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新宿■::

0□□ 14:00/OUT l l:00
0」 R新宿駅南□より徒歩約8分
。除外日:5/6

…
新宿/S」K

●復路便は14日間まで延長OK:
※ただし、10/12、 10/14、 11/2、 11/4、 12/28～ 1/5、 1/11、 1/13、 2/22、
2/24、 3/20、 3/22、 5/2～ 6の帰着にかかる復デ各便の延長はできません。

0ホテJレは何日目のご利用でも0商

「7~

・ 〔l函D15:00400D10:00
・ りんかい線品川シーサイド
駅C出□直結、京浜急行青
物横丁駅より徒歩約フ分

・ 除外日5/6

…
品川周辺/SNA

浜松田]|■| |‐■

鍛EED1 3:00′にEDll:00
01～3名に1室
●[l団 15:00/QUT ll:00
0」 R・京浜急行品川駅高
輪□より徒歩約2分

01名に1室
。□□15:00/CttD1 2:00
0り んかい線品川シーサイ
ド駅A出□より徒歩約1分
。除外日:4/1～ 10

。□m15:00/mll:oo
勒東京メトロ人形町駅A5
出□より徒歩約2分

呻 東京駅周辺′/TYS  
…

東京駅周辺/TYS

●1・ 2名に1室
00m15:00/OUT 1 0:00
0」 R水道橋駅東□より徒
歩約5分

」R町 田駅北□より徒歩
約4分、小田急線町田駅
西□より徒歩約2分

…
23区外 /TYZ

□゙□ 15:00/回 ⊃ 10:00
響」R池袋駅東□より徒歩
約5分

Ellll― 池袋 目自/KE

'1名に1室|[N〕 15:00/Our l o:oo
・ 」R池袋駅東□より徒歩
約6分

…
池袋 目自/KE

01～4名に1室
喫煙は1～3名のみ
。□D15:00/mll:oo
O東京メトロ赤坂駅6・ 7番
出□より徒歩約5分
り除外日:4/1～ 11
回 赤坂/AKZ

銀 座 |

蒲 田

鬱□m15:00/Q日 10:00
。東京メトロ新富町駅4番

出□より徒歩約2分

…
銀座/′ GN

出□より徒歩約2分

16

|[D15:00/囲 10100
.」 R蒲田駅西□より徒歩
約2分
来朝食は軽食となります(無14)

●ll―蒲田 大森/KMA ロロ嘔日水道橋飯田橋/SD

。1名 に1室 喫煙は1～3名
鬱□m15:00/囲 10:00
。東京メトロ西葛西駅南□
より徒歩約2分

日E=日東京駅周辺/TYS  
…

その他23区内/TY

歩約 3分         徒 歩約 5分
※朝食ま′|イキングとなります(無料)

會1名 に1室
=⊂回 1500/0日 1000
)」 R大井町駅中央□より
徒歩約2分
'除外日110/22～ 11/3、
3/31^‐ 4/9

…
品川周辺 SNA   C匠口田品川周辺/SNA   Elllen● 品川周辺/SNA

浅 草

・ 1～ 3名に1室      。1名 に1室00□ 14:00/0亜Dll:00   0[亜 D15:00/て EDll:000東京メトロ田原町駅3番  。都営地下鉄浅草駅Al出
出□より徒歩約2分     □より徒歩約3分

・ 除外日:12/31、 1/1   0除外日:12/31

Lj― 上野浅車両国 UEN
ナ 崎

01・ 2名に1室       。1名に1室 喫煙は12名
●□D15:00/0亜 D10:00   。[団 14:00/[匝D10:00
0」 R川崎駅東□より徒歩約  ・ JR関内駅南□より徒歩
5分 、京浜急行京急川崎  約5分
駅中央□より徒歩約5分

…
23区外/TYZ    剛口颯口,崎/KWS mそ の他横浜/YOZ  

・ I_そ の他横浜/YOZ  回 その他横浜/YOZ

品 川

轟EED14:00/て ED12:00
摯」R関 内駅北□より徒歩
約7分、京浜急行日ノ出
田I駅より徒歩約4分

・ 1・ 2名に1室
001ND1 4:00/囲 11:00
0みなとみらしヽ線馬車道駅
4番出□より徒歩約3分
0除外日:12/31、 4/7～6/12

●□D13:00/ODll:00
。」R新宿駅中央東□より
徒歩約1分

…
新宿/S」K

●1～ 4名に1室
・ |コD14:00/回 12:00
0」 R・ 京浜急行品川駅高
輪□より徒歩約5分

…
品J周辺/SNA

00m15:00/CttD1 0:00
・ 京浜急行新馬場駅北□
すぐ

01～3名に1室
レディースルームは1名のみ
。国 14:00/回 Dll:00
0」 R新宿駅南□より徒歩

3除外日 4/1～6/12    約8分
0除外日:5/6

呻 品川周辺/SNA   m新 宿/S」K

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。

回 品川周辺/SNA m品 川周辺/SNA

14:00/0日 11:00

回 浜松町 田町/HMC

ロロ嘔口上野浅車両国/UEN m上 野浅草両国/UEN ロロ嘔口上野浅車両国′UEN

15:00/囲 11:00
彗京王線京工八王子駅よ
り徒歩約1分、」R八王子
駅より徒歩約フ分

…
その他千葉/CBZ 呻 成田/NRT

1名様より参カロOK 2019.10/1>2020.5/31
ホL幌・函館・旭川・帯広6釧路0女満EIJ発

マイステイ
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呻 銀座/CN



赤 坂

…
新宿/S」K    m新 宿/SJK u口嘔口池袋 目白/KE

飯田橋

“Ш
1500/m12oo

摯東京メトロ者5営地下
鉄東新宿駅Al出□横

徒歩約 5分
×朝食は軽食となります(無料)

□Aよ り徒歩約2分

□園
=日
渋谷恵比寿′S8Y

浅草橋/    ‐

e回 1500/OUT 1 000
。JR浅草橋駅東□・都
営地下鉄浅草橋駅A3
出□より徒歩約2分
。除外日:4/1～6/12
LE― 上野浅草岨 UEN

多摩■||||■・
=■
・
|||■

||||||‐ ||||||||||||||||||||..

