �20，500 �30，500 �25，500 �33，000 �29，500　40，500 ��27，000 �5，000 



出発地 �便名 �三 イ ト �出発卜到着 ���到着地 

宮崎 �502 � �07 �40ト08 �45 �伊丹 

504 � �10 �10ト11 �20 

506 � �11 �25ト12 �30 

508 � �14 �55ト16 �00 

1156糾 � �17 �10ト18 �15 

◇510 � �17 �35ト18 �45 

i512 � �19 �05ト20 �10 

※17／14、7／16、8／3－8／26の運航。

出発地 �便名 �三 イ 卜 �出発卜到着 ���到着地 

伊丹 �501 � �07 �15ト08 �20 �宮崎 

503 �A �09 �45ト10 �50 

505 �A �13 �10ト14 �15 

1155※1 �A �15 �25ト16 �30 

507 �A �15 �50ト17 �05 

509 �A �16 �55ト18 �10 

511 �A �19 �50ト20 �55 

※フライトスケジュールは予約時に時刻・運航会社・使用機材・座席番号な

どが変更されている場合があります。最新のものは予約時にご確認くだ
さい。掲載の出発時刻と比較し、予約時の出発時刻が60分以上変更の場

合、フライト追加代金が変更になる場合があります。
※当日やむを得ない理由（天候・その他）により、予約便の便名および時刻

の変更等が生じた場合でも差額の払戻はありません。
※当日予約便に乗り遅れの場合も航空券の払戻はできません。また、代替

交通はお客様ご自身での手配となり、費用もお客様負担となります。

基本フライト以外をご利用の場合は、復路のご搭乗日・利用便に応じて下記の追加代金が必要となります。

復　路
単位：円 

復路搭乗日 �右記以外 �4／29、4／30 5／2、5／3 5／6 8／9－8／14 �5／4、5／5 �7／13、7／14 �7／16 �8／1－8／8 �8／15、8／16 �9／14－9／16 9／21－9／23 10／5－10／7 �9／17 9／24 10／8 

Aフライト �追加なし �18，000 �6，000 �4，500 �3，500 �5，500 �8，500 �5，000 �4，000 

お預かり手荷物1こついて � �二i十一」 

お一人様20kgまで無料 �：∴ � 

お一人様20kg（プレミアムクラスボ岬の場合は40kg） 

まで無料でお預かりいたします。 

国麗ヨ臆 
i i●20kg超－100kgまで有料・＝ �田・・0垂垂…越 ごと全 � 

発議制鎚膝 発露縞砂蘭書 � � 

20kg（プレミアムクラスご利用の場合は40kg）を超え100kgまでのお ��手 �□物はi 

重量超過手荷物料金をいただき、お預かりいたします。

サイズ �ズ 

圭●護護讃誤ります。態 �� 
二二m㊤一一一一 

毒す 

●上記重量・サイズを満たしていれば制限はありません。 

※ANA便（機種Q4A）およびiBEXエアラインズオリエンタルエアブリッジが運航する便

は手荷物を搭載するスペースの制約から、3辺の合計が203cm以内の手荷物でもお預か

りできない場合があります。また、スペース容量の関係から、ご搭乗便にお手荷物を搭載

できない場合は、他の運航便または他の輸送機関にて運送することがあります。

機内へ持ち込めるお手荷物は総重量10kg以内で、身の回り品
（ハンドバッグ、カメラ、傘など）のほか、下記のサイズのお手荷

物1個とさせていただきます。

なお、下記のサイズ以内のお手荷物でも、客室内に収納できな
い場合にはお預かり手荷物として貨物室に搭載させていただく

ことがあります。

●持ち込み手荷物のサイズ（お一人様1個まで）

3辺の合計には付属品（ハンドル・車輪など）を含みます。

飛行機の座席数 �機種 �サイズ 

100席以上 �773・772・789・78P・78R・ 76P・763・321・32P・32A・ �3辺の合計が115cm以内 
32F・738・73H・73L・73P・ 　737・73D・73X �（55の×40m×25m以内＊） 

