
四国観光復興キャンペーンに伴う商品展開について

平成３０年８月２７日

平成３０年７月豪雨により、被害にあわれた方々に謹んでお見舞い申し上げます。

ＪＲ四国では、これまで地域と連携して、四国内の観光流動の促進に取り組んでまいりましたが、

今回の豪雨災害の影響を受け、直接被害のなかった地区を含め、四国内全域での観光客の入り込み

が大きく減少しております。

そこで、当社では、四国運輸局、四国ツーリズム創造機構と四国の地方自治体及び観光関連事業

者が「旅で四国を元気に」をテーマに展開する「四国観光復興キャンペーン」に参画し、以下のと

おり、四国周遊にお得なきっぷやJRと宿泊をセットにしたお得な宿泊プランを設定し、四国４県の

観光の早期復興に向けた商品展開を実施してまいります。

１ 復興応援第１弾・お得なきっぷの発売

（１）「四国全線開通謝恩フリーきっぷ」

・利用期間：JR四国全線開通日（平成30年 9月 13日（木）予定)～同年12月 2日（日）まで

※上記期間のうち、開通日、金曜日または土曜日に出発する場合に限ります。

・発売期間：JR四国全線開通前日(平成 30年 9月 12 日（水）予定)～同年 11月 29日（木）まで

ご出発日の１ヶ月前からご出発の前日まで発売いたします。

※ご利用当日の発売はございません。

・有効期間：３日間（利用開始日を含む）

第１弾 お得なきっぷ

(1) 四国全線開通謝恩フリーきっぷ

開通日（9月 13 日（木）予定）から12月 2日（日）までの金・土曜日出発で

3日間特急列車自由席乗り放題（開通日から 3日間は曜日を問わず利用可能）

発売額 大人 10,000 円、（小児 3,000 円 ※小児は大人と同一行程のみ発売）

(2) 卯之町～宇和島間開通謝恩きっぷ

開通日（9月 13 日（木）予定）～9月 17日（月・祝）、22日（土）～24日

（月・祝）利用で宇和島駅～松山駅１日間特急列車自由席乗り放題

発売額 大人2,000 円（小児半額）

第２弾 JR四国宿泊プラン

ＪＲ四国全線フリーきっぷ（2日間特急列車自由席乗り放題）と宿泊（1泊 2食付き）が

セットになったお得な宿泊プラン。



・有効区間：ＪＲ四国線全線（宇多津～児島間を含む）の特急列車・普通列車の普通車自由席、

土佐くろしお鉄道線（窪川～若井間のみ）の普通列車普通車自由席、ジェイアール

四国バス（大栃線・久万高原線の路線バスのみ）が乗り降り自由です。

・おねだん：10,000 円（小児3,000 円 ※小児は大人と同一行程のみ発売）

※同じく四国内の特急列車等が３日間乗り放題となる「四国フリーきっぷ（大人

16,140 円）」より6,140円おトクです。

・発売箇所：ＪＲ四国の「トクトクきっぷ」などの総合情報サイト「ＪＲ四国ツアー」、

ＪＲ四国の主な駅、ワープ支店、駅ワーププラザ及び四国内の主な旅行会社

（２）「卯之町～宇和島間開通謝恩きっぷ」の発売

長期間にわたる運転見合わせによりご不便をおかけした沿線のお客様に対して、これまでの

ご利用、これからのご利用への感謝として発売するものです。

・利用期間：JR四国全線開通日（平成30年 9月 13日（木）予定)～同年9月 17日（月・祝）、

22日（土）～24日（月・祝）

※上記期間のうち、１日限り有効です。

・発売期間：JR四国全線開通前日（平成30年 9月 12日（水）予定)～同年9月 23日（日・祝）

※ご利用当日の発売はございません。

・有効期間：１日間

・有効区間：予讃線・宇和島駅～松山駅間（伊予長浜経由を含む）の特急列車・普通列車の普通

車自由席が乗り降り自由です。

・おねだん：2,000 円（小児半額）

※宇和島～松山間の特急列車普通車自由席往復利用（大人 5,980 円）の場合より

3,980円おトクです。

・発売箇所：伊予北条駅、松山駅、内子駅、伊予大洲駅、八幡浜駅、卯之町駅、宇和島駅及び

前述駅に隣接する駅ワーププラザ、ワープ松山支店及び周辺の主な旅行会社

２ 復興応援第２弾・お得なJR四国宿泊プランの発売