薇1～ 3名に1室o国 14110/m1200
0京王線 刊 田ヽ急線多
摩センター駅より徒
歩約2分
。除夕1日 12/31、 4/29、 5,23

…
23区外/TYZ

肇1・ 2名に1室

最囲 1400/図 1lЮ0
o」 R川崎駅東□より徒歩約
5分 、京浜急行京急り崎
駅中央□より徒歩約7分
u口
"●
川崎/KWS

91・ 2名に1室
苺|口 ほ 00/OUT ll Ю0
螢東京メトロ新宿三丁
目駅B2・ B3C6・ C7
番出□より徒歩約5分

歩約6分、東京メトロ
淡路町駅A5出 □よ
り徒歩約 1分EI―椰田秋葉原 K口 Z

番出□より徒歩約1分
奪除夕十日¬2/27～ 1/5

El_赤 坂/′ AKZ

ol～3名に 1室
喫lIは 1名のみ
。囮 1400/画 1000
。東京メトロ永田田]駅 4・

5番出□より徒歩約4分
。除・l日 12131、 1,1、 3131～ 6112

…
赤坂/AKZ

…
赤坂/AKZ    II― 赤坂/AKZ

3a4番 出□より徒
歩約 1分
會除外日 5/6
呻 赤坂/AKZ

01～3名 に1室
。回 15:00/囲 1l Ю0
。東京メトロ半蔵門駅5
番出□より徒歩約1分

E ll―赤坂/AKZ

摯1・ 2名に1室
。匝 11500/m12oo
奪」R東京駅八重洲北
□より徒歩約5分ス唇鵬 解 聰
EI― 東柵 辺/TYS

2名 1室 まダブルルーム

・ 囲 1500/図 10Ю 0
。東京メトロ酬酬5翻□より徒歩約3分
※朝食は軽食となります(無料)

。除外 日:3/22～ 6/12
Elll― 銀座/GN

鰺JR・ 東京モノレール
浜松田I駅北□より徒
歩約8分

磯1・ 2名に1室o匹 14ЮO/囲 1200
像JR上野駅浅草□より
徒歩約2分
o除外日 12/315/6

口五置
=田
上野浅車両国 UEN

。1名 に1室0回 15Ю 00U・ 1l Ю0
0JR浜松町駅北□より
徒歩約8分
X朝食は軽食となります(無料)

浅草駅 Al出 □より
徒歩約2分

・ 除外日:4/1～6/12
山 田 』 瀕 両国/UEN

II n― 渋谷恵比寿/SBY

ol・ 2名に1室e回 1「100/囲 11:00
oつ くばエクスプレス
浅草駅A出 □より徒
歩約7分

ll― 朧 両国/U[N

履Tの名に1室     。12名に1室
o回 15100/図 10:00 。国 1500/囲 1 l l10
。東京メトロ虎ノ門駅1 磯」R東京モノレール
番出□より徒歩約7分  浜松町駅より徒歩約

8分
。除外日:3/31～ 4/5

回口嘔口新橋汐留/SBS  EI― 浜松町田町/HMC
●除夕1日 12/28、 12/31、 1'1

呻 浜松町田町/HMC   
…

浜ll町 田町/HMC

浅 車

El― 蒲田大森/KMA t― 蒲田大森 KMA ロロ■□蒲田大森/KMA

篠1名 に1室
鬱IШ 15Ю O/1璽 1000
。」R蒲 田駅東□ 京浜
急行京急蒲田駅西□
より徒歩約5分
お除外日 4/1～6/12

…
蒲田大森′′KMA

01名 に1室o回 14:00/図 11:00
。東京メトロ八丁堀駅
A3出□より徒歩約1分

llln― 東鯛 辺/TYS

無料 シヤトルバスで
約20分

…
川崎′′KWS

。1～ 3名に1室
。国 14:00/m12:00
0」 R渋谷駅ハチ公□よ
り徒歩約7分

歩約 1分

II― 上騨 両国/UEN

場駅・ゆりかもめ有
明駅より徒歩約3分
0除 ll日 12,27～31、 5/卜 5

…
台場/DB

鑢1・ 2名に1室

鬱 N1500/10UT 1 000
籠りんかい線国際展示場ll'ゆ りかもめ
東京ビッグサイトllよ り提歩拘3分

・ 除夕十日:5/6
L― 台場/DB

。1名に1室
・ CE11 200/m12100
・ JR立川駅南□より徒
歩約2分

ロロ
"●
23区夕ヽ TYZ

'11‐ i‐li ll:11

01名に1室
。 Nは 00′IJJ1 000
鬱京浜急行京急川崎駅
直結、」Rり |1崎 駅 より
徒歩約5分
9除外日 4/1-6712
Ln_鵬  KWS

…
新宿/SJK

・ 12名に1室
饉困 15ЮO′匝 11:00
鐵東京メトロ 者5営 地下
鉄東銀座駅5番出□
より徒歩約3分
→除外日 4/1～ 6/12

…
銀座/GN

…
23区外/TYZ

一́一・・一”
″

暫
．ｌｌｉ饂
齢 囲

Ｆ
冊

鰺
繋
一
〓
　
駐

1～ 3名に1室
1下]13Ю O/mD1 2oc
JR川 1奇駅東□より徒
歩約 1分、京浜急行京
急川 1奇駅中央□より
徒歩約5分

…
川崎 KWS

簑12名 に 1室
2名 1室 よダブルルーム
警回 1400′図 1lЮ 0
わJR大崎駅南改札□よ
り徒歩約3分

Eln― 品川周辺/SNA

」I名に1室      策1～ 3名に1室
鯵Ш l1 400/10uT l1 00 僣

『

15ЮO/画 1000
“」R神田駅西□より徒  ゆ東京メトロ木場駅4A歩約3分        出□より徒歩約3分

鮨
=夕
十日:12,31^‐ 1/2

3/24～ 4/4
11-神 田秋葉原 KDZ   剛 ヨその地23区内 TV

ol.2名 に1室 喫煙は1名のみ0回 14:00/OUT 1 0:00
0JR桜本田I駅東□より
徒歩約 1分

呻 その他横浜 ′YOZ E― その他横浜́′YOZ II― 横浜閻 ′YOK

惨1名 に1室
蒻匝 11500/OuTll ooo
毬」R・ 京浜急行横浜駅
きた東 A出 □より徒
歩約2分
鸞除夕1曰 4/1-6/12
●輌●ヨロ横浜駅周辺 YOK

央 □より徒歩約 3分
X朝食は軽食となります(無料)

…
東京駅周辺/TYS

約2分
91J夕 1日 :12/31

0-そ の他横浜′YOZ

=12名 に1室
。国 15110/図 10:00
～」R京浜急行品川駅
高輪□より徒歩約3分
職除夕十日:4/1～6/12
ロロ嘔□品川周辺/SNA

歩約7分
路除夕十日 12/31、 1/1

回 さいたま′/STM

12名に1室
IN 15:00/OUT l l100
東京メトロ赤坂見 ll

駅 A出 □より徒歩約
5分

移12名に1室
。1型 ,1400/〔璽Dl l l10
oつ くばエクスプレス
つくば駅A3出□より
徒歩約2分

…
その他関東′KTZ

審回 1400/OUT 1 200
鶴東京メトロ六本木駅
4a出□より徒歩約1分

大 1奇

3

品 川

□
囲

Lj― 品川周辺 SNA

半蔵門 橋
・　
レ

一宗

番出□より徒歩約2分

13
1名 に1室        1名 に1室
ID1 50040UTl1 00 「 ¬ 15001∞ ¬1000
東京メトロ三越前駅  都営地下鉄宝町駅
B6出□より徒歩約4分   A5・A6A7出□より
贄外日3/2, 6112  徒歩約1分
LI― 東京馳  TYS   E― 東京脚  TYS

