
日本に、もっと恋しよう。
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※一部異なるプランもあります。
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饉圏闘園詳68,800円～191,800円・
齢雉猾 1颯磋亦用/

T・・・ 〒〒・ 甲・・・ " ※宿泊税は含まれておりません。旅行代金とは別に「宿泊税」が必要な地域は現地払いとなります。

動ヽ画はこちら′
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銀河の惑星を、世界の夜景を、一面に広がる花々を最新のデジタルと

音響技術で体験できる新エリアが誕生します。

フアンタジア

すべてが花に包まれた
究極の癒し体験 !

光と遊べ1光 を楽しめ|

これが新時代のアスレチック!

OSQEX

鍮塚隕腱
して宇宙を翔ける、音と光がシンクロする、花と光に指かれる

感動体験ツアー!    未来の演奏体験|   モL■メント1
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※写真は全てイメージです。0ハウステンボス/」 -19350

窯艦節の

し難亀 しな |

ヽ一部異なるプランもあります。

嘲蠅議黎茫洟艤颯%の

は燎饉はべ麒な。

晰|

スマホ警もっと
便利&楽しく!

「旅の過ごし方」
種チ鷹ック:!

珊
出発日のア日前まで(FDAは 3日前まで)

お申込受付 ※一部異なる場合があります。

■一部スマートフォン専用のプランがあります。こ利用にはスマートフォンが必要です. α贅回薮コロ例
※一部掲載されていないプランがあります。

エースJTB 匡ER

:棄Lク 義
旅行代金には諸税0サービス料・国内線を利用する場合の国内線
旅害施設使用料とFDAを利用する場合の燃油サーチャージが
含まれております。
(宿泊税は含まれておりません。旅行代金とは別に「宿泊税」が

必要な地域は現地払いとなります)

財

エースJTB特別企画パスポート
パレスハウステンボス光のオーケストラJTB専用バルコニー席
パレスハウステンボス3DプロジェクションマッピングJTB専F:壼賞席
JTB専用レンタサイクル
ミューズホールの歌藤導ザ・レビューハウステンボス事前座席

X詳 しくはP4をご覧ください。

ホテルヨーロッパ・ホテルアムステルダム・フォレストヴィラご宿泊の方対象

事前に500円にて購入できます!※暫(腱奪。
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プレミアムチケットを

宇宙のフアンタジア

航空機利用なら、お帰りの便が欠航になつても安心:「復路航空機欠航補償」付 I

ご相談。お申込は工…スJTB取扱店へどうぞ

もっとlI本 を、ずっと|1本 を

旅で応援

,Sarz,ua:r er 鋼

圃圏

'毎

のファンタジア

アスレチックファンタジア

先着100名様限定

20:312 PEN



靡鰺蜀

約152万 1lfの広大な敷地に、

季節の訪れを知らせる四季折々の花々が咲き誇ります。

、お
●
１
や

春の議れを満喫する 雨の日も心を晴れやかにする ,1ン セス気体キ凛わえ碁

けりは蓋蘊源本り大サ轟―奪デップ祭 饒麒矮翡|:鮨
′

色鮮やかな100万 本のチューリソフが咲き誇る大チュー

リッア祭=ス
ベンャルウイークは国内最多700品種展示_

官殿の並本道沿いに広がる、約1.250品種のあじさい。斜面の遊

歩道をゆっく|,と 散策しながら、色とりどりのあじさいをお楽しみい

ただけます。

2020.7月

官殿「パレスハウステンボス」が

ゆりの甘い香りに包まれます。

2020.3月 l
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※上記イベントは2020年 1月現在の情報です。ハウステンボスイベントは予告なく変更又は中止となる場合があります。詳しくはハウステンボスホームページにてご確認ください
有料施設につきましてもハウステンボスホームページにてご確認ください。

2 ※場内の花は自然開花につき、開花時期は天候。その他理由により前後する場合があります。 ※P.2・ 3の写真は全てイメージです。
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水瘍菫潮
ハウステンボスで夏のプールイベ

ント「水の王国」が開催1水上アス

レチックや室内プールなど、おとな

からこどもまで1日 中楽しめます.