※詳細については別紙パンフレットをご参照ください。

・商品概要：ＪＲ四国全線フリーきっぷ（２日間特急列車自由席乗り降り自由）と宿泊がセット

になったお得な宿泊プランです。

・おねだん：19,100～23,900 円（道後舘の5名 1室利用、1名分 1泊 2食のおねだん）

同条件の既存商品「自由に四国鉄道の旅」より、3,800～5,400 円お得！

・対象施設：琴平地区２施設、松山・南予地区４施設、大歩危・祖谷地区２施設、高知地区２施設

・設定期間：平成 30年 8月 27日（月）～同年 12月 20日（木）

・その他 ：宇和島地区へのお得なJR四国宿泊プランにつきましても現在検討中です。

開通にあわせて発売予定です。

３ その他

観光庁による補助金を活用した風評被害を払拭するための支援商品は、Webサイト「JR四国

ツアー」（http://www.jr-eki.com/）に詳細が決まり次第掲載します。



お申し込みのご注意　※お申し込みの前に必ずお読みください。
●添乗員の同行しない個人旅行です。お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡ししますので、お手続きはお客様ご自身で行って頂きます。●大人１名様または２名様以上でお申し込みください。
●ご出発の前日までにお申し込みを受付ますが、一部（連休等）お申込日やお申込店舗により手配できない場合があります。●こども旅行代金は、６歳以上１２歳未満（小学生）の方に適用されます。●大人１名、
こども１名の２名様でご利用の場合、こども代金は大人と同額になります。なお、こども１名様での１室利用はできません。●ご希望の列車、旅館、ホテル等が満員等で予約できない場合もありますので予めご了承
ください。●旅行開始後の変更及び払い戻しは一切できません。【ＪＲについて】●特急列車は普通車自由席に乗車できます。●等級等の変更はできません。●サンライズ瀬戸号等一部ご利用になれない列車も
あります。また、ＪＲ四国バスもご利用になれません。●土佐くろしお鉄道及び阿佐海岸鉄道ご利用の場合は別途運賃・料金が必要です。【ホテルについて】各旅館・ホテルの客室は一例ですので異なる場合があります。
●食事内容及び食事場所は、宿泊日等施設の都合により変更になる場合があります。●やむを得ない事情により、館内施設の一部が利用できない場合があります。【その他】「休日」とは、日曜日、祝日、振替休日
及び国民の休日をいいます。「休前日」は休日の前日を示しています。但し、休日が休前日にあたる場合は「休前日」となります。●お客様のご都合により利用されない部分（チケット類）があった場合、その費用は返金で
きません。●ご旅行の変更及び取消等はお申込店舗の営業時間内に限りお受けいたします。

香川県高松市浜ノ町8番33号
総合旅行業務取扱管理者 吉田　好孝

観光庁長官登録旅行業　第1042号〈 旅行企画・実施 〉 〈お問い合わせ・お申し込みは〉

お申し込みのご案内※お申し込み前に必ずお読みください。

この書面は、旅行業法第12条の4の定めるところの取引条件の説明書面及び同法12条の5の定めるところの契約書面の一部となります。詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上お申込みください。
この旅行は、四国旅客鉄道㈱（以下「当社」といいます）が企画・募集し実施する企画旅行であり、詳しい旅行条件を記載した書面を用意しておりますので、事前にご確認のうえお申し込みください。

■お申込み方法
　（1）当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お一人様につき下記のお申込み金を添えてお申込み下さい。お申込み金は、旅行
　　代金、取消料、または違約料の一部または全部として繰り入れます。
　（2）当社は電話等による旅行のお申し込みをお受けいたします。この場合、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して
　　3日以内に申込書に申込金を添えてお申し込みください。

