
出発日・旅行代金
※出発日は伊予灘ものがたり運転日当日又は前日（前泊）となりま
す。
※赤塗の日付が伊予灘ものがたり運転日です。
※旅行代金はお一人様あたりの金額です。（単位：円）

しあわせめぐり旅
伊予灘ものがたり



【松山】スカイホテル（洋室・朝食付）
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旅行代金 [お一人様あたり]
大洲編 SMM841514A

シングル
1名様1室 2名様1室 こども

Ａ 21,300 20,200 16,200
Ｂ 22,400 21,300 17,300
C 25,700 24,600 20,600

ツイン客室

双海編 SMM841514B
シングル
1名様1室 2名様1室 こども

Ａ 23,800 22,700 18,700
Ｂ 24,900 23,800 19,800
C 28,200 27,100 23,100

ツイン客室

八幡浜編 SMM841514C
シングル
1名様1室 2名様1室 こども

Ａ 23,800 22,700 18,700
Ｂ 24,900 23,800 19,800
C 28,200 27,100 23,100

ツイン客室

道後編 SMM841514D
シングル
1名様1室 2名様1室 こども

Ａ 21,800 20,700 16,700
Ｂ 22,900 21,800 17,800
C 26,200 25,100 21,100

ツイン客室


スカイホテル

		しあわせめぐり旅～伊予灘ものがたり～ タビ イヨナダ																																																																																																原価 ゲンカ																				旅行代金 リョコウ ダイキン		[お一人様あたり] ヒトリサマ

		▶スカイホテル（洋室・朝食付） ヨウシツ チョウショク ツ																																																																																																										大洲編 オオズ ヘン										大洲編 オオズ ヘン		SMM841514A

		45017																45047																45078																45108																45139																45170																客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド						１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ								1名様1室 メイ サマ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

														1						1		2		3		4		5		6												1		2		3																1								1		2		3		4		5														1		2				Ａ		9,400		8,300		8,300				Ａ		19,400		18,300		14,750				Ａ		19,400		18,300		14,800

														B								C						C		C																																B												A		A		B														A		B				Ｂ		10,500		9,400		9,400				Ｂ		20,500		19,400		15,850				Ｂ		20,500		19,400		15,900

		2		3		4		5		6		7		8				7		8		9		10		11		12		13				4		5		6		7		8		9		10				2		3		4		5		6		7		8				6		7		8		9		10		11		12				3		4		5		6		7		8		9				C		13800		12700		12700				C		23,800		22,700		19,150				C		23,800		22,700		19,200

		A										A		B				A										A		B				A										A		B				A										A		B				A								A								A										A		B														双海編 フタミ ヘン										双海編 フタミ ヘン		SMM841514B

		9		10		11		12		13		14		15				14		15		16		17		18		19		20				11		12		13		14		15		16		17				9		10		11		12		13		14		15				13		14		15		16		17		18		19				10		11		12		13		14		15		16				大洲編 オオズ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		A										A		B				A										A		B				A																A										A		B																				A										A		C				JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ								1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

		16		17		18		19		20		21		22				21		22		23		24		25		26		27				18		19		20		21		22		23		24				16		17		18		19		20		21		22				20		21		22		23		24		25		26				17		18		19		20		21		22		23				食事券 ショクジケン		3,000		3,000						Ａ		21,900		20,800		17,250				Ａ		21,900		20,800		17,300

		A										A		B				A										A		B				A										A		B				B		A						A		A		B																				C		A								A		B				収益 シュウエキ		3,500		1,700						B		23,000		21,900		18,350				Ｂ		23,000		21,900		18,400

		23		24		25		26		27		28		29				28		29		30		31										25		26		27		28		29		30						23		24		25		26		27		28		29				27		28		29		30		31								24		25		26		27		28		29		30				合計 ゴウケイ		10,000		6,450						C		26,300		25,200		21,650				C		26,300		25,200		21,700

		A										A						A																A										A						A								A		A		B																				A										A		B														八幡浜編 ヤワタハマ ヘン

		30																																																30		31																																														双海編 フタミ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども

																																																		A																																																JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ						八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		SMM841514C

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						Ａ		21,900		20,800		17,250				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						Ｂ		23,000		21,900		18,350						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950						C		26,300		25,200		21,650				Ａ		21,900		20,800		17,300

																																																																																																												道後編 ドウゴ ヘン										Ｂ		23,000		21,900		18,400

																																																																																																		八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				C		26,300		25,200		21,700

																																																																																																		JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ						道後編 ドウゴ ヘン		SMM841514D

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						Ａ		19,900		15,250		15,250				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						Ｂ		21,000		16,350		16,350						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950						C		24,300		19,650		19,650				Ａ		19,900		15,300		15,300

																																																																																																																						Ｂ		21,000		16,400		16,400

																																																																																																		道後編 ドウゴ ヘン		おとな		こども																C		24,300		19,700		19,700

																																																																																																		JR		3,500		1,750

																																																																																																		食事券 ショクジケン		3,500		3,500

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,500		6,950





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ダイワロイネットホテル

		しあわせめぐり旅～伊予灘ものがたり～ タビ イヨナダ																																																																																																原価 ゲンカ																				旅行代金 リョコウ ダイキン		[お一人様あたり] ヒトリサマ

		▶ダイワロイネットホテル松山（洋室・朝食付） マツヤマ ヨウシツ チョウショク ツ																																																																																																										大洲編 オオズ ヘン										大洲編 オオズ ヘン		SMM841517A

		45017																45047																45078																45108																45139																45170																客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド						１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ サマ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

														1						1		2		3		4		5		6												1		2		3																1								1		2		3		4		5														1		2				Ａ		11,600		9,600		9,600				Ａ		21,600		19,600		16,050				Ａ		21,600		19,600		16,100