番出□より徒歩約2分
螢除外日:12/30～ 1/2

Ln― 新宿 SJK    
―

:‐ 谷恵lL寿

JALノマック
1

。12名に1室 喫煙は1名のみ
都D15:004/OUT l l:00
螢東京メトロ永田町駅3

立,t´

。⊂D14
0」 R立サ

横 浜

]1400矩 日11
みなとみらい線日
大通 り駅 3番出□
り徒歩約3分

艤

‐‥
――――Ｉ
Ⅲ

…
赤坂/AKZ    EI lle● ●六本木/RPG   呻 赤坂/AKZ

'1・ 2名に1室

・ N11500/10U」 1000
1'〒 F急′i品‖駅高輪□より掟歩詢]分
除夕十日:4'1-6,12
」口■】品川周辺′′S llA

.:::::=」 F口 属 目 園

i□已曰■水道橋飯田橋■SD

や12名に1室
移m1500/iOuT l l Ю0

・ N1400/OUT 1 000



14:00/Q□ 11100
橋駅鳥森□より

01・ 2名に1室

爾回 15Ю04回 1000
戦」R・ 東京モノレール浜松
町駅北□より徒歩約5分
鬱除外日:4/1～6/12
□囲■巳■浜松町田町/HMC

el・ 2名に1室
。国 15:00/回 10:00
。東京メトロ新冨町駅4
番出□より徒歩約2分

m銀 座/GN    
…

新橋汐留/SBS
―

新橋汐留/SBS

秋葉原

,1名 に1室 喫煙は23名
輻囲 14:00/m12:00
爾」R両国駅より徒歩約
6分、都営地下鉄両国
駅Al出 □直結
爾除外日5/6
G固置ヨB上野浅阜両国/∪EN II― その他23区内/TY

禁煙ルームの1名はシングルダカ,
2名 まツインダブルより選択可

爾四 14ЮO/m12oo
eJR秋葉原駅中央改札□よ嘘歩細分
・ 除外日:5/6

呻 神田秋葉原/KDZ

歩約3分、東京メトロ
都営地下鉄新橋駅4番
出□より徒歩約3分
□団冒日新橋汐留/SBS

呻 神田秋葉原/KDZ

り徒歩約 3分
X朝食は和食洋食から選べます(無料)

機除外 日:4/1～6/12
回 羽田/HND

・ 除外日:4/1～6/12

回 羽田/HNDIIlleED EIA町 田町/HMC

01名に1室       ・ 1～ 3名に1室
0□ □15ЮO〔日1100 0⊂ D1400/皿D12Ю0
0」 R秋葉原駅中央改札  。東京メトロ東陽町駅1

□より徒歩約3分    番出□より徒歩約7分

― 神田秋葉原/KDZ   ― その他23区内/WI

,国 15ЮO/●UTll Ю0
0みなとみらい線みな
とみらい駅 2番 出□
より徒歩約7分
[匠置目田みなとみらい/MMC E― さいたま/STM ED― 藤 /MAK

□回ヨロ品川周辺/SNA  ●國雪
"品
川周辺/SNA

嚢回 1400/囲 1200
。東京メトロ四谷二丁目駅
2番出□より徒歩約2分

…
新宿/SJK

●1～ 4名 に1

喫煙は12名 のみ
011D1500ノ ロ 1lЮ 0
0」 R新橋駅銀座□より
徒歩約3分
0除外日:5/6
回 銀座/6N

。1・ 2名に1室
2名 1室はダブルルーム
●回 15ЮO/mllЮo
O」 R浜松町駅北□より
徒歩約8分

目目曰目田浜松mj ttI1/HMc 」口■□品川周辺/SNA

公園□より徒歩約2分

態四 14ЮO/m1200
蟻JR八王子駅より徒歩
約 1分、京王線京王八
王子駅より徒歩約3分
鬱除外日:5/6
m23区 外/TYZm23区 外/TYZ  m23区 夕1/TYZ

り徒歩約2分
夕除夕ヽ日 10/1～ 12

El―踊 比寿/SBY E― 渋谷恵比寿/SBY

・ □ID1 400ノ図 1lЮ0
0」 R水道橋駅東□より
徒歩約2分

・ 除外日:12/31、 1/1

ロロ嘔口池袋目自/KE □』已曰■水道僑飯日橋/SDI  [』 ●□□水道橋飯田橋/SD

。1～3名に1室     の1～ 3名に1室‡予鶉‖曇饉名駅蒙鱗
導除夕十日:5/6

団置田 渋谷恵比寿/SBY  
…

新宿/S」K

0□[D1300ノロ 1lЮ 0
0」 R新宿駅東□より徒
歩約5分
。除外日:12/31、 1/1
回 新宿/S」K

鑑1名に1室0回 14:00/図 11:00
。」R新宿駅西□より徒
歩約5分

m新 宿/SUK

。□[D15Ю Oスコニ]10Ю 0
0東京メトロ赤坂駅6番
出□より徒歩約1分

呻 赤坂/AKZ
…

六本木/RPC

m銀 座/GN

01・ 2名に 1室

備え付けテレビなし
。日 1500/回 1lЮ 0
0」 R馬喰町駅C4出 □
より徒歩約2分
E匠置目]上野浅草両国/UEN

01・ 2名 に 1室
1名 1室 まシャワープースのみ

。□D1400770m12Ю 0
0」 R有楽町駅日比谷□
より徒歩約4分
呻 銀座/GN E― 東京駅周辺/TYS

0回 15ЮO/囲 1000
0JR上野駅不忍口より
徒歩約13分

― 上野浅草両国/UEN

選1・ 2名に1室
のLN 15:00/囲 11:00
銀」R鶯谷駅南□より徒
歩約3分

E匠置目E上野浅草両国/UEN

浅 草

□田E目日上野磁草両国/UEN

●12名に1室
●回 14Ю O/OUT ll Ю0
0」 R新宿駅南□より徒
歩約3分
0除外日:5/6

…
新宿/S」K

JALノ
=ン
ク

2

:魃 :躙
剛 銀座/GN    m銀 座/GIN

:誕魃鮮量夢瑞提
呻 銀座/GIN    

…
銀座/GN

el～3名に1室     ・ 1～ 3名 に1室
●□□D15100ノロ 11:00 ・ 囲 14100/回 11:00
●みなとみらい線元町・ ●西武新宿線本川越駅
中華街駅 1番出□よ  直結
り徒歩約3分      ・ 除外日:12/31、 1/1、
●除外日:12/28～ 1/1、 5/1～ 5   5/2-4
111E● ●●軽晰山下公園/γMP   回 その他関東/KTZ

歩約5分
・ 除夕ヽ日:4/1～6/12
回 幕張/MAK

2名 1皇はダカレルーム3名 1室は
キングベッド1台十ソファーベッド

・ 囲 1500/囲 1lЮ0
●JR・ 京浜急行品川駅
高輪□より徒歩約2分
ロロ■□品川周辺/SNA

1名はダブルツインより選択可
・ 回 1300/図 1lЮ 0
●」R・京浜急行品川駅
高輪□より徒歩約5分
ltu― 品川周辺/SNA

徒歩約 1分

機1・ 2名に1室
鬱回 15:00/回 11:00
鬱JR五 反田駅より徒歩
約3分

llll― 品川周辺/SNA

01～3名に1室
。□壺D14:00ノロ 11:00
0東京メトロ九段下駅7
番出□より徒歩約1分
0除外日112/31、 1/1

ロコ已曰口水道橋飯日橋/SD

12100

歩約3分

01・ 2名に1室
●囲 15:00/図 11:00
」R有楽町駅京橋□よ
り徒歩約7分 、東京メ
トロ銀座―丁目駅 10
番出□より徒歩約 1分
呻 銀座′/GN