■契約の成立時期
　この旅行の契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立いたします。
■旅行代金のお支払い
　ご旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から
　起算してさかのぼって14日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、お申し込みと同時にお支払いいただきます。
■旅行代金に含まれるもの
　旅行代金には、パンフレットに明示された交通費、宿泊費、食事代及び消費税等諸税相当額が含まれています。
■旅行代金に含まれないもの
　前項ほかは旅行代金に含まれません。
■旅行の催行について
　ご参加のお客様がパンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、
　旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返
　しします。
■取消料について
　旅行契約成立の後、お客様の都合で取消される場合には、旅行代金に対してお一人様につき次の料率で取消料をいただきます。　
　この場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払いもどしいたします。申込金のみで取消料が
　まかなえないときは、その差額を申し受けます。

■免責事項について
　お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当社は賠償の責任を負いません。
　・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行中止
　・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
　・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難
　・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地・滞在期間の短縮
■特別補償について
　お客様が企画旅行中に、生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害については、当社の故意、過失の有無にかかわらず特別補償　
規程に定めるところにより、補償金及び見舞金をお支払いします。
■個人情報の取扱について
　（1）当社は旅行申込の際にご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配及びそれらのサービス　　
の受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。
　（2）当社では、①取り扱う商品、サービス等のご案内②ご意見、ご感想の提供、アンケートのお願い③統計資料の作成にお客様の個人　
　情報を利用させていただくことがあります。
　（3）このほか当社の個人情報の取り扱いに関する方針等についてはホームページ（http://www.jr-shikoku.co.jp）でご確認ください。
■その他
　（1）このパンフレットは、2018年8月1日現在を基準として作成しております。
　（2）この旅行契約に関して、ご不明な点があれば、お申し込み箇所の旅行業務取扱管理者におたずねください。
　　旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
　（3）このツアーは、大人1名様からお申し込みできます。
　

旅行代金の額
旅行代金が1万円以上3万円未満

お申込金（お一人様あたり）
5,000円以上旅行代金まで

お取消日区分 取消料

旅行代金の30%
旅行代金の20%

無　料21日目に当たる日まで
20日目に当たる日以降8日目に当たる日まで
7日目に当たる日以降2日目に当たる日まで
旅行開始日の前日
旅行開始日当日

旅行開始後又は無連絡不参加の場合

旅行代金の40%
旅行代金の50%
旅行代金の全額

旅行開始日の
前日から

起算してさかのぼって

JATA正会員

　特急列車普通車自由席に乗車できる
ＪＲ四国全線フリーきっぷ（２日間用）と
宿泊がセットになったおトクなプラン！
あなたの「旅」で四国を元気に！！

S H I K O K U

JR四国
宿泊プラン

現在JR四国で不通となっています卯之町～宇和島間が開通次第、第2弾として宇和島地区への宿泊プランを発売します。
観光庁による風評被害を払拭するための支援商品は、ＪＲ四国ツアー内「四国観光復興キャンペーン」http://www.jr-eki.com/tour/brando/1-FCPで詳細が決まり次第掲載します。

宿　泊
１１,８００円～１4,0００円ＪＲ四国全線フリーきっぷ    ２日間用

八幡浜センチュリーホテルイトー利用の場合

２０１８年８月２7日～１２月２０日まで２０１８年８月２7日～１２月２０日まで設 定 期 間

■ 設定除外日／9/15、22、12/18、19
■ チェックイン／15：00
■ チェックアウト／10：00
■ お部屋タイプ／和室又は洋室【バス付】
■ 禁煙ルーム／指定不可（消臭対応）
■ ご夕食／広間（会席）【18：00～19：30】
■ ご朝食／広間（バイキング又は和定食）【7：00～8：30】
■ 交　通／ＪＲ琴平駅より徒歩約5分　
■ 送　迎／ＪＲ琴平駅より送迎あり（到着時連絡）

こんぴらさんの門前町にありこんぴら参拝やＪＲ琴平駅も徒歩圏内。
温泉と讃岐瀬戸内の旬の味覚、そして充実した館内設備とこんぴら情緒溢れた
館内に旅心も満たされます。

【こんぴら温泉郷】【こんぴら温泉郷】
ことひら温泉琴参閣（讃水）ことひら温泉琴参閣（讃水）

コーヒーチケット
サービス

宿泊特典

■ チェックイン／15：00
■ チェックアウト／10：00
■ お部屋タイプ／和室【バス付】
■ 禁煙ルーム／指定不可（消臭対応）
■ ご夕食／レストラン又は個室食事処（会席）【18：00～19：30】
■ ご朝食／レストラン（バイキング）【7：00～8：30】
■ 交　通／ＪＲ琴平駅より徒歩約5分
■ 送　迎／ＪＲ琴平駅より送迎あり（要予約）

