
2020.4/1>10/31
」月二」FИEr Q

Iま8日間まで延長OK!
※ただし、5/1～ 6、 7/22^。 26、 8/3～ 17、 9/18～ 22、 10/31～ 11/3の
帰着にかかる復路便の延長はできません。

②ホテルは何日目のご利用でもOK:

●

●
●

膠毒要l早めの予約がおトク:

瞬覇だ130日 前までに予約完了なら、
LユL□ 1泊 につき500円 割引

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

【旅行会社の皆さまへ】宿泊日の前日から起算して30日 前を過ぎてから予約される場合も、早決30対 象ホテルの商品コードでご予約ください。
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fグループ

JIAL′ マック

福岡・佐賀
∈憂コ≡〕[]内 1日耐1対象ホテル=2 対象外ホテル=3 eグループNE370□ E fグループNE370□ F gグループNE370□ C hグループNE370□ H~ 嘩望

          旧]匿轟置||1困因目回因1困ヨ|ヨ庭目囮日1日腱慶||ロヨ1日 (コース予約用の商品コード(NH)は基本代金表参照).
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E亜ヨE宮崎市内′KMI  嘔ヨヨロ宮崎市内/KMI  □団ヨ田宮崎市内/KMI  日園ヨDその他宮崎 MIZ  口団コ田その他宮崎.MIZ□団コ田宮崎市内//KMI

1・ 2名 に1室

`|1亜
亜 15:00/10UT 1 0:00

,」 R延岡駅より徒歩約1分
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ます(無料)
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2:00

日日■日宮崎市内′KMI

5分3分 3分

5分

5分

JヽR宮 」奇駅より徒歩約
1分

1～ 3名 に

□団コ:日宮崎市内/KMI

車で約皿ヽ 14100/OUT l1 00

・ 」R宮」奇駅より車で約5分

日園コ田宮崎市内 KMI

10分

日ロヨ田宮崎市内/KMI

.1・ 2名に1室
■ N14:00/10『 11100
《JR日 向市駅より徒歩
約5分

E団ロロ田その他宮崎́ ḾIZ

約4分

日団コロ日南海岸/NNA

歩約 13分
等除外日:5/3・ 4

E匠日日田その他宮崎/MIZ  E正 田ロヨその他宮崎/MIZ

1名 に1室
・■D14:00/回 口11:00

」R延岡駅より徒歩約
13分

・除外日:53・ 4

E■コロロその他目崎 MIZ

_1～ 3名に1室

=IED13:00/Cコ 12:00

=JR延岡駅より徒歩約
10分

基本代金でご利用しヽただけるホテルです。 単位 :円■ ホ テ ル 差 額 /1泊 1名様 (お と な 。こ ど も 同 額 )*ホ テル差錮 よ参加人数ではなく、使用するルームタイプによつて必要です。

グループ

全 日 日～金 土・休前日 日～金 土・体前日 日～木 金 土・休前日 日～木 金 土・休前日 日～木 金 土・休前日 日～木 金 土・休前日 日～木 土・休前日

3.4名 /1室
.・

差額なし 差額なし +2,000 +2,000 +3,000 +3,000 +3,000 +5,500 +3,500 +4,000 +7,000 +5,000 +6,000 +9,000 +7,000 +8,000 +10,000 +13,000 +17,000 ■19,000

2名′1室 +1,000 +2,000 +2,500 +3,500 +4,000 +4,000 +4,000 +6.500 +4,500 +5,000 +8,000 +6,000 +7,000 +11,000 +9,000 +10,000 +13,000 +15,000 +18,000 +23,000

1名 /1室 +2,500 +3,000 +3,500 +4,500 +6,000 +5,500 +6,000 +9,500 +7,000 +8,000 +11,000 +11,000 +12,000 +15,000 +14,000 +15,000 +18,000 +23,000 +25,000 +35,000

