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◆洋室(1・ 2名に1室 )

O]]D15:00
C口D12:00
◆JR広島駅南□より
徒歩約5分
ヒ理
…

◆洋室(1・ 2名に1室 )

喫煙ルーム(1名 に1室)

● lN 15:00
m12:00
◆」R広島駅より車で
約10分
喫煙 禁煙選択可

◆洋室(1・ 2名 に1室 )

● ●]15:00
00T ll:00

◆」R広島駅南□より
徒歩約15分

●朝食を「いろいろ使えるんじゃ券J(1.000円 分に変更可

◆洋室(1名に1室 )

喫煙ルーム
(1・ 2名に1室 )

● N1400回日1l Ю0
◆」R広島駅南□より
徒歩約7分
喫煙 禁煙選択可

◆洋室(1・ 2名に1室 )

0‐ 14:00
0亘]11:00
◆」R広島駅より車で
約5分
喫煙 禁煙選択可

◆洋室(1・ 2名 に1室 )

◆憂]1,00
0UT ll:00

◆広島電鉄八丁堀より
徒歩約3分

◆洋室
(1～3名に1室 )

● N 14100
0UT l l:00

◆」R広島駅より車で
約8分

◆洋室(1・ 2名に1室 )

● I]15100
⑩口]11:00
◆」R福山駅より徒歩
約15分

t型雲:響澤沢可J

喫煙 禁煙選択可

画田ヨ8その他広島/HlZ

除外日:1/6～ 2/5
E― 広島市内/Hリ

』障
2名/1室 1名/1室

1,500円 2,000円

副睦曰ョ広島市内/Hリ 副睦□日広島市内/HU 剛嘔曰澤広島市内/Hり

En― 鵬 市内/HU

◆洋室
“
～4名に1室 )

)ヽ ]1400回り1200
◆JR広島駅より車で
約25分

除外日:4/1～ 5/3
副腱回ョ広島市内/H」 E― 広島市内/H日

こどもは上記よリー律-4,000円
E― その他広島/HIZ

◆洋室(1名に1室)

●[亜D14100
◆洋室(1・ 2名に1室 )

(街側)

0国 1'00
回 12100
◆JR下関駅より車で
約5分

◆洋室(1・ 2名に1室 )

●EDD10:00
0ロロ13100
◆」R宇部新り|{駅より
徒歩約5分

剛嘔曰口下関/SSK

ホ
テ
ル
圭

甦〓一一一

1名/1室

差額なし

1,000円

E― 下関/SSK 剛疇曰澤下関/SSK 画田園8山□市内・湯田/YGC 刷叫曰日宇部/UB」

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。

口
□

往復とも8空港から自由に選べる朝食付きリフリープラン

1名様より参加OK
札幌。函館`旭川・帯広。釧路・女満別発

慣
―

広島市内/Hり



◆洋室
(1～3名に1室 )

●lN 14:00
ロロ〕11100
◆」R倉敷駅より徒歩
約10分
ヒ 全室禁煙 」

◆洋室(12名 に1室 )

◆ N15:00
CDD12:00
◆」R岡山駅より徒歩
約5分
璽 錮 可」

◆洋室
(1～4名に1室 )

●・lN〕 15:00
回工引12:00
◆JR岡山駅より徒歩
約1分

◆洋室(12名 に1室 )

● N 14:00
00T ll:00

◆」R岡山駅より徒歩
約2分

ホ
テ
ル
差

一一一 3,000円 3,500円

d 4,500円 5,000円

岡山市内/OK」 ED― 岡山市内/OK」 型口曰澤岡山市内/OK」
除外日'10/18～

20
回匝ヨロ岡山市内/OKJ

t_倉 敷/KRA

◆洋室(1～3名 に1室 )

喫煙ルーム
(1名に1室 )

● N 15100
FOuT1 l o:oo
◆出雲空港より車で
約10分
噸 瓢 」

◆洋室(12名 に1室 )

●li理⊃15:00
10U]10100
◆」R松江駅より徒歩
約12分
※朝食は軽食となりま
す。(無料)

除外日:12/10・ 11、 1/9・ 10、 2/12・ 13
こども よ上記よリー律-3,000円
倒睦曰ョ玉造温泉/TMT

ａ丁二Ｃ
1,000円 1,500円

d 500円 1,000円

その他島根/MTZ

◆和室(2～ 5名 に1室 )