□団団躍D
アンブレラ
ストリート
約130メ ートルの通りが7色

のカラフルな傘に彩られる|~ア

ンブレラストリート」.約 1.000本

の傘が並び、見上げれば色

とりどりの傘_歩くだけで心も

華やかに。

他にも注目のイベントがたくさん!――――――一―～″一

ルードヴィヒ・コレクション

大ヒカグIF
日本初公開作品約30点を含む、

初期から1't年 までの様 な々ビカソ作品約100点を一挙公開。

油彩画だけではなく、版画や彫刻、陶器など
ピカソの作品世界を一望できる内容となっています。

本展はハウステンボス単独開催となります。

Ш面団2020年 3月 14日 (土 )～ 6月 15日 (月 )

麗護ロハウステンボス美術館
函麗】パスポート対象(ハウステンボス入場料別途必要)

C)2019-SuCCeSS10n Pab10 Plcasso― BCF(JAPAN) 銃士とアモール (1969年 )

九州―花火大会遊覧船
貸切クルーズ匝コ亜匡|

混雑する場所から

離れ、間近に上が
る花火を貸切船上
より大迫力でお楽
しみください。

脩設定期間:2020年4月 4日 、9月 19日    ヮ
^ハ

A“
は旅行代金/おひとりおとな。こども(4歳以上)共…ノ ,Uυυ「り

艤旅行代金に含まれるもの/乗船代金

爾受付時間:14:00～ 17:30

爾受付場所 :ハ ウステンボス内無人島」uraSSiC iStand発 券所

爾乗船場所 :マ リンターミナル 麗乗船開始時間:18:00

M出航時間:18:10 爾所要時間:約 180分
畿詳しくはP15をご覧ください。

日硼町130万本のバラを鑑賞する」
バラ専門ガイド付ツアー匝亜弧ヨ

書騒、人活語Jurassic island

事前申込プラン巨璽画ヨ
探険船に揺られて辿り着
くのは、本物の無人島。銃
を手に襲いかかってくる
恐竜を撃退する大人気の
AR(拡 張現実)シ ューティ
ングゲームです。出発前に

事前予約できるから安心。

な設定期間:2020年4月 1日 ～9月 30日

EI圏困□目EIIE=コロロヨEEEEコ日匪ヨロ
鰈受付場所 :ハ ウステンボス内「無人島」uraSSiC IStand」 発券所

※小学生未満は申込不可
※運航出発時間は変更になる場合があります。来園予定日が近づきました
ら、ハウステンボスHPを ご確認ください。艤詳しくはP15をご覧ください。

アジア最大級のバ
ラの街を流れる運
河をクラシカルな

船でクルージング。
そして咲き乱れる
バラの香りに包ま
れながら専門ガイ
ドと散策します。

饉設定期間:2020年 5月 16日・17日・23日・24日・30日・31日

鰈旅行代金/お ひとりおとな。こども(4歳以上)共 2̈5000円
機旅行代金に含まれるもの/カナルクルーザー乗船代金、バラ専門ガイド代金

は集合場所 :ドムトールンカナルクルーザー乗り場

は集合時間:8:10(ホ テルヨーロッパ、フォレストヴィラに宿泊の

お客様は7:50頃 よリハーバーゲートより入園可能 )

爾出航時間:8:20 m所要時間:約60分 (ガイド案内を含む)

◎詳しくはP15をご覧ください。

ゾーンヘご入場の際もハウステ
ンボス入場券類 (パ スポート)が必
要です.ゲートのご通行は営業時
間内に限らせていただきます。

ハーバーゲートからテーマ′― ク

サウザンド・サニー号クルニズ2nd
inハウステンボス

ルフィ達と一緒に、サニー号に乗つて再び冒険へ出′)｀ けよう|

最新ワノ国編までの記録 (ログ)をたどるフォトブースや
レストラン、ショップも |

0尾田栄―郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

2019.11,30s薇 .START!!

ONE PIECE

便名
復路

ハウステンボス発 無人島着 無人島発 ハウステンボス着

1便 9:30 10:10 11:30 12110

12:30 13110 14:30 15:10

15:30 16:10 17:30 18:10

場内ホテル
手荷物預かり所

■

帰うてきた
｀
麦わらの二

味、と、
新たな冒険へ出航だァ～～～!!!

||1事前申■姜|

3



ハウステンボス 入場・バスポートのご案内
00～21:00(5/3～ 6、 8/13～ 16は8:00開 園)■休園日:無体 ※営業時間・休園日は変更となる場合があります。
。下記QRコードより読み取つた「旅の過ごし方電子クーポン」をウェルカムゲート又はハーバーゲートの