01・ 2名に1室

G囲 1500/回 1lЮ 0
。東京メトロ京橋駅1番
出□より徒歩約1分

01・ 2名に1室0回 14:00/囲 11:00
・ 都営地下鉄浅草駅Al
出□より徒歩約3分

川 越

01～3名に1室
●□NJ1 4:00ノ てIDll:00
●」R新宿駅南□より徒
歩約3分

―
その他23区内/TY

□団ヨロ新橋汐留/SBS

lllE― 新宿/S」K



15
地

場駅より徒歩約 1分
●除外日:10/1～ 11/21

回 新宿/S」K

●」R・東京 モノレール
浜松町駅より徒歩約
10分

●1・ 2名に1室

・ 囲 1400′回 1200
●東京メトロ京橋駅6番
出□前

ol・ 2名に1室
eCED14:00/回 口12:00
X1/7宿泊Iよ⊂団15001/6
宿泊は回コ1100
●JR水道橋駅東日より徒歩約3分

0回 1500/mllЮ o
●」R新橋駅銀座□より
徒歩約7分、東京メト
ロ銀座駅A3出 □よ
り徒歩約5分
m銀 座/GIN

・ 囲 1400/回 1100
●東京メトロ浅草駅2番
出□より徒歩約2分
●除外日 12/31
□画菫巳■上野浅草両国′UEN

・ 回 1400/回 1200

約1分

●1・ 2名に1室
●囲 14:00/図 12:00
e」 R・東京モノレール浜
松町駅より徒歩約8分
●除外日:12/31、 1/1、
4/1-6/12
-浜 ll町 日町/HMC

●除外日:12/31.1/1
徒歩約7分、東京メトロ
銀座―丁目駅10番出□
より徒歩約1分

…
銀座/GIN

●囲 15ЮO/m13oo
O」R錦糸町駅南□・東京メト
ロ錦糸町駅より徒歩約ア分

・ 除外日:12/31、 1/1
日田E目日その他23区 内/TY

●」R新橋駅銀座□より
徒歩約4分

・ 除外日110/1～ 12/23
11111u● 銀座/GN

刷口嘔日羽田/HND

●1～3名に1室 喫煙は12名のみ
●□ED1 5100ノロ 11100
●」R・ 京浜急行品川駅
高輪□より徒歩約5分

ロロ■□品川周辺/SNA

…
銀座

浅草駅B出□直結
●除外日:12/31、 1/1、
5/6

高輪□より徒歩約5分

」口■□品川周辺/SNA

●1・ 2名に1室0回 14:00/回 11100
0東京メトロ銀座―丁
目駅11番出□より徒
歩約1分

回 銀座/GIN

●1～ 3名に1室

●囲 1400X/m12oo
X4/1以降は回 15:OO
●」R錦糸町駅北□より徒歩l13分
●除外日:5/6
ロコ巴曰■その他23区内/TY

1名はダブルツインより選択可
●□団14:00/C口 13:00
●」R新宿駅西□より徒
歩約9分

・ 除外日112/31～ 1/2
回 新宿/S」K
新 橋

内幸町駅出入□A2ま
たはA5よ り徒歩約2分
ロロ嘔●新橋汐留/SBS

01～3名に1室
●IED15:00ノ 図 12:00
0」 R新宿駅西□より徒
歩約10分
●除外日10/1～ 11/2、
3/28～ 4/11
回 新宿/SJK

●1名 に1室
●囲 14:00/回 11:00
●」R新宿駅東□より徒
歩約8分 、東京メトロ
新宿三丁目駅 B9出
□より徒歩約5分

…
新宿/SUK

呻 幕張/MAK

"

o ll11 300/回 1200
0東京メトロ水天宮前駅直結
リムジンllス にて羽田空港
より約25分
LШ已曰●その他23区内′TYI

羽 lB

呻 羽田/HND
●除外日12,27～ 174、 4′ 28～ 512

Ellll●●●上野浅草両国/∪EN

…
渋谷恵比寿/SBY m渋 谷恵比寿/SBY

品 川

ol～3名に1室
1200 驚囲 14:00/図 12:00

鶴j良 京浜急行品川駅高 C」 R渋谷駅西□より徒
輪□より徒歩約10分   歩約5分

参除外日 12/31、 1/1

m品 川周辺/SNA   m渋 谷恵膀 /sBY

JALノ【′ク
3

●1・ 2名に1室
●回 15:00/OUT 1 2:00
0」 R東京駅日本橋□直結

Al出 □より徒歩約 1

分、銀座駅A5出□よ
り徒歩約2分

呻 東京駅周辺′TYS  呻 銀座/GN

2:00
・4

番出□より徒歩約7分
・ 除外日110/1～ 11/3、
12/29～ 1/1
回 銀座/GlN

より徒歩約4分
・ 除外日:12/31、 1/1

回口
"●
品川周辺/SNA

より徒歩約3分
□壼
=日
新橋汐留/SBS

ンズスクエア方面櫛し□より徒歩細分
●除外日:土曜日.休前日の1名
1室、12/30～ 1/1、 5/2～ 5

-み なとみらい/MMC

録」R有楽町駅日比谷□
より徒歩約5分

・ 除外日:12/30～ 1/3

。1・ 2名に1室
●四 15:00/回 12:00
。東京メトロ・都営地下鉄東銀
座駅Al出 □より徒歩約3分
●除外日110/25～ 11/3

…
銀座/GN

12/31、 1/1、 5/2～ 4
回 横浜駅周辺/YOK

り徒歩約3分、ゆりかも
め,夕留駅より徒歩約1分
。除夕十日12'30～ 111、 411～ 6,12

刷口嘔●新橋汐留/SBS

●1～3名に1室
。□[D15:00ノ図 12:00
●」R桜木町駅北□より
徒歩約 1分
0除外日:土曜日・休前日の1名
1室、12/30～ 1/1、 5/2～4
呻 その他横浜/YOZ

m台 場/DIB

●1・ 2名に1室
。日 15Ю O/OUT 1 200
●JR東 京駅丸の内Jヒ

□より徒歩約1分

呻 東京駅周辺/1YS

●1～ 3名に1室
。□[D15:00ノロ 12:00
0」 R・京浜急行品川駅
高輪□より徒歩約3分

― 品川周辺/SNA

:躍期翻[翻 蜃籾又呟
む除外日:12/30～ 1/3
m銀 座/GIN    回 東京駅周辺/TYS

より徒歩約4分
藝除外国:10/24～ 11/4
回 東京駅周辺/TYS

…
赤坂/AKZ

…
東京駅周辺/TYS

―ミナル内
●除夕十日:4/1～6/12

01・ 2名に0回
・ 東京メトロ東銀座駅
より徒歩約1分

三颯 コ l趙 ″肥 :脩
辟 lン

・ 除外日12/30～ 1/1、  ●除外日:10/25～ 2ア、11/1
5/2～4        ～3、 12/30、 1/1、 5/2～ 5
□肛■日日みなとみらい/MMC   c嘔 ■ョロ中華街山松日/YMP