◆夕食付き

ンタサイクル貸出サービス(台数限定)

◆洋室(1名に1室 )

喫煙ルーム
(12名に1室 )

◆国 15100
Ш 012100
◆」R米子駅より徒歩
約1分

.‐ .‐ 延 璽 華 藝 羹 亘 コ

L― 鳥取/T‐J

◆洋室(1・ 2名に1室 )

● lN 15100
0UDll:00
◆」R徳島駅より車で
約10分

…

一
【

◆洋室(12名 に1室 )

喫煙ルーム(1名 に1室)

◆嘔囚B14:00
0Uつ 10:00

◆JR徳島駅より車で
約5分

Ẍ朝食は無料となります。

◆洋室(1・ 2名 に1室 )

● lN 15Ю 0
m12:00
◆」R徳島駅より徒歩
約5分
¨

◆洋室
(1～3名に1室 )

OJi〕 14:00
0UT 1 2:00

◆JR徳島駅直結

◆洋室(12名 に1室 )

●1lD1500回日1000
◆」R鳴門駅より徒歩
約5分

●女性のお客さまにレディースセット(滞在中1回)

刷嘔曰日徳島市内・周辺/TKS

◆洋室(1・ 2名に1室 )

ON〕 1'00
0□ 1000
◆」R鳴門駅より徒歩
約3分

倒嘔曰澤徳島市内・周辺/TKS El― い 内・周辺/TKS
除外日■/15
剛腱□澤徳島市内・周辺/1KS剛腱曰曰徳島市内 周辺/TKS

L― 徳島市内・周辺/TKS 口回曰ョ徳島市内・周辺″ KS

l 高松 り動 0副■楓 躙 闘

EL― 高松市内・周辺/TAK 刷疇曰日高松市内 周辺/TAK 馴嗅日日高松市内 周辺/TAK

◆洋室(1名に1室 )

●IED14100 α田11:00
◆」R高松駅より車で約3分
[喫煙 i禁煙選択可」
7t幼児(0～ 2歳 )の お子さ
まのご利用は施設の都合
によりお断りしています。

◆洋室(1～3名 )

● Nl15:00
C口D12100

◆JR高松駅より徒歩
約10分

…

◆洋室(1名に1室 )

◆ Nは00[D1000
◆」隔 松駅より車で約7分(一 」
来月躍日(月躍日が祝日の
場合は翌日)の朝食は軽
食バイキングになります。

剛腱□日高松市内・周辺/TAK
除外日:1/13
刊回曰■高松市内・周辺/TAK

1鳥取県l米子    _J

JAL′1ック
11



ａ一二ｃ
1,500円 2,500円

d 1,000円 2,000円
1/20
1その他香サ|ソTAZ

◆洋室
(1～3名に1室 )

● N14:00
(□ 12:00
◆」R高松駅より徒歩
約1分

1喫煙 釜煙選択可」

除外日:4/13
副腱回日高松市内・周辺/TAK

除外日,12/1718、 2/1213、 2/17～21
倒鳳曰ョ琴平/KTH

◆洋室(1～3名 に1室 )

◆□E15:00
CD012:00
◆JR松山駅より車で
約8分
t喫堅禁煙選択可|

●ぎやまんガラス美術館入館券(滞在中1回 )

除外日:1/17・ 18、 2/8・ 9
剛嗅曰日松山市内/MY」

◆洋室(1・ 2名に1室 )

◆〔!嗜 15C10
回]11:00
◆」R松山駅より車で

除外日'1/1718、 2/8則叫曰ョ松山市内/MY」 刷嘔曰澤松山市内/MY」
除外日:1/6・ ア、1/9、 1/14
型田日田道後/DOG

除夕十日:11/1～ 21
EE― 離 /DOG 剛睦曰澤今治/1A/B

:◆」R高矢□駅より徒歩

◆洋室(1・ 2名に1室 )

●IE11 3:00
C□D12:00
◆」R高矢□駅より車で

●レンタサイクル無料貸出(当 日先着順)

(1・ 2名 に1室 )