場内量炒炒蜃颯圏嗽嗽緻肋0ホテルアムステルダム パスポートが必須

0ホテルヨーロッパ

0フォレストヴィラ

ノ

ノ

を

1 Y ノ

スヾ

フロン

場内

は鰈躊眩同
0ウォーターマークホテル長崎・ハウステンボス

0ホテルオークラJR八 ウステンボス

0ホテル日航八ウステンボス場外

0変なホテル八ウステンボス

0上記以外

・八―バーゾーンのみの利用は不要

磯隧卜豚陪藤憑爾厄仁憑はへの入場はパスポートが必要
但し、4/4、 9/19は花火大会のため完全有料日となり

漑鰈隕陪痣屁躊鶉隕%のみのこ利用はできません。
パスポートが必要となります。
※記載の日程以外でも大型イベント開催時は入場に関
する制限がかかる場合があります。

詳細は八ウステンボス公式HPにてこ確認ください。

入場日数分のパスポートをお買い求めください。

■設定期間:2020年 4月 1日～9月 30日 ■営業時間 9:|

■利用方法:ご利用にはスマートフォンが必要となります

の2つのエリアがあります。

チケットカウンターでご提示ください。(再入場パスポートを除く)

■八ウステンボスは入場券類 (パスポー ト)

※但し、花火大会等大型イベント開催日

く宿泊者の入場券類について〉

エースJTB専用席での鑑賞や、広い国内を効率良く移動できる
」TBオリジナルサイクリングなどがついた

エースJTB特別企画lDAYパスポート付l

全体を見渡すことができるベストポジション 美しい光の物語が色とりどりに繰り広げら
のバルコニーで鑑賞!           れる迫力のナイトショーです。

」TB専用席でゆつくり鑑賞ください|

<各回先着6席> 初回開催の1時間前までの受付
く各回先着6席>

ご確認ください。

※以下の0～0は滞在中1回ずつのご利用となります。 ※詳しく

四甍団
〈1〉 9:00～ 13130 (2)14100～ 18130
※申込時1台につき、3,000円の補償金をお預か
りいたします。

はP15をご覧ください。

ゆつくり歩くと1時 当日予約できるので並ばずスムーズに入場
間はかかる広大な ができます。

園内の必須アイテ

ムです。お気に入

リスポットを楽に効

率よく回れます。

■エースJTB特別企画パスポート/差額代金表 (おひとり)

●基本代金にエースJTB特別企画l DAYパスポート料金が含まれています。加減代金でパスポート券種のアレンジができます。
●入場+約50のアトラクシヨン施設を何度でも楽しめます(利用可能なアトラクションの詳組はハウステンボス公式HPをご覧ください)

●ご旅行の日程に合わせて下記よりお選びいただけます。(ご宿泊施設によリパスポート券種が異なります)

【対象のお客様】工‐ス」TEで宿,Eをおキ■
`)=て

のお宅li 但し、オフィシャルホテル宿泊者限定バスポートは以下のホテルに宿泊のお客様のみの利用となります。

旅 の 過 ご し方
メニューサイトの
r電 子クーポンの
使い方」をご確認
ください. 珊

ホテル∃―ロッパ、ホテルアムステルダム、フォレストヴィラ、ウォーターマークホテル長崎・ハウステンボス、ホテルオークラJRハウステンボス、ホテル日航ハウステンボス、変なホテルハウステンボス

=・

|̈ .

プロジエクシヨンマッピング(イメージ)

にて

パスポート券種 対象のお客様 おとな 中・高生
こども こども添い寝

(6～ 11歳 )

4～5歳 おもいやり12歳の小学生:F:: 6～ 11歳

lDAY エース」TBでお申込の
全てのお客様

追加代金なして
OK

-1,000円 -2,400円 追加代金なしで
OK 4,600円 3,500円 -2,000円

オフィシャルホテル宿泊者限定1.5DAY(注 1) エース」TBに て
上記0～ 0の

ホテル宿泊者対象(注 2)

2,100円 900円 -1,000円 1,400円 6,000円 4,600円 -400円
オフィシャルホテル宿泊者限定2DAY 4,000円 2,500円 300円 2,700円 7,300円 5,600円 900円
アフター3パスポート(15時以降の入場)

エースJTBで
お申込の

全てのお客様

-2,000円 -2,700円 -3,700円 -1,300円 3,300円 2,500円 -3,400円
アフター5パスポート(17時以降の入場) -3,000円 -3,600円 -4,400円 -2,000円 2,600円 2,000円 -4,100円
2DAY 5,200円 3,400円 1,000円 3,400円 8,000円 6,100円 1,700円