宿駅南□より徒歩約3分
●除外日:12/31、 1/1、
4/1^´ 6/12
回 新宿/S」 K

●」R田町駅=田□より
徒歩約 7分 、都営地
下鉄三田駅より徒歩
約3分

…
浜松町田町/HMC

01～ 3名に1室
●回 14:0040二⊃11:00
0」 R新宿駅西□より徒
歩約5分
●除外日:10/19～ 11/2、
12/31、 1/1
回 新宿/S」K

徒歩約5分

■回田
"銀

座/GIN

■四■日□上野→式草両国/UEN

剛口■口品川周辺/SNA

日比谷

m銀 座/GN



:出 観 :温 129
0JR・東京モノレール浜
松田]駅より徒歩約12分
。除夕十日112/31～ 1/2
□Ш已曰ョ浜松町田町/HMC

・ 1～ 3名に1室
国ヽ 14:00/匡 1l Ю0
=JR有楽町駅より徒歩
約3分、東京メトロ銀
座駅より徒歩約 1分

II― 銀座 GN

'1～3名に1室
■D15Ю O/匝 1200
,都営地下鉄 ゆりかもめ
汐留駅より徒歩約1分

・ ■夕十日10118～ 1113、
3128～ 4/11
ロロ嘔□新1高 ,夕留′′SBS

'W1400/1璽 12Ю 0
・ 東京メトロ虎ノ門駅3
番出ロ ネ申谷田I駅 4b
出□より徒歩約10分

携東京メトロ江戸川橋駅
la出□より徒歩約10分
傘除外日:12/29～ 1/2帯除夕1日¬0118～ 11,3、 12131

■嘔●5日浜松町日町′日MC

12100

約8分

■2～4名に1室
■:N1500/OU1 1 200
・ゆりかもめ台場駅直結幕除外日:12/31、 1/1

E― 新橋汐留/SBS
…

赤坂 AKZ    E―台場 DB    _,也 袋目白 KE

赤 坂

EI―銀座/GN

。12名に1室      o12名 に1室
●Ш 15:00/匝 12:00 0回 14ЮO/回 1200
0東 京メトロ溜池山王  ●東京メトロ赤坂見附
駅、国会議事堂前駅  駅 D出 □ 水田田]駅フ
6番出□直結      番出□より徒歩約3分
0除外B12131、 1月 、4¬ ～6¬ 2 0除外日:12/31～ 1/2
回 赤坂 AKZ    

…
赤坂/AKZ

設定ホテル早見表地域名は50音旧
地域 科,― 施設名

赤坂

□赤坂陽光ホテル
19ホテル全国町村会館
都市センターホテル

11ザ ビー赤坂
ロザビー赤坂見附
ロホテルモントレ赤坂
晒相鉄フレッサイン 東京赤坂
□赤坂エクセルホテル東急
」ホテルニューオータニ/ガーデンタワー
ザ キヤピトルホテル 東急
ロホテルニューオータニ/ザ・メイン
21秋葉原ワシントンホテル
ロレム秋葉原
にごホテルリソル秋葉原

浅草

ロホテルサンルート浅草
ユニゾイン浅草
ホテル法華クラブ浅草

匝ホテル京阪 浅草
32ホ テルWBF東京浅草
図ホテルグレイスリー浅草
匝ザ ゲートホテル雷門 by HUttC
コ浅草ビューホテル

浅草橋
ベルモントホテル
京急EXイ ン 浅草橋駅前

有明
国 東京ベイ有明ワシントンホテル
B到相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明

飯田橋
ロヴィアイン飯田橋後楽園
ロホテルメトロポリタンエドモント/本館

池袋

15ホテルグランドシテ
ホテルリソル池袋

ロサンシャインシティプリンスホテル
ロホテルメトロポリタン

上野

國ホテルサンルート“ステラ"上里デ
厠水月ホテル鴎外荘
□CANDttO HOTELS上 野公園
三井ガーデンホテル上里予
NOHGA HOTEL UENO

大丼町
ロホテルルートイン品川大井町
Шウィアイン東京大井田]

大崎
ロダイワロイネットホテル東京大崎
ロニューオータニイン東京

大手田] |ア 三井ガーデンホテル大手町

大森

大森 東急REホ テル
26Tマ ークシティホテル東京大森
□京急EXイン大森海岸駅前

御茶ノオ 宣ザ・ビーお茶の水

外苑前
召 日本青年館ホテル
国三井ガーデ'ンホテル神宮外苑の社プレミア

蒲田

西鉄イン蒲田
21京急EXイ ン蒲田
四相鉄フレッサイン 東京蒲田

茅場町 に引パールホテル茅場町
川越 Iり 1越プリンスホテル

□相鉄フレッサイン川1奇駅東□
Hり川崎日航ホテル
京急EXイ ン 京急川崎駅前
コダイワロイネットホテル川崎
621拙奇キングスカイフロント東急REホ テル

神田 ロユニゾイン神田駅西
吉祥寺 囲吉祥寺 東急R日 本テル

地域 施設名
吉祥寺

| □吉祥寺第一ホテル
木場 3ア デイナイスホテル東京

京橋

□相鉄フレッサイン東京京橋
ロ ホテルインターゲート東京 京橋
ロレム東京京橋

銀座

:a銀座キャピタルホテル/本館
函銀座キャピタルホテル 茜
ウィアイン東銀座

‖J京急EXイ ン東銀座
国銀座キャピタルホテル 萌木
囮ホテルユニゾ銀座―丁目
ロホテルユニゾ銀座七丁目
国銀座グランドホテル
,「 ホテルモントレラ・スールギンザ
ホテルグレイスリー銀座

・3ホテルサンルート銀座
ロホテル京阪築地銀座グランデ
□相鉄フレッサイン銀座七丁目
●ホテルモントレ銀座
□三井ガーデンホテル銀座五丁目
ムプラス銀座
ソラリア西鉄ホテル銀座

日三井ガーデンホテル銀座プレミア
ロダイワロイネットホテル銀座
ロミレニアム三井ガーデンホテル東京
18コ ートヤードマリオット銀座東武ホテル
Eザ ゲートホテル東京by H∪日C
ロッテシティホテル錦糸町

錦糸町 モクシー東京錦糸町
四東武ホテルレバント東京

九段下 直 ホテルグランドパレス

五反田
ロホテルサンルート五反田
□三井ガーデンホテル五反田

さいたま 図 ロイヤルバインズホテル浦不□
/ヾレスホテル大宮

三軒茶屋 ザ ビー三軒茶屋

品川

品川プリンスホテル/メインタワー
Liハートンホテル東品川
|「相鉄グランドフレッサ 品川シーサイド

=品川東武ホテル京急EXイ ン 品川 泉岳寺駅前
京急EXイ ン 品川 新馬場駅北□

□品川プリンスホテル/イーストタヮー
コ京急EXホテル品川
□京急EXホテル高輪
J品川プリンスホテル/Nタ ワー
□品川プリンスホテル/アネックスタワー
グランドプリンスホテル高輪/スーペリア

[]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
ログランドプリンスホテル高輪/デラックス
ログランドプリンスllテル新高輪/ス ーペリアモダンツイン
|「 ザ プリンス さくらタワー東京
□東京マリオットホテル