こんぴらさんの麓にある温泉旅館。２種類の温泉と多彩なお風呂があります。
特に女性露天風呂には夜はバラ、朝はランを浮かべた「華風呂」が女性の方に
人気です。レストランでの朝食もお客様から好評をいただいています。

【こんぴら温泉郷】【こんぴら温泉郷】
湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭

■ 旅行代金（おひとり様）：ＪＲフリーきっぷ（２日間用）＋宿泊（夕・朝食付）

平日・休日
休前日

和室
５名１室
20,700
25,000

４名１室
20,700
25,000

３名１室
20,700
25,000

２名１室
23,900
28,200

15,800
18,800

宿泊日 
 

こども

■旅行代金（おひとり様）：ＪＲフリーきっぷ（２日間用）＋宿泊（夕・朝食付）

平日・休日
休前日
平日・休日
休前日

和室 洋室
５名１室
14,700
20,100
15,800
20,700

４名１室
15,300
20,700
16,900
21,800

３名１室
16,400
21,800
18,500
23,400

２名１室
18,500
22,800
20,700
25,500

こども

12,800
16,600
14,300
17,700

１名１室
18,500
22,800
20,700
25,500

２名１室
14,700
20,100
15,800
20,700

宿泊日 
 

8/28～10/5、 
11/26～12/20 
 
8/27、 10/6～11/25

8/27～12/20

 ［単位：円］

 ［単位：円］

TW:（和室）FSH812914A、（洋室）FSH812914B

TW:FSH812915A

8607414-営商-7610615



■ チェックイン／15：00
■ チェックアウト／12：00（特典）
■ お部屋タイプ／和室又は洋室（シングル）【バス付】
■ 禁煙ルーム／指定不可
■ ご夕食／部屋又は別室（季節の会席）【18：00～20：30】
■ ご朝食／7階朝食会場（和食又は洋食）【7：00～9：00】
■ 交　通／ＪＲ八幡浜駅よりお車で約5分

四季折々の旬を活かした会席料理をご用意しております。
宇和海の新鮮な海の幸を始めとした南予の豊富な食材をご賞味ください。

【八幡浜】【八幡浜】
八幡浜センチュリーホテルイトー八幡浜センチュリーホテルイトー 宿泊特典

■ チェックイン／16：00
■ チェックアウト／10：00
■ お部屋タイプ／和室【バス無】
■ 禁煙ルーム／指定不可
■ ご夕食／夕食会場（南予の山海の味〈魚介・宇和牛〉）【18：00～20：00】
■ ご朝食／朝食会場（和定食）【7：00～8：30】
■ 交　通／ＪＲ卯之町駅より徒歩約3分

南予の食材をふんだんに使用した料理が味わえる『味覚の宿』。
夕食には特に力を入れております。

【宇和町】【宇和町】
冨士廼家冨士廼家

夕食時
ワンドリンクサービス＆
レイトチェックアウト12：00

（通常10：00）

■ 設定除外日／9/15、16、22、23、10/6、7、11/23、24
■ チェックイン／15：00　■ チェックアウト／11：00
■ お部屋タイプ／和室【バス無】　■ 禁煙ルーム／全室禁煙
■ ご夕食／レストラン又はホール（四季彩会席）【18：00～21：00】
■ ご朝食／レストラン（和食又は洋食）【7：00～9：00】※蕎麦アレルギーの方はお申し出ください。
■ 交　通／ＪＲ大歩危駅よりお車で約30分
■ 送　迎／ＪＲ大歩危駅より送迎あり（迎え16：10、送り9：50）

日本三大秘境の景観を楽しみながら、専用ケーブルカーで下ること約５分。祖谷川にせり出すように造られ
た露天風呂は源泉掛け流し。そのお湯はぬめりがあり、シャンパンのようなきめ細かい気泡で全身を包み
込み、療養や美容に効果的。ここは何もない秘境の一軒宿。
自然の息遣いを感じながら、「いつも」とは違う時間をここ、和の宿祖谷温泉でお過ごしくださいませ。