アムステルダム・フォレストヴィラ間に連泊の場合は、前日利用のパスポート提示で宿泊滞在期間中の再入場lDAYパ
たヽ lDAY又 はアフタ

轟驚議鮮覇品お客様へうれしい!おもいやり′ゞスポ~ト
【対象のお客様1・シエアのお客様(65歳以上の方)・妊娠中のお客様 (妊娠中の方1名様に同伴者1名様まで対象)

・3歳以下のお子様連れのお客様(3歳以下のこども1名につきおとな2名様まで対象)
。ペット(犬・猫のみ)連れのお客様 (1頭につき1名様まで対象)                                        .
■ご予約及び入場の際に証明書の提示をお願いいたします。(証明書の一例:運転免許証、健康保険証、母子手帳、その他65歳以上または3歳以下の年齢がわかるもの)

■ペットにつしヽてはHPをご確認ください。

団冒露ヨ」壁区塑霊頂:l―Web里空情報No464939参 照 〔幣 ]現地素而〒iう斎万蒔[]ヨ西蓮覇iτttI再蔓要再て事1羅I

「おもいやりに
=Dし

4 ※写真はすべてイメージです。 ◎ハウステンボス/J‐ 19350 ※掲載の情報は2020年 1月現在の情報です。変更となる場合がありますので、予めご了承ください。
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ご

案

内

立地 宿泊施設名|
こ宿泊初日および滞在申の入場について 1宿泊の翌日以降●援颯炒洟彰κ鰺賤|への再入場につtヽて

オ
フ
‐‐‐ィン
‐‐ャ
ル
ホ
テ
ル

躙蒻躙 麒鱚縣魃輻鍮靡11ザ剰撃曇婆島1讐響l

く各国先着15席>除外日:5月 2日 ～6日 、ア月23日～26日、
8月 8日～15日、9月 19日～22日及び特別公演日

匝菱匪亙壺董区亜≡≡≡憂ヨ



ゾ《―ぷ了骰‡彦袂彰法屹憑雖 なプレミアムチケットなン祓 Iマ蛉は|

「饉っ笏颯栃碧袂嘘マ曖・漑巾肛薇ざ晰饂辟ピ飩卜F輔紆笏ながット鸞捗.

旅 の 遅 ご し方
メニューサイトの
「電子クーポンの
使ti方」をご確認
ください.

【対象】ホテルコーロッパ、ホテルアムステルダム、フォレストヴィラにご宿泊のお客様
lSG60NRP ×最少受付人員:1名

※申込締切日:2日 前 ⑤ D種 圏
【ご]言入にあたって】・「プレミアムチケット」のみでは、入場ならびに、アトラクンヨンなどはご利用いただけません。

・当プランは滞在中1回のみのこテ|」 用(ご購入)に限ります。轡泊で2回以上の利用を希聖の場合|よ宿泊ホテル|こてご購入ください。(下 言ヨ参照)

●詳しくは
P15を ご覧
ください。

対象となるアトラクンヨン・ヽ・1｀ から 歌劇 ザ・レビュー ハウステンボス パークの移動に便利な1人乗り自 高級感溢れるラウンジにてソフトド ハウステンボスの景色を一望でき
3施設を選び優先入場いただけま の公演が行われるミューズホール 転車を、2時間料金不要でご利用 |リ ンクや小菓子などをご用意して るドムトールンスカイラウンジにて
す。              の指定席をご利用いただけます。 いただけます。          おります。            おくつろぎいただけます。

オプショナル
プラン

このマークが
あるお宿対象

(※ 1)【クイックパス対象施設】シユーテイングスター、天空の城、VRの館、バハムートディスコ、VR‐ KING、 ミューズホール、カヤック、ドラゴンワールドツアー、釣リアドベンチャー、GOGOステイパー、自い観覧車、サウザンド・サニー号クルーズ2

※クイックパス対象の各施設の1日 の整理券には上限があります。受付時間によっては上限枚数の配布が完了し、ご要望の施設に優先入場できない場合があります。その場合はお並びの上、ご入場ください。
また、同じアトラクシヨンを重複して利用することはできません。多客時の場合は、ご要望の時間に特典利用できない場合があります。天候不良、メンテナンスなどにより運営体上の場合はご利用いただけません。

③パスポートのお渡しはホテルフロントにて行います。 ●お引換の際、滞在期間中の前日までに不lj用 し
た入場券をご提示ください。 ●連泊の場合、再入場バスポートは滞在期間中ご利用いただけます.