渋谷

17渋谷東武ホテル
谷 東急REホ

ロホテルユニゾ渋谷
HI渋谷エクセルホテル東急
□渋谷ストリームエクセルホテル東急
ニセルリアンタワー東急ホテル

白金台 ‐ |¬シェラトン都ホテリレ東京

地域 施設名

新宿

□新宿ワシントンホテル/アネックス(新館)

ロホテルリステル新宿

=新宿ワシントンホテル/本館ロセントラルホテル東京
ロイーホテル東新宿
ホテルサンライト新宿
ホテルサンルート東新宿

□西鉄イン新宿
曰ホテルグレイスリー新宿

=新宿プリ
ンスホテル

ロイビス東京新宿
□JR九州ホテルブ`ラッサム新宿
ロホテルサンルートプラザ新宿
京王プラザホテル
ロハイアットリージェンシー東京
国 ヒルトン東京
□小田急ホテルセンチュリーサザンタワー
■iシタディーンセントラル新宿東京

新橋

口3新橋愛宕山 東急REホ テル/南館
新橋愛宕山 東急REホ テル/新館

17相鉄フレッサイン 新橋烏森□
国 ホテルユニゾ新橋
‖到第一ホテルアネックス
□THE BLOSSOM H B YA
□第一ホテル東京

新橋,汐冒
口 三井ガーデンホテル汐留イタリア街
ザ ロイヤルバークホテル 東京汐留

回 コンラッド東京
新横浜 囮新横浜プリンスホテル

水道橋

□東京グリーンホテル後楽園
‖国水道橋グランドホテル
亘東京ドームホテル
19庭のホテル 東京

台場

ログランドニッコー東京台場
日|グランドニッコー東京台場/デラックスルーム
2ヒルトン東京お台場
ロヒルトン東京お台場/デラックスルーム

エユ

140パレスホテル立川
□立川ワシントンホテル
ホテル日航立川 東京

多摩 京王プラザホテル多摩
田町 四 ホテルグレイスリー田町
千葉 B'三井ガーデンホテル千葉
築地 国 銀座クレストン
つくば 回オークラフロンティアホテルつくぎ/本館
天王洲 p9第一ホテル東京シーフォート

パールホテル八重洲
[1京王プレッソイン東京駅八重洲
同 ホテルメトロポリタン丸の内
区東京ステーションホテル
IJコ ートヤードバイマリオット東京ステーション
□丸ノ内ホテル

東陽田] ホテル イースト21東京
豊洲 ホテルJALシ ティ東京 豊洲
虎ノ門 国 ホテルオークラ東京

成 田
blホテル日航成田
コ成田東武ホテルエアポート

西葛西 エベストウェスタン東京西葛西
日本橋

ホテル日本橋サイボー
西鉄イン日本橋

地域 施設名

日本橋
‖創ウィラフォンテーヌ日本橋三越前
回 ロイヤルパークホテル (日本橋)

回 三井ガーデンホテル日本橋プレミア
馬喰田] □DDD HOTEL
八王子

1ザ・ビー八王子
京王プラザホテル八王子

八丁堀 ロユニゾイン八丁堀

羽田

レ‖ホテルJALシ ティ羽田 東京
四京急EXイ ン 羽田
23京急EXイ ン羽田 穴守稲荷駅前
国ザ ロイヤルパークホテル 東京羽田
羽田エクセルホテル東急
東京グランドホテル

四 チサンホテル浜松町
囲ホテルメルノWレ ク東京
□京王プレッソイン浜松町
‖到京急EXイ ン浜松田]大門駅前

浜松町 2Ё 相鉄フレッサイン 浜松田]大門
■東京プリンスホテル
□芝バークホテル
国 ホテル ザ セレスティン東京芝
‖1ザ プリンスパークタヮー東京/パークフロア
ロホテルインターコンチネンタリレ東京ベイ/り′|― ビュー

ロダイヤモンドホテル
半蔵門 14ホテルモントレ半蔵門

ホテルグランドアーク半蔵門

日比谷

レム日比谷
固帝国ホテル/タワー館
□帝国ホテル/本館
口帝国ホテル/本館 インペリアルフロア

二子玉| □二子玉川エクセルホテル東急

幕張

36ホテルスプリングス幕張
ア′ヾホテル&リゾート東京ベイ幕張/セントラルタワー

日 ホテルニューオータニ幕張
田丁E日 ロホテルリソル町田
目自 ロホテル椿山荘東京
目黒 ロホテルプリンセスガーデン

横浜

四横浜伊勢佐木町ワシントンホテル
ホテルグ

｀
ランドサン横浜

アパホテル&リゾート〈横浜ベイタワー)
ロホテルJALシティ関内横浜
H4ホテルリソル横浜桜木町
コ横浜桜木田]ワシントンホテル
rdホテルユニゾ横浜駅西
□京急EXイン横浜駅東□
□―ズホテル横浜

B』 ホテルビスタプレミオ横浜[みなとみらい]

ロホテルモントレ横浜
□横浜ロイヤルパークホテル
2ホテルニューグランド
四横浜ベイホテル東急
横浜ベイシェラトン ホテル&タ ワーズ
ニューオータニイン横浜プレミアム

ロヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル
四谷 10ホテルウィングインターナショナルプレミアム東京四谷

両国
ロパールホテル両国
国両国ビューホテル
IF第一ホテル両国

六本木
レム六本木

国 ザ・ビー六本木

4

■ フ    |



マイステイ東京 横浜 共通旅行行程表
●出発日/2019年 10月 1日 ～2020年5月 31日 の毎日発
※ホテルによつては一部設定除外日がございます。詳しくま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'自につき1朝食付き
※朝食なしプランおよび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/本L幌・函館・旭川・帯広・釧路・女満別          E団 団Z口1組み立てコ

●道内の発着空港は同一となります。ただし、旭川・帯広発は片道のみ新千歳空港がご利用いただけます。
(往路または復路いずれかとなり、ご利用便によつてはフライト差額が必要となります。)

●女満別発着は往復とも直行便、新干歳空港乗り継ざ便を組み合わせてご利用いただけます。
係 り継ぎは同日のみ)

ヽ
「
=日本航空不」用*JAL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ございます。

言己号の見方 1國■=フリータイム(ご利用便によつては、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 希望便=お客さまのご希望の便をご利用いただけます。ご希望の

●旅イ予行程について/出発日より最長14日まで復路便の延長力` 睛旨です。(ただし、10/12、 10/14、 11/211/4、 12/28-
1/5、 1/11、 1/13、 2/22、 2/24、 3/20、 3/22、 5/2～ 6の帰着にかかる復路便の延長はできません。)

●宿泊施設について/宿,自 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、お客さまこ自身でご手酉己ください。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・音6屋タイプに
よつては、ホテル差額が必要となります。

●基本代金に含まれるもの/C)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)、 国内線旅客施設使用料
(対象空港利用の場合のみ)●宿泊費(おもてなしを含む ホテル差額は含まれません)0食事代
(朝食なしプランおよび朝食無料のホテルをお選びの場合は含まれません)●消費税等諸税

●利用航空便/希望便 (乗 り継ぎ便利用の場合、同日中に乗り継ぎ可能な便)*クラス」の設定はございません。
」ALグループ時刻表 フライト差額は、下記をご覧ください。
乗り継ぎ便をご利用の場合は、空港での乗り継ぎ時間が20分以上必要となります。
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しヽます。航空便の発着時刻は、最新の
国内線時亥」表または旅行会社でご確認ください。