100席未満 �Q4A・Q84・ �3辺の合計が10000以内 
Q82・CR7 �（4500×35m×2000以内＊） 

機内収納スペースの関係上、3辺の合計が115cm（100創）以内のお手荷物に
つきましても各辺のサイズ（＊）を超えるお手荷物はお預けいただきますよう、ご

協力をお願いいたします。なお、機内持ち込みを希望される場合は、ANA係員
にお問い合わせください（お手荷物のサイズを確認させていただきます）。

詳しくはANASKYWEB WWW“anaiCO“」Pをご覧ください。



●出発・帰着空港：宮崎空港
●設定期間：
2018年4月1日～10月31日の毎日出発

●食事条件：朝食付き
●最少催行人員：2名（ただし1名1室の設定がある宿泊施設

のみを利用した場合は1名桜より催行します。）
●添乗員：
添乗員は同行いたしませんので、ご旅行中の諸手
続きはお客様ご自身で行っていただきます。

漢旅行代金！こついて

旅行代金とは「基本代金として表示
した金額」と「追加代金として表示し
た金額」の合計を指します。
出発日・利用人数・日程により旅行代
金が異なります。各コース該当カレン
ダー記載のアルファベットをご参照
のうえ、代金をご確認ください。小人

代金の設定はありません。（3歳以上
は大人と同旅行代金となります。）ま
たご旅行中にお客様のご都合で使用
されなかったクーポン券類の払戻は
できません。羽田・成田・中部国際・北
九州空港ご利用の場合、国内線旅客
施設使用料が含まれております。

日程 �行　程 �食事 

1 �宮崎空港＋伊丹空港＝〈各自負担〉＝ホテル◆到着後フリータイム � 

中日 �◆終日フリータイム �回 

最終日巧 �◆出発までヲ臥＝夢者ムホテル＝〈各自負担〉＝伊丹空港＋宮崎空港 �囲 

利用空港・路線・便についてはフライト情報をご覧ください。

臆お客様へのご案内（必ずお読みください。）

お申し込み／2名桜よりお申し込みいただけます。（ただし、1名l室の設定がある宿泊施設のみを利用した場合は、1名となります。）また、申込時に必要部屋数をお申し出ください。ご出発日の前日から起算して7日前までご

予約を承っております。ただし、満席等の理由により受け付けができない場合があります。ご利用便／便名はご予約いただいた時点で決定いたしますが、ダイヤ変更に伴い便名・フライトスケジュールは変更となる場合

があります。その場合予定の日程を変更することもあります。券面に意識されている便以外は却」用いただけません。また、乗り遅れ（交通機関の渋滞等含む）はる代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払戻はでき

ませんのでご注意ください。また、代替交通手段についてもお客様自身での手配となります。※2歳のお子様がご参加で旅行中に3歳のお誕生日を迎えられる場合は、復路搭乗日に有効な商品または航空券をお買い求め

ください。※事前座席指定いただける席には限りがあります。予約状況はり、お並び席などご希望に消えない場合があります。※機材変更などやむを得ない理曲こより、ご指定済みの座席が予告なしに変わる場合がめ

ります。※航空便ご利用にあたってはご予約された航空会社の運送約款はります。宿泊施設／特に記載のない限り、客室の指定はできません。ルームタイプがまたはで表示されている場合、指定はできません。記載

されている客室写真は「列となります。相部屋はお受けいたしておりません。特に記載のない限り、J玖・トイレ付きとなります。〈洋室〉特に記載のない限りl名l室はシングルルーム、2名l室はツインルームのご利用となり

ます。（3名以上l室でご利用の場合はツイン＋エキストラベッドまたは、ソファーベッド等となります。）〈和室・和洋室〉l室の広さ（畳数）は利用人数はり変わります。「ホテルからのおもてなし」は記載のない限り、滞在中l

回の瑚」用となります。各宿泊施設チェックイン時にお申し出のうえご利用ください。また、記載のおもてなしの内容は一部となる場合があります。早めのチェックイン、遅めのチェックアウトができる施設は時刻を赤文字で

表示しています。代金を適用しないお子様（3歳未満）で食事や寝具を必要とされない場合でも施設使用翻泌異な場合があります（現地払い）。各施設に記載されている金額は1泊あたりの金額となります。また、施設の都

合はり変更となる場合がめります。施設使用鞘こ含まれているものは各宿泊施設により異なりますので各宿泊施設にご確認ください。食事／食事条件は特に記載のない限り朝食付きとなります。早朝出発の場合など
お客様の行翫よっては朝食をご棚いただくことができない場合があります。その場合、お客様の卓服放棄となりますのでご注意ください。ポショナルブラン／プランはり小人の腺年劫嘆なります。3歳未満の

お子様のご利別こついては、お問い合わせください。また、プランはって現地ではお申し込机＼たたけない場合もあります。その他／ツアー中、当社の手配はる旅行サービスの毘供が一切行われない日（軌を当社では
「無手醐」といいます）については、当該日にお客様が被った損害について補償金は支払われません。取り扱い施設は、予告なく施設の一部工事、法令点検、営業日、メニュー内容等を変更する場合があります。