(ホ テルヨーロッパ・ホテルアムステルダム・フォレストヴィラ間の連泊含む)

米再入場バスポートは■―スJTB特別企画lDAYパスポートと同じ機能を有するチケットです。
※4歳以上の添しヽ寝のお子様も対象です。

●ハウステンボスプレミアムチケットを1.000円にて購入OK
(4歳以上おひとり/現地払い/通常3,000円 )

※ウェルカムゲート又はハーバーゲートのチケットカウンターでご購入ください。
①対象12施設の内、3つのアトラクションの予約ができるクイックパス付
②ミューズホール指定席(通常500円 )を料金不要で観劇OK!
Oハウステンボス・レンタサイクル(1人乗り)料金不要で利用OK
I14プ レミアムラウンジご利用OK Oドムトールンスカイラウンジご利用OK
Xプレミアムチケットの詳細は上記をご覧ください。

●ハウステンボス天然温泉「黄金と水素の湯」ご利用OK
(1泊 につき1回 /通常おとな600円・こども4歳～12歳400円 )

・露天風呂・槍風呂・炭酸風呂`ナノ風呂・冷水風呂・ジャグジーの6つ のお風呂をご利用いただけます。
丼館内の一部の温浴施設は、別途有料となります。帽 泊者割引あり)来 添い寝のお子様も対象ですが、
タオルはつきません。■チェックイン時に利用券をお渡しします。※ホテルとは別棟となります。ホテルか
ら送迎バスあり。X営業時間、送迎バスの時間などはハウステンボスHPでご確認ください。

●手荷物配送
ハウステンボス到着後、場内を散策されるお客様は、場内ホテル手荷物預かり所からホテルまで料金不要で手荷物を
お運びいたします。また、チェックアウト後もホテルから場内ホテル手荷物預かり所まで料金不要で自己送いたします.

=ホ
テルアムステルダムはフェアウェルゲート(出 国□)までの配送となります。

●お土産デリバリー
ハウステンボス場内のショップで購入されたお土産をご宿泊ホテルまで料金不要にて配送しま
す。17時 までの受付、20時以降のお引き渡しとなります。

C)6月 15日 まで開催中の「大ピカソ展11時間前から入場OK樋常9時営業開始)来 5/3～ 6除く

ホテルヨーロッパ フォレストヴィラ齢 コロロ圏園□蛋 ÷ 3ホテル共通のおすすめポイント
●「ハウステンボスオフィシャルホテル再入場パスポート」付(おひとり1枚 )

こども添い寝プラン 躙
くこのマークがある
ホテルが対象です。

こども(6～ 11歳 )で も、食事・寝具が不要なら、往復の幼児航空運賃 (P.9幼 児旅行代金)と ハウステンボスパスポート
料金 (P4参 照)で ご利用いただけます。但し、行程内のご宿泊の全ホテルが「こども添い寝プラン」対象の場合のみ適用
となります。ツアーにお申込みの際に、「こども添い寝プラン」ご利用の旨、お申出ください。

■3～ 11歳 旅行代金区分一覧表 旅の過
_゛  +▲

こしガ彗鴇勝I平 珊

「いつもの旅 」を
rも っといい旅 に」 ‐写蘊競争

こども
対象年齢 6～ 11歳 6～ 11歳 4・ 5歳 3歳

旅行代金 こども代金 幼児旅行代金 幼児旅行代金

フライト差額代金 対象 対象外 対象外

航空機座席 有 有 有

ハウステンボスパスポート 必要 必要 必要 不要

ホ
テ
ル

ベッド・アメニティグッズ 有 無 無

食事 (夕・朝 ) 有 無 く注> 無 く注>
ポイント類(早期含む) 対象 対象外 対象外

●対象のお子様には食事、寝具 (ベ ッ
ド)、 ポイント類は付きません (左 記―

覧表参照)。 旅行代金は往復の幼児航
空運賃とパスポートのみとなります。
●おとな。こども2名 以上と同室
でお申込ください。
● 1室の受け入れ可能定員は各
宿泊施設おすすめポイント欄をご