儒舗⑮〕「藷5装渕 盾斃愈羹鶴脇珀饒靡蔓蜀籠協鍛誂T錨纂糎翌礎
だきますので必ずお申し出ください。

「フライト差額Jとはお客さまがお選びいただいた航空便と
l基本代金」でご利用いただける航空便との差額です。「ホテル差額Jとはお客さまがお選びいただくホテルと「基本代制でご宿泊いただけるホテルとの差額です。

行
金
旅
代

本
金
基
代 権≦卜⇔鬱⇔Fζ疑晃タル

鱚巨塵勤蜆Fポ竪勲望
にのAロ  マークはたび」ALの「たびマニュアル」にて言羊しい情幸長がご覧いただけます。

行 程 行 程

初日 道内各地空港ビ曇口ヽぃ羽田空港ニホテル回■          各地(泊 )

中日 國■                             各地 (泊)

最終日 四■ム羽田空港 希望便 ぃ`道内各地空港

便 名 出発時刻 至」着8寺刻
JAL593 07:40

豆 JAL501
亘 」AL503 07130

」AL505 08:30
] 」AL507 09110

」AL509 11:00
12:00

● 」AL 3 13:00

15:00
4:30

17:00
」AL523 18:00
」AL525 1910
JAL52フ 18:30 20:00

19:30 21100
」AL531 20:30
JAL599ネ 21:00 22130

便 名 出発時刻 到着時刻
囚 」AL500 09:40
B  」AL502 10:40
JAL594 09:15 10:55
」AL504 10:00 11:40

12:40
JAL508 12:00 13140

13100 14:40
14:00 15:40

]」 AL 4 15:00
16:00 17:40
17:00 18:40

」AL520 17:20
18:00

20:15 21:55
」AL528 22:40

回 」AL530 21:20
」AL598・ 21:45 23:30

*1 」AL598使 」AL599便 は特定日運航.

―
基本フライト ー基本代金でご利用いただけます。

匡==コ Aフライト 匡==コ Bフライト ー Cフライト 匡==コ Dフライト
中 Eフライト E==コ Fフライト E==コ Gフライト ー Hフライト

ぞれのこ搭乗日に応じて片道ことにフライト差額が必要です。(おとな こども同額)

●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つた場合でも、
フライト差額の払い戻しよありません。

●上記運航スケジュールは2019年8月 現在の10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体になる場合が
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。     申

往路搭乗日
右記以外 10/11

11/1
10/13
11/3

2/9、 3/22
10/14
11/4

12/27
1/3・4

2/24、 5/4

1/2
1/13
2/11

1/5
日 月～土

Aフライト 差額なし +3,000 +3,000 差額なし +3,000 +3,000 +3,000 差額なし ■3,000

Bフライト 差額なし +3,500 +3,500 差額なし +3,500 +3,500 +3,500 差額なし +3,500

Cフライト 差額なし 差額なし +14,500 +8,000 +22,500 +4,500 +9,000 +2,500 +17,000

Dフライト +1,000 +1,000 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし

Eフライト +2,000 +2.000 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし

Fフ ライト +4,500 +4,500 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし

Gフライト +2.000 +2,000 +16,500 ■10,000 +24,500 +6,500 ■11,000 +4,500 +19,000

Hフライト +4,500 +4,500 +4,500 +4.500 +4,500 +4,500 +4,500 4,500

復路搭乗日
右記以外 10/11

11/1
3/20

10/12
11/2、 5/2

12/28～30
2/8

12/31、 1/4・ 5
1/11、 2/9,10
2/22

2/11
5/3・ 4日～木・土 金

Aフライト 差額なし +5,000 +5,000 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし

Bフライト 差額なし +10,000 +10,000 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし

Cフライト 差額なし 差額なし +6,000 +22,500 +3,500 +6,000 +9,000

Dフライト +1,000 +1,000 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし

Eフライト +2,000 +2,000 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし

Fフライト +4,500 +4,500 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし

Gフライト +2,000 +2,000 +8,000 +24,500 +5,500 +8,000 +11.000

Hフライト +4,500 +4.500 4,500 +4,500 +4,500 +4,500

■1泊コース 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。

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。

■3,自 コース 出発日カレンダー

JAL′ 0ノク
5

■2泊コース 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。

」ALグループ時刻表     _                  |

|■フライト差額/1名様oとな。こども同額)                                          単坪:□



■札幌。函館。旭川。帯広。釧路。女満別発基本代金/1名様(ぉとなにども同額)

店,自日撒 ¨ 基本代金部屋
タイプ A B C D E F G H l 」 K L M

NH1501A 3～ 5名/1室 41,300 41,800 42,300 43,300 44,800 46,300 48,300 49,800 55,300 60,300 65,800 72,800 83,300

2,自 NH1502A 3～ 5名 /1室 47,800 48,300 48,800 50,800 51,800 52,800 54,300 55,300 62,800 66,800 74,800 78,800 89,800

3,自 NH1503A 3～5名 /1室 54,300 54,800 55,800 56,800 57,800 59,300 61,300 62,300 68,300 70,800 81,800 89,800 98,800

|*12名 /1室でご参力日の場合、またホテルによう全ての利用人数で上記基本代金に下記のホテル差額が必要です。また、フライトこよつてはフライト差額が必

差額なし  基本代金でご利用しヽただけるホテルです。

ヴ 右記以外
11/4^-12/27、 1/5‐ 3/19
4/1-30、 5/6ヽ-6/12 全 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 * +7,000 +4500 +7,000 差額なし +2,000 +3,000 +3,000 +4,000
2名/1室 +8,000 +9.500 +6,000 +8,400 +1,500 +3,500 +4.500 +5,000 +5,500
1名 /1室 +16,500 +21,000 +14,000 +21,000 +2,500 +5.500 +6,000 +7.500 +8,500

剛 NE1830」 □～匝:NE1830A
回～電:NE1830K

岨|～ 2ア :NE1830B
匹～コ:NE1830L

□～皿:NE1830C
□～国:NE1830M

ヴ
右記以外 品川プリンスホテル/Nタ ワー 右記以外 品川プリンスホテル/アネックスタワー グランドプリンスホテル高輪/

スーペリア

日～金 土 体前日 日～金 土 休前日 日～金 土 休前日
右記以外 11/4‐  12/2ア 、1/5^-3/19

4/19‐ 30、 5/6^-6/12 日～金 土・休前日
日～金 土 体前日 日～金 土・休前日

3～ 5猛 /1室 *1 +4,000 +6.500 +5,500 +8,000 +10,000 +6,500 +10,500
2名/1室 +5,500 +8,500 +6500 +9,000 +8,000 +10.500 +10,000 +12,000 +9,000 +12,500 10,000 +12,500
1名 /1室 +10,000 12,000 +12,500 +17,500 +13,000 +16,000 +17,500 +22,500 +14,500 +20,000 +17,500 +23,000