0国 1400回 DllЮ 0
◆」R高知駅より車で
約5分

剛睦曰日高矢□市内・周辺/KCZ
除外日:1/5・ 6、 2/15、 2/22～24
EMB高 知市内・周辺/KCZ

除外日:2/10～ 3/2
副口曰日高知市内 周辺/KCZ

除外日110/19・ 20
EL― 四万十/SMI

ヽぃ=日本航空利用 *」 ALグループ内のほかの運航会社・乗務員にて運航となる
場合があります。

希望便 =お客さまのご希望の便をご利用いただけます。
由 =ニツコー ホテルズ インターナショナル の =温泉付きホテル
回■ =フリータイム(ご利用便によつてIよフリータイムがおとりできない場合があり

ます。)
田⊃=チエツクイン時刻 回コ=チェツクアウト時刻
EED=アーリーチェックイン時亥」 回□=レイトチェックアウト時亥1
喫煙・禁煙選択可 =喫煙・禁煙がお選びいただけます。ご予約時にお申し出くだ

さい。
喫煙可   =喫 煙可能です。
全室禁煙   =ホ テル内および館内全客室が禁煙です。ホテルにより喫煙所

や一部スペースで喫煙可能な場合があります。
■特に記載がない場合、当パンフレットでは禁煙の設定です。
ロロ■日■口園目國D=レディースルームがお選びいただけます。ご予約時にお申し

出ください。

●出発日カレンダー ―
□内:往路/広島・岡山・山□宇部・出雲空港到着の場合=N 往路/高松・徳島・松山・高矢□空港到着の場合=P

ホテル差額は1泊 1名様の代金です。また、参力]人数ではなく、使用するルームタイプによつて必要です。こどもホテル
差額は3名以上/1室利用で1室につきおとなホテル差額適用者2名以上ご利用時に適用します。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です。
差額なし  基本代金でご利用いただけるホテルです。

壺蜃劇団圏離与稲鮎r晟綺g醜輪製鵬 璧霧う饂濡群褐靡t

Ч mШ‐“里繕寝繁を暑墨。

*上記基本代金はホテルを23名 1室で利用した場合のものとなり、1室あたりの利用人数またホテルによつては
すべての利用人数でホテル差額が必要です。また、札幌発はフライトによつてはフライト差額が必要です。

www.jal.CO.jp/tour/55th/ JAL′ f・/ク

2

単位:円

札幌発
基本代金 (1名様) A B C D E F G H l 」

剛

ND2401□ 40,20C 45,60( 49,30( 87,80( ,32,30〔

ND2402□ 46,00( 47,00( 47,90C 49,20C 54,90( 93,80( 38,30〔

旅行代金差額 (1名様/全期間/おとな。こども同額)
*函館・旭川・帯広・31路・女満別発は札幌発の基本代金に下記差額が必要です。
函館発/+3,000円 旭川発/+5,000円 帯広・釧路発/+6,000円 女満別発/+9,000円

設定ホテリレ 回口田広島県・岡山県・山□県撮根県鳴取県=NE2450N
徳島県・香川県・愛媛県・高矢□県=NE2550N

香川県 1高松・観音寺・こんぴら温泉

◆洋室(1・ 2名に1室 )

● N15ЮO匝]1000
◆JR琴平駅より徒歩N儡の
禾」用となります



●出発日:2019年 10月 1日～2020年 4月 27日の毎日発
●最少催行人員:1名または2名 (ただし、1名の場合は1名に1室の設定が
あるホテルのみを利用した場合に限ります。)

●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。
また、ホテルによっては夕食も含まれます。

※道内の発着空港は同一となります。*往復羽田空港の同日乗り継ぎとなります。ただし新千歳⇔広島FB5は直行便
もご利用いただけます。

・i        贔灯再袋菫・⑮  鰈鏃魃 余莉 蝠濯
脇趾8■轟辟沐×程暴文瓢l
設譜装」腑譜護鉗馳臓詰l霞雷RFえ 鋼ヽ念麗議:口鍾麓な要脚霧慧嘉

●出発地琳L幌・函館・旭川。帯広・釧路・女満別           E劃 闊И 組み立て型

初日

中日 國■                           (各 地)泊

最終日 ロロ挙各空港 希望便 Oぃ 羽田空港 希望便 Oぃ 道内各地空港

|   |=Aフ ライト以外 →基本代金でご利用いただけます。

■囚=Aフ ライト
→
鰍婆獄

それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとにフライト差額が

・毒易ふ基皇行なり層置ξ翌電Tダ夢アに当襲み敷償惧l:傷蕩≧鍵蹟行だいた便名および出発
●下記の運航会社・便名は2019年9月現在の運航予定で、変更または運体になる場合があり
ます。