グループ

f薔;:卜翌 全 日 全 日 全 日 曰～金 土・休前日 日―金 土・休前日 日―金 土・体前日 日～金 土・休前日 全 日 日～金 土・休前日 日～金 土・体前日

3名 /1室 ||・

‐
差額なし +1,000 +1,500 +2,500 +3,500 +7,000 +9,500 3名 /1室‐‐ +1.500 +2.500 +4,000 +5,000

2名 /1室 +500 +1,500 +2,500 +2,000 ■5,000 +3,500 +4,000 +6,000 +8,000 +7,500 +11,000 2名 /1室 +2,000 +2,500 +3,500 +5,500 +6.500

1名 /1室 +1,500 +3,000 +4,000 +3,000 +7,500 +5,000 +6,000 +6,500 +9,000 +9,000 +13,000 1嗜 /1室 +3,000 +4,000 +5,500 +11.000 +11.500

グループ

糖:::)ヽ

、、
「

全 日 日～金

隋躙
土・休前日

5/2～ 5
7/23～25 日～金 土・休前日

5/2～ 5
7/23～ 25 日～金 土・休前日 日～金 土・休前日 日～金 土・体前日

5/2～ 5/4
ア/23・ 24
9719・ 20

日～金 土・体前日 全 日

躾跛
全日 日～金 土・休前日 日～金 土・休前日

3名 /1室 *: +1,000 +2,000 +2,000 +3,500 +3,000 +4,000 +5,500 +4,500 +6,000 +1,000 +1,500 +3,000 +3,000 +4,000

2名 /1室 +2,000 +3.000 +3,500 +4000 +4,000 +5,500 +8.000 +500 +1,000 +2,000 +3,500 +4,500 +5,500 +7,500 +7,000 +9,500 差額なし +1,500 +3,000 +4,000 +4,000 +7,500

1名 ′1室 +3,000 +4,000 +4,500 +5,000 +5,000 +6,500 +9,000 +1,000 +1,500 +3,000 +4,000 +5,500 +6.500 +7,500 +10,000 +9,500 +1,000 +3,000 +4,500 +5,000 +6,000 +8,500

*1 4名 /1室 は福岡・佐賀 c・ d・ f・ gグループのみとなります。
*2鹿 児島d・ f、 長」奇aグループ、大分 cグループ、熊本 a・ bグループ、宮崎aグループの設定はありません。

平和台ホテル天神 手食を天然温泉「天神ゆの菫_入浴券に変更可

ホテルサンライン福岡 博多駅前 近1~|の天然温泉入浴券付さ(滞在中1回 )

プレジデントホテル博多 駐車場無料

ヒルトン福岡シーホーク 駐車場無料

熊本グリーンホテル 缶ビール付き(350mO/滞 在中1本 )

ザ・ニューホテル熊本 ビデオオンデマンド無料

HOTEL&RESIDENCE南洲館
屁児島名物「自くま」付き.PAYテ レビ無料
鹿児島焼酎3種試飲付き

ホテルユニオン 夕食利用時ワンドリンクサービス

ホテル・レクストン鹿児島 岩盤浴利用可 (女性限定/滞在中1回 )

ホテルニューニシノ
ホテル内天然温泉&サ ウナ利用可

(男性専用/滞在中何回でも利用可 )

ホテル京セラ
プール&ト レーニングジム利用無料
(滞在中フリーバス)

ホテルマリックス ワンドリンクリービス(滞在中1回 )

ホテルマリックスラグーン ワンドリンクサービス(滞在中1回 )

ホテルスカイタワー宮崎駅前 ワンドリンクサービス(チケット/滞在中1枚 )

ホテル」ALシ ティ宮崎 ビデオオンデマンド無料

宮崎観光ホテル/西館 駐車場無料エスペリアホテル長崎 駐車場無料 ホテルマイステイズ大分 PAYテレビ無料
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ホテルモントレラ・スール福岡 朝食をお土産 (博多特産品)に 変更可

長 崎
木一分