…

□～□:NE1830D
同～□:NE1830N NE1830E

期間

部屋タイプ

横浜ロイヤルバークホテル 右記以外 グランドプリンス新高輪/スーペリアナチュラルツイン
グランドプリンス高輪/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室 *1 +7.000 +15,500 +7,500 +11,000 +8,000 +12,000 +11,500 +11.500 +16,000
2名/1室 +10,000 18,000 +10.500 +13,000 +11,500 +14,500 +11,500 +16,000 +13500 +,7,000
1亀 /1室 +16,500 +31,000 +17,000 +22,000 +20,000 +30,500 +20,500 +36,000 +22,500 +28,500

…
NE1830E NE1830F NE1830G

ヴ 右記以外 帝国ホテル/タ ワー館 帝国ホテル/本館 コンラッド東京
日～金 土 体前日

日～金 土 体前日 日～金 土・休前日 日～金 土 休前日 日～金 土 休前日
3～5名/1室 *1 +13.000 +16,500 +22,000 +21,000 +24,500 +23,000 +19,000 +23.500 +31,000 +31,500
2名/1室 +18,000 +22,500 +27,000 +27,000 +29,500 +29,000 +24,000 +29,500 +33.500 +35,500
1名 /1室 +29,500 +39,500 +51,500 +56,000 +53,500 +47.000 +55,000 +51,000 +54,500

剛 NE1830H NE1830

*l abd・ghグループは3・ 4名 1室、cef グループは3名 1室となります。

―律1,000円 引き

JAL/=ノク
6

単位 :円

泊 1 *ホ テル差額は参加人数ではなく、使用するルームタイプによつて必要となります。 単位 :円

グループ 品川プリンスホテルノメインタワー

グループ d 011

グループ e f 口

グループ |

園釉帯∫言]if」千;][1写よりメインタワー a 固 d e lg
一ｈ

―律2,000円 引き ―律900円引き ―律1,100円 引き ―律1,200円 引き ―律1500円 引き ―律1.500円 引き ―律1.500円 ヨき ―律2,000円 引き ―律3.000円 引き

55周年 専用サイトはこちらから
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園誦料大浴場あり         圃蓄鉤竹■傷鷲裂竹ヌ嘱磯勢ぃただけます。ご予約剛こお申咄ください
*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おります。接続方法ご利用料金詳細につしヽ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座席番号が変更・取

'ブ
消しとなる場合がございますのでご了承ください。

360° のパノラマ映像で
JAL SKY NEXTを体験

>こちらからアクセス!

「すべてのお客さまが」安心してご旅行を楽しめるよう空港から旅先までJALグ ループでお客さまをトータルサポートします。

お手伝いを希望されるお客さまのご旅行相談サポート WWW・jaLco.jp/tour/support/

JAL工場見学‐5KYI“uSFuM■1回翼食‰饉穐熙趙飩析醗醸施しあります。 た0」AL
を無料で見学していただけます。

●最少催イi人員¬名 ●お中しi■みは出発目の前日から起算して10日 前まで承ります.[対象 :」 学ヽ生以上 *小学生はおと三亘団亘亜亘≡≡∃

●集合 :915羽 田空港 ●見学日:10月～5月 の金 土 日曜日 祝日 (た だし、10/4
5、 10/22、 11/16、 12/27 ‐1/4、 4/3、 5/31よ 膨食く)

※旅行出発日はご利用いただけません。旅行最終 ま13日寺以 便を
ご予約くださしヽ

●集合 :12:15羽 田空港 ●見学日:10月 ～5月 の第13土曜日、第24日 曜日および
10/25、 11/29、 1/24、 2/21、 3/13、 4/24、 5/22(ただし、10/5、 11/10、 11/16、 11/24、 lμは除く)

※旅行出発日ご利用時は11時 20分 までに到着する便をご予約ください。旅行最終日ご
利用時は16時以降の出発便をご予約くださしヽ。匠 行会社の皆さまへ lrFR3NN0104ヨ

〔参コに探してのこ|キ意10■ 合号・Fから見学■までtPttf費 まお喜きま■押です.0■
='自
のiう・ルによつては調良が召1,上がイlia tl場 全がございます.朝食をご和

「
にならなしヽ場合でt,11、 い戻しまいたしまtlん ,0機力す見字いtだ J ttTjん 0見プ当

日■
'メ
■ よりIFll庫 tlに航T■ つ`‐lい場合

'あ
り言す.O JI｀ の団体 'I―プと合Jとなる場合

']||・

りま」.0=真および■デオ撮影ま、個人C楽しむ場合に限り可筒「でつが、インターネットや雑■irどへの■高またま―■載は国くお『
ついたしまJ.

旅 行 乗 {牛 (ヨヨ約 )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。

襦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J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、本バ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。

禄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ま違約料の一部として取り扱います。

※1取消料口憂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。

(2)当社および当社の受託営業所(以下「当社らJ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矢□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ばつて21日 前まで
に全額お支払いいただきます。ただし、20日 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。
は旅行代金 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。
M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つてい
ただきます。また、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つた場
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つていただきます。
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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、複数人数のご参力日で、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。

*上記表内の「旅行開始後」とは添乗員もしくま現地係員が「受付Jを行なう場合は「受付」完了後。「受付J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T● 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 禾J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F■l始日の6日前以降の変更はできません。
*各コース オプシヨナルプランに適用取消料が言己載されている場合はその取消料を適用いたします。
ネ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。
M旅行条件・旅行代金の基準期日 この旅行条件は、2019年8月 1日 を基準としています。また旅行代金
は2019年8月 1日 現在の有効な運賃 料金 規貝Jを基準として算出しています。
けご注意 (1)お 客さまのご都合によるこ予約便や旅程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
なつた場合、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,白費 交通費等はお客さまのご負担となります。
耶個人情報の取 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1青 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 並びに旅行先の免税
店 土産品店でのお客さまの買い物の便宣のため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「旅行条件善Jお よび当社 へヽ/ebサ イト(PC)
(httpプ /wwW JatcojP/tOurs/footer/p百 vacy htmDを ご参照ください。

取消日
旅行開始日の前日から起算してさかのぼつて d)旅行

開始日前日
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
a)21日 前まで
注(11日前まで)

Э)20日～8日前
主00日～8日前 c)7日～2日前

取消料率 無料 20% 30% 40% 50% 100%

旅行代金
(お 1人様)

10,000円 未満 30,000円未満 60000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 18000円 旅行代金の20%

オプショナリL
プラン

取消日
c)利用
開始日前日

d)利用開始日
当日(eを除く)

e)利 用開始後
また|よ無連絡不参力]a)4日前まで b)3日～2日前

取消料率 無料 20% 20% 50% 100%
左記マーク付きのオプショナルプランは上記適用

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.co.jp/domtour

1攣 率、
コース内容や空席状況のことなどお気軽にこ相談ください。

旅行企画・実施

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

◎ 墓穐,INI盪暢熙谷TЫ
ヽ .

叩
′峯計名よ133210009

◆お問い合わせ。お申し込みは
〈受託販売〉

雑 崖

旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う宮
業所での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ご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。
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発行日 2019年 8月 26日  1908/1/1R 発行所:株式会社ジャルパック 無断複製 転載を禁じます。
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●ホテル差額は宿泊施設の1室あたりの利用人数を単位とし

050‐3155‐建鰯 。l⑧『鮮董∬*旅行会社の方は、ジャルバック国内ツアーデスクヘお