【大歩危・祖谷温泉郷】【大歩危・祖谷温泉郷】
和の宿ホテル祖谷温泉和の宿ホテル祖谷温泉

■ 旅行代金（おひとり様）：ＪＲフリーきっぷ（２日間用）＋宿泊（夕・朝食付）

平日・休日
休前日
平日・休日
休前日
全日
全日

和室
３名１室
21,200
24,500
24,500
26,600
25,500
27,700

２名１室
22,800
26,100
26,100
28,200
27,200
29,300

16,200
18,500
18,500
20,000
19,200
20,700

こども宿泊日 
 

■ 設定除外日／8/27～9/2
■ チェックイン／15：00　■ チェックアウト／10：00
■ お部屋タイプ／和室【バス無】
■ 禁煙ルーム／指定不可（消臭対応）
■ ご夕食／食事会場又は宴会場（祖谷渓会席）【18：00～19：30】
■ ご朝食／レストラン（和定食又はバイキング）【7：30～9：00】
■ 交　通／ＪＲ大歩危駅よりお車で約8分
■ 送　迎／ＪＲ大歩危駅より送迎あり（要予約）

「化粧水いらず」と名高い美肌の湯と山間の風情が楽しめます。

【大歩危・祖谷温泉郷】【大歩危・祖谷温泉郷】
大歩危温泉 サンリバー大歩危大歩危温泉 サンリバー大歩危

■ チェックイン／16：00
■ チェックアウト／10：00
■ お部屋タイプ／和室【バス付】
■ 禁煙ルーム／指定不可
■ ご朝食／宴会場（和定食）【7：00～8：30】
■ 交　通／ＪＲ高知駅より徒歩約3分

高知駅より徒歩３分、日曜市・はりまや橋も徒歩圏内と観光・ビジネスに◎。建物、
設備は古く歴史を感じさせます。ただ、女将一同、家族のようなアットホームな
おもてなしが密かに人気♪

【高知】【高知】
オリエントホテル高知和風別館吉萬オリエントホテル高知和風別館吉萬

■ 設定除外日／8/25、9/15、21、22、10/4～10/6、13、27
　　　　　　　 11/3、10、16、17、23、24、12/1
■ チェックイン／15：00
■ チェックアウト／10：00
■ お部屋タイプ／和室【バス付】
■ 禁煙ルーム／指定可
■ ご夕食／レストラン（皿鉢料理）【18：00～21：00】
■ ご朝食／レストラン（和食又は洋食のセットメニュー）【7：00～8：30】
■ 交　通／ＪＲ高知駅よりお車で約8分

レトロな雰囲気をゆっくり流れる時間の中で。
土佐ならではのお料理を味わっていただく料理旅館です。

【高知】【高知】
高知プリンスホテル高知プリンスホテル

特製デザートを
サービス

宿泊特典

■ 設定除外日／9/15、16、22、23、10/6、7、11/23、24
■ チェックイン／15：00
■ チェックアウト／10：00
■ お部屋タイプ／和室【バス付】
■ 禁煙ルーム／指定不可（消臭対応）
■ ご夕食／レストラン四季（和食会席）【17：30～21：00】
■ ご朝食／レストラン四季（和定食）【7：00～9：00】
■ 交　通／伊予鉄道道後温泉駅より徒歩約7分

古いものと新しいものの調和＝共生を、建築テーマとした黒川紀章設計。その思いを活かし、
伝統から学び、いつも新しい形を追及しつつあることを、道後舘の基本のひとつとしております。
品位あるおもてなしと落ち着いた雰囲気で、趣深いくつろぎの時をお約束いたします。

【道後温泉】【道後温泉】
道後舘道後舘 宿泊特典

■ 設定除外日／9/4、5、10/16、24
■ チェックイン／15：00　■ チェックアウト／10：00
■ お部屋タイプ／和室（ベッド）【バス付】
■ 禁煙ルーム／全室禁煙
■ ご夕食／レストラン（和会席＋ハーフバイキング）【18：00～20：00】
■ ご朝食／レストラン（和定食）【7：00～8：30】
■ 交　通／伊予鉄道道後温泉駅より徒歩約5分