●1募集型企画旅行契約
この旅行は、ANAセールス株式会社（以下「当社」と

いう）が企画・募集・実施する旅行であり、この旅行に参

加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結す
ることになります。旅行契約の内容・条件は、募集パンフ
レットまたはホームページ・別途お渡しする旅行条件書

（全文）・出発前にお渡しする最終旅程表および当社旅
行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「約款」とい
う）によります。

●2　ご旅行のお申し込みおよび契約成立

①l）当社、2）旅行業法で規定された「受託営業所」（以下l）
2）を併せて「当社ら」という）のそれぞれにおいて、お客様

からの旅行契約のお申し込みまたはご予約を承りまも

（むご来店の場合、当社所定の旅行申込書に所定の事項を
記入し、後嗣込金を添えてお申し込みいただきま丸

③当社らは電話、郵便、ファクシミリ、インターネットおよ
びその他の通信手段による旅行契約のお申し込みを
受け付けることがあります。この場合、契約はご予約の
時点では成立しておらず当社らかご予約の承諾の旨
を通知した日の翌日から起算して3日以内（インター

ネットでの予約の場合当社が定める期間内）に申込書
の提出と申込金のお支払いまたは会員番号（クレジッ
トカード番号）を通知していただきます。この期間内に

申込金のお支払いがない場合または会員番号（クレ
ジットカード番号）を通知されない場合は当社らはお

申し込みがなかったものとして取り扱いま丸

④申込金は、後記する「旅行代金」「取消料」「違約料」
のそれぞれ一部または全部として取り扱いしま克

※表内金額以上旅行代金まで
⑤ただし、別途パンフレット、ホームページなどにこれと

異なる記載があるときは、その定めるところによりま克

●3　お申し込み条件

（D旅行開始日時点で15歳未満の方は保護者の同行を
条件とさせていただきます。15歳未満の方が契約責
任者となるお申し込みは受け付けません。予約時点
で15歳以上20歳未満の方のみでの旅行の場合は、

親権者の同意書が必要です。
②特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行

目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その
他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合
臥お申し込みをお断りする場合があります。

③お客様が暴力団関係者、その他反社会的勢力である
と判明した場合は、お申し込みをお断りする場合が
あります。

④その他当社の業務上の都合がある場合には、お申し
込みをお断りする場合がおりまも

●4　お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告・パンフ

レットまたはホームページの価格表示欄に「旅行代金
として表示した金額」または「基本代金として表示した
金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額か
ら「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額を
いいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約料」
「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。参

加されるお客様は旅行開始日当日を基準に満12歳以
上の方は大人代金、満3歳以上12歳未満の方は小人
代金が適用となります。ただし、コースによって小人代
金を設定していない場合があります。この場合大人代
金が適用となります。また、コースによっては幼児代金・
乳幼児代金等の設定があります。ただし、2歳のお子様
がご参加で旅行中に3歳のお誕生日を迎えられた場合
は、復路搭乗日に有効な商品または航空券をお買い求
めください。

●5　旅行代金のお支払い

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21日前までにお支払いいただきます。なお、21目

前以降にお申し込みされた場合は旅行開始日前の当社
らが指定する期日までにお支払いいただきます。

おからだの不自由棺お客様の旅行相談デスク

心身の陸机はたはアレルギーを含む病気やけがのある

お客様の、ツアー参加に関するご相談を伺っております。

※旅行参刑こ思し介助をしていただく方の同伴をお願いする罵合もおります。

※取扱旅行会社の方もお気軽にご相談ください。

2塑⑲0570°029－011
※iP電話からはこちらにおかけください。050°3819°9274

受付時間10：00－12：00／13：00－18：00

（土・日・祝日および12／29－1／3、5／1を除く）
※詳しくはhttp：〃www．ana－CO－jp／traveL／info／assist／をご覧ください。

宿泊、レンタカーまたは観光施設の入場のみをご利用の場合にご出発の 
前日（一部を除く）までお申し込みいただける「あなたび」をご用意しています。 
※詳しくはANAスカイホリデー取扱旅行会社にお問い合わせください。 