覧ください。

●対象のお子様は旅行代金の 1

室の人数には含まれません。

~~~ア

ンの使い方」をご確認
ください。

「旅の過ごし方」(P15)で ご紹介するメニューをご利用いた
だく際の詳細情報を掲載しています。 来ご利用に際しては、
「旅の過ごし方電子クーポン」をスマートフォン上で提示する
ことが必要となります。一部、最終旅程表提示でご利用いた
だくメニューもあります.ご提示できない場合はご利用いただ
けません。あらかじめご了承ください. ※ご利用にならない
場合でも返金の対象とはなりません. X添寝幼児・こども添
い寝プランはご利用対象外となります。(一部メニューを除く)

来利用方法・詳細は「旅の過ごし方メニューサイト」にてご確認
ください。旅の過ごし方はグループでご利用いただけます。
(インターネットオンラインでお申込のお客様へ〕[旅 の過ごし
方メニューサイト]で閲覧可能です.但し、一部対象とならない

商品があります.(予約画面に記載のある商品のみ対象です。)

〈注〉朝食・夕食代が別途かかる場合があります。(現地払い)X詳しくは各宿泊施設ページをご参照ください。
ランドは小D・アプローチは通常通り′」

國調 |チ組合登録を行し
ハ寝(6～ 11と同額。(パスポー

早期 ヨI

下記のマークの付いた宿泊施設では、宿泊日の45日 前又は30日 前までにお申込
(契約成立)された場合 、旅行代金から1泊につきおとな。こども共表示の金額が

年間50万件以上のお客様の声(アンケート評価)をもとに好評価のお宿を厳選して掲載しています。

£書
サービス

朝自
喜室
大浴場

00点
00点
00点
00点
00点

しヽただいたアンケートのうち、お宿選びのポイントの一部を記載しています。実点数で表示しており、総合評価で
お宿選びができます。アンケート評点のさらに詳細な項目も提供できます。例えば食事であれば「郷土色」「旬の季
節感」「鮮度」など9項目、客室であれば「眺望」「寝具」「洗面所」など8項目。詳しくは販売店係員へお尋ねください。

くご注意>※「」TB宿泊アンケート評価」は.」 TB商品の品質に対して」TBが独自に定めた評価基準です縮 泊施設そのものの格
付けや他の旅行商品に対しての品質を保証するものではありません。※掲載の評′

][(☆ 印および実点数)については.2018年
10月～2019年 9月 のエース」TB宿泊アンケートを対象としてしヽます。Xエースアンケート枚数出 0枚禾満の場合|さ

「アンケー

ト収集中」ヽバンフレット制作段階で施設がオープンしていないためデータが無い場合は「新規オープン施設」と記載します。__

■」TB宿泊アンケート総合評価85点 以上

■ベルサービス、バーまたはラウンジ、夕食可能なレストラン・ルームサービス等の

快適に過ごせる設備・サービスがある
'F‐ |

If二__|
「ラグジュアリー
ホテル」

さらに上質な、エースJTBこだわりのプランはこちら

復路の利用予定航空便が濃霧・台風・ストライキなどの偶発な事由(地震・噴火又はこれらによる津波は除く)により欠航し、宿泊
施設に予定外の宿泊費を支払つた場合、」TBが 1旅行につき、おひとり1万円を上限に補償します。
※本補償は「エース」TB国 内航空機欠航補償制度1の概要をご説明したものであり、実際の補償金のお支払いの可否は当該補償制度に基づき
JIBが決定いたします。詳しくは販売店係員へお尋ねくださしヽ。       ||―「=|~11‐web国内工=ス商品T最

'肖

料免除石面茨扇扁償膠蕉。|

※掲載の情報は2020年 1月 現在の情報です。変更となる場合がありますので、予めご了承ください。 5

鑽諫諫瞼曾肇躙馘蛛|
'り

ます。X幼児・こども添い寝は対象外となります。

復路航空機欠航補償
(当バンフレット掲載の航空機付全プラン対象)

※写真はすべてイメージです
`

■ご利用対象が限られる
メニューがあります。
ご確認ください。

匪罰コ亜ヨ憂ヨl該当地区にご宿

泊の方が対象 (詳しくは、P15を
ご覧ください。)

■E罰ヨ国籟■|マークのある
お宿にご宿泊の方が対象

「早期割30」「期間限定早期割30」「期間限定早期割45」 は同一宿泊
日において併用できません。また、5/2～ 5、 7/23～ 25、 8/8・ 9、 9/19
～21宿泊は適用できません。 ※上記以外にも除外日が設定されている場
合があります。詳しくは各ホテル欄をご舅ください。

理蕩奮:隋隕塚