・殷席諦ざ曜墓説又翌踏″f翼繁珀麗霧範穐:墓鰤
」AL=日本航空

●羽田空港乗り継ぎ便 (羽 田空港⇔広島・岡山・出雲・
山□宇部・高松・徳島・高知・松山空港)

●函館・旭川・帯広・釧路・女満別空港発着
●新干歳空港発着 (広島空港直行便)

上記の路線は、フライト差額なしでご利用いただけます。いただけます。)

新千歳空港→羽田空港  I    JAL500便 ・」AL502便    IAフ ライト

羽田空港→新千歯中港  |    」AL529便・JAL531便    IAフ ライト

往路搭乗日
右記以外 11/4、 1/3、 1/13、

2/24 1/1・ 2 1/4・ 5
月～土 日

Aフライト +2.000 差額なし +12,500 +14,000 +17,500

復路搭乗日
右記以外

12/31、 4/29 11/4、
2/22、 3/20 12/28～30

日～木、土 金

Aフライト 差額なし +7,000 +2,500 +7.000 +16.500

*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座席番号が変更・取り消しとなる場合がございますのでご了承ください。

旅 行 条 倒F(要 約 )お 申し込みいただく前に、このページと各コースことのこ案内や注意事項等を必ずこ確認ください。
■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Jという)を締結することになります。また、

所雰撃窟譜
、本ノヾンフレット、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

彗霧 盤 動 認 雲 駕 ま 話 1冨 蹴 理 こ11%調 ]」:響:蛋執皇響r

取消日
らヽ起算してさかのぼって

d)旅行
開始日前日

e)旅行開始B
当日(fを除く)

D旅行開始後
または

無連絡不参加
a)21日 前まで
,主 (11日前井不ヽ主(10日 ～8日前

c)7日～2日前
取消料率 無料 20% 30% 40% 50% 100%
※1取消料ロヨ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。

旅行代金
(お 1人様)

10,000円 未満 30.000円未満 60,000円未満 90,000円未満 90,000円以上

申込金 3,000円 6,000円 12.000円 18,000円 旅行代金の20%

襦
ン 鵞紺 麟 ξ鰊 勒 鶉 蠍 蜆 鍼 闊

:優鶉涸
靱 馨鑽 吻 聰 鍼 鰊 需

*套雷喬蜜易1喜蔭聾融者智真ξ麗肥趙珈躍籍己晃留E殿勇了銀側がない
*謀菌募療a理聾嘉「算島抵梶畢壁野鰭≧た11『景珈認棚八轟曇衛も契約の解
‡茅ヲぷ観 午編鯉璧摺離竃野始まその聴肖料を馴いたし議
艦 翼璽]重£ξ不著量当lξ窮駆襲Ettlif積異ξ『準としています。また旅行代金

讚 聾
笏靱■:[蒻趙鯰署・淋fm襦獣詰■監露辟ζ電農ξ界ス層£儒:避蜃薔雷t劃および当社WebサイHPo

オプショナリl
プラン

取消日
利用開始日の前日から起算してきかのぼつて c)利用 d)利用開始日 e)利 用開始後

または無連絡不参力Da)4日前まで b)3日～2日前 開始日前日 当日(eを 除く
取消料率 無料 20% 20% 50% 100%

※1取消料Π 左記マーク付きのオプショナルプランは上記適用

050‐3155‐■333櫃腫蟄:響う1:°0種撃徴破潔ヒ」斎ζttl進肇高モ仝
=3婆

F3含
わよだふ。縄墓z続してぉります。

睦重塗EL実国

株式会社ジャルバック
観光庁長官登録旅行業第705号
〒■40‐ 8658東京都品川区東品川2‐ 4-■■野村不動産天王洲ビル

◎mよ祟藤聰蛯套T冒
瀬 蝉 囲 び N
轟ζヒ
`,144210029

◆お問い合わせ。お申し込みは
〈受託販売〉 讀雹器訪鼈帥 纂8譜罐

慮なく下記の旅行業務取扱営埋者にご質問ください。
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ツアーの検索がますます便利になりました。お好みの旅が簡単にみつかります!

JALパック 国内
www.jal.cojp/domtour 翻