１１層吹き抜けのアトリュームをシースルーエレベーターが行き交うモダンな湯宿。
最上階の展望露天風呂からは周囲の景色が一望できる。

【道後温泉】【道後温泉】
花ゆづき花ゆづき

■ 旅行代金（おひとり様）：ＪＲフリーきっぷ（２日間用）＋宿泊（夕・朝食付）

喫茶にて
オレンジジュース

提供

■ 旅行代金（おひとり様）：ＪＲフリーきっぷ（２日間用）＋宿泊（夕・朝食付）

平日・休日
休前日
平日・休日
休前日
平日・休日
休前日

和室
４名１室
14,200
15,300
15,300
16,400
17,400
18,500

３名１室
15,300
16,400
16,400
17,400
18,500
19,600

２名１室
16,400
17,400
17,400
18,500
19,600
20,700

12,000
12,800
12,800
13,500
14,300
15,100

宿泊日 
 

こども

■ 旅行代金（おひとり様）：ＪＲフリーきっぷ（２日間用）＋宿泊（朝食付）

平日・休日
休前日

和室
４名１室
10,800
11,300

３名１室
10,800
11,300

２名１室
10,800
11,300

9,550
10,050

宿泊日 
 

こども

■ 旅行代金（おひとり様）：ＪＲフリーきっぷ（２日間用）＋宿泊（夕・朝食付）

平日・休日
休前日

和室
５名１室
19,100
23,900

４名１室
20,100
25,000

３名１室
21,800
27,200

２名１室
24,500
30,400

16,600
20,300

宿泊日 
 

こども

平日・休日
休前日
平日・休日
休前日

全日

和室
３名１室
18,000
23,400
19,100
24,500

24,500

２名１室
20,100
25,500
21,200
26,600

26,600

13,900
17,700
14,700
18,500

18,500

宿泊日 
 

こども

■ 旅行代金（おひとり様）：ＪＲフリーきっぷ（２日間用）＋宿泊（夕・朝食付）

8/27～12/20 8/27 ～ 12/20

　

8/27～9/14、9/17～9/21、 
9/24～10/5、12/1～12/20 
10/8～11/1、11/4～11/22、
11/25～11/30 
9/15、9/16、9/22、9/23、10/6、10/7、 
11/2、11/3、11/23、11/24 

8/31～9/14、9/17～9/21、 
9/24～10/5、10/8～10/31、12/1～12/20

11/1～11/22、11/25～11/30

8/27～8/30
9/15、9/16、9/22、9/23、10/6、10/7、11/23、11/24

10/1～10/5、10/8～10/26 
12/1～12/20 

全日

和室 洋室
3名１室
11,800

2 名１室
12,900

1 名１室
14,000

宿泊日
 8/27～12/20

9/3～9/14、 9/17～9/21
9/24～9/30 
 9/15、9/16、9/22、9/23、 
10/6、10/7、10/27～11/30

 ［単位：円］

■ 旅行代金（おひとり様）：ＪＲフリーきっぷ（２日間用）＋宿泊（夕・朝食付）

全日

和室
５名１室
13,500

４名１室
13,500

３名１室
13,500

２名１室
13,500 10,800

宿泊日 
 

こども

 ［単位：円］

 ［単位：円］

 ［単位：円］

 ［単位：円］

 ［単位：円］  ［単位：円］

TW:FSH821604A

TW:FSH821607A

TW:FSH830836A

TW:FSH830822A

TW:FSH841612A

TW:FSH841633A

TW:FSH842302A（和室）、TW:FSH842302B（洋室）

TW:FSH842401A
8/27～12/20 

■ 旅行代金（おひとり様）：ＪＲフリーきっぷ（２日間用）＋宿泊（夕・朝食付）
和室

５名１室
13,000
14,000
13,000
15,100

４名１室
13,000
14,000
13,000
15,100

３名１室
13,000
15,100
15,100
16,200

２名１室
14,000
16,200
16,200
18,400

10,400
11,900
11,900
12,600

宿泊日 
 

こども

8/27～9/14、
12/1～12/20 

9/15～11/30 

 ［単位：円］

平日・休日
休前日
平日・休日
休前日