旅行企画・実施ANAセールス株式会社
観光庁長官登録旅行業第1656号　〒103－0027東京都中央区日本橋2－14－1

堕漕繋誓書拶
勝春三寒　石室堅い：圭”Ji lO450180

㊥ボ⊃「保証会員「軸純金（MTA）の正会員です．

当パンフレットの記載内容の無断転載を禁じます。
このパンフレットは地球環境にやさしい印刷用紙を使用しています。

総合旅行業務取扱管理者（国内）とは、お客様 �の旅行を取り扱う旅行会社・営業所 約に関し、担当者からの説明にご不 
での取引に関する責任者です。この旅行契 

明な点があれば、ご遠慮なく右記の取扱管理者に ��おたずねください。 

パンフレット請求コード SL－8A210－004 i商品区分コードg

●6　取消料

旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消
しされる場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下

記の料率で取消料をいただきます。なお、複数人数のご
参加で一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客
様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をい
ただきます。

音音音SS音S朗 � � 

21日目に �無　料 

旅行開始日の �あたる日まで 20日日以降 �旅行代金の20％ 

前日から �8日目に 

起算して・ さかのぼって �あたる日まで 

7日目以降 2日目に あたる日まで �旅行代金の30％ 

旅行開始日の前日 ��旅行代金の40％ 

旅行開始日の当日 ��旅行代金の50％ 

旅行開始後の解除・無連絡不参加 ��旅行代金の100％ 

※オプショナルプランも上記料率による取消科が利用日

を基準として別途適用されます。ただし、旅行開始後
の取消料は100％となります。

※当社の定める申込期限内に、お客様のご都合で出発
日・コース・利用便・宿泊ホテル等行程中の一部を変
更される場合にも取り消しとみなし、上記の取消料
が適用されます。

※本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、約款の別

紙特別補償規定第二条第三項目に規定する「サー
ビスの提供を受けることを開始した時」以降をいい、

添乗員または当社係員が受け付けを行う場合はそ
の受け付け完了時以降を、それ以外の場合で最初の

運送機関が航空機であるときは、乗客のみが入場で
きる空港構内における手荷物の検査等の完了時以
降をいいます。

ご参加を検討中のお客様
・ご希望のご出発日と商品コードをお知らせください。

冨望㊤0570°011”860
営業時間9：30－19：00

（土・日・祝日は18：00まで）
※12／31－1／3を除く

※1月て0日より、平日の営業時間を1時間延長いたしました。

※lP電動＼らはこちらにおかけください。050・3819－9213

●7　旅程保証

当社は、別途定める契約内容の重要な変更が生じた
場合、旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金をお支
払いいたします。詳しくは別途交付する旅行条件書（全
文）でご確認ください。

●8　旅行条件・旅行代金の基準日

この旅行条件は、2018年1月1日を基準日としていま

す。また、旅行代金は、2018年1月1日現在の有効な運
賃・規則を基準として算出しています。

●9　個人情報の取り扱いについて

（D当社らでは、旅行お申し込みの受け付けに際し、お客
様からの所定の申込書にて、お申し込みいただいた
旅行のサービスの手配およびそれらのサービスの受
領のために必要となる個人情報を、お客様よりすべ
てご提供いただきます。ご堤供いただきましたお客様
の個人情報（氏名・住所・電話番号・メールアドレス
など）について、お客様とのご連絡に利用させていた
だくほか、お申し込みいただいた旅行において、運送・

宿泊機関などの堤供するサービスの手配およびそれ
らのサービス受領のための手続きに必要な範囲内
で、運送・宿泊機関、保険会社などに対し、電子的方
法などにより毘供いたします。

（②プライバシーポi）シーについては、当社ホームページ

（hHp・／／www．anaS．COJP）をご参照ください。

●10　その他

各パンフレットまたはホームページ等に明示した申込
期限を過ぎた期間では、お客様の都合による航空券の
変更、行程変更、新規のご予約はお受けいたしません。

旅行代金には諸税・サービス料が含まれております。

お申し込みの際には詳しい旅行条件書（全文）と個
人情報の取り扱いを説明したご案内をお渡しいたし
ますので事前にご確認のうえ、お申し込みください。

お帰り後のこ意見、ご感想をお待ちしています。

2望⑲0570－039“860

受付時間平日10：00－17：00

（土・日・祝日および12／29－1／3、5／1を除く）

※iP電話からはこちらにおかけください。

050－3819－9275

国内旅行傷害保険加入のおすずめ

安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられますようおすすめいたします。

〒880－0806宮崎市広島l丁目12番1碍

喜田議宮綺暴動労音旅行会
TELO985T24－1555FAX0985－24－8619

総合旅行業務取扱管理者
廣　田　健　忘