														D								E		E		E		E		E														B		D																D												C		C		D														B		D				Ｂ		13,100		10,600		10,600				Ｂ		23,100		20,600		17,050				Ｂ		23,100		20,600		17,100

		2		3		4		5		6		7		8				7		8		9		10		11		12		13				4		5		6		7		8		9		10				2		3		4		5		6		7		8				6		7		8		9		10		11		12				3		4		5		6		7		8		9				C		14100		12600		12600				C		24,100		22,600		19,050				C		24,100		22,600		19,100

		A										B		D				C										B		D				A										B		D				A										B		D				A								E		E		E				A										B		D				D		15,100		13,600		13,600				D		25,100		23,600		20,050				D		25,100		23,600		20,100

		9		10		11		12		13		14		15				14		15		16		17		18		19		20				11		12		13		14		15		16		17				9		10		11		12		13		14		15				13		14		15		16		17		18		19				10		11		12		13		14		15		16				E		18,600		16,100		16,100				E		28,600		26,100		22,550				E		28,600		26,100		22,600

		A										B		D				A										B		D				A										B		D				A										B		E				A		C		C				C		C		D				A										E		E

		16		17		18		19		20		21		22				21		22		23		24		25		26		27				18		19		20		21		22		23		24				16		17		18		19		20		21		22				20		21		22		23		24		25		26				17		18		19		20		21		22		23														双海編 フタミ ヘン										双海編 フタミ ヘン		SMM841517B

		A										B		D				A										B		D				A										B		D				E		A						B		B		D				A												D				E		A								B		D				大洲編 オオズ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		23		24		25		26		27		28		29				28		29		30		31										25		26		27		28		29		30						23		24		25		26		27		28		29				27		28		29		30		31								24		25		26		27		28		29		30				JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

		A										E		E				A																A										B						A								B		B		D				A																A										B		D				食事券 ショクジケン		3,000		3,000						Ａ		24,100		22,100		18,550				Ａ		24,100		22,100		18,600

		30																																																30		31																																														収益 シュウエキ		3,500		1,700						B		25,600		23,100		19,550				Ｂ		25,600		23,100		19,600

		E																																																A																																																合計 ゴウケイ		10,000		6,450						C		26,600		25,100		21,550				C		26,600		25,100		21,600

																																																																																																												D		27,600		26,100		22,550				D		27,600		26,100		22,600

																																																																																																		双海編 フタミ ヘン		おとな		こども						E		31,100		28,600		25,050				E		31,100		28,600		25,100

																																																																																																		JR		3,500		1,750

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						八幡浜編										八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		SMM841517C

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

																																																																																																												Ａ		24,100		22,100		18,550				Ａ		24,100		22,100		18,600

																																																																																																		八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		おとな		こども						Ｂ		25,600		23,100		19,550				Ｂ		25,600		23,100		19,600

																																																																																																		JR		3,500		1,750						C		26,600		25,100		21,550				C		26,600		25,100		21,600

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						D		27,600		26,100		22,550				D		27,600		26,100		22,600

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						E		31,100		28,600		25,050				E		31,100		28,600		25,100

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950

																																																																																																												道後編 ドウゴ ヘン										道後編 ドウゴ ヘン		SMM841517D

																																																																																																		道後編 ドウゴ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

																																																																																																		食事券 ショクジケン		3,500		3,500						Ａ		22,100		20,100		16,550				Ａ		22,100		20,100		16,600

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						Ｂ		23,600		21,100		17,550				Ｂ		23,600		21,100		17,600

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,500		6,950						C		24,600		23,100		19,550				C		24,600		23,100		19,600

																																																																																																												D		25,600		24,100		20,550				D		25,600		24,100		20,600

																																																																																																												E		29,100		26,600		23,050				E		29,100		26,600		23,100



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































道後プリンス

		しあわせめぐり旅～伊予灘ものがたり～ タビ イヨナダ																																																																																																原価 ゲンカ																												旅行代金 リョコウ ダイキン		[お一人様あたり] ヒトリサマ

		▶道後プリンスホテル（和室・夕朝食付） ドウゴ ワシツ ユウ アサ ショク ツ																																																																																																														大洲編 オオズヘン														大洲編 オオズ ヘン		SMM841625A

		45017																45047																45078																45108																45139																45170																客室 キャクシツ		和室 ワシツ												客室 キャクシツ		和室 ワシツ												客室 キャクシツ		和室 ワシツ

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども

														1						1		2		3		4		5		6												1		2		3																1								1		2		3		4		5														1		2				Ａ		18,200		16,000		14,300		14,300		11,200				Ａ		28,200		26,000		24,300		24,300		17,650				Ａ		28,200		26,000		24,300		24,300		17,700

														F								E		G		G		G		F														B		E																E												B		C		F														B		E				Ｂ		19,800		17,600		15,400		15,400		12,400				Ｂ		29,800		27,600		25,400		25,400		18,850				Ｂ		29,800		27,600		25,400		25,400		18,900

		2		3		4		5		6		7		8				7		8		9		10		11		12		13				4		5		6		7		8		9		10				2		3		4		5		6		7		8				6		7		8		9		10		11		12				3		4		5		6		7		8		9				Ｃ		22,600		20,400		18,200		18,200		14,300				Ｃ		32,600		30,400		28,200		28,200		20,750				Ｃ		32,600		30,400		28,200		28,200		20,800

		C										C		E				C										C		E				B										B		E				B										B		E				E								F		G		G				C										C		E				Ｄ		24,800		22,600		21,500		20,400		15,800				Ｄ		34,800		32,600		31,500		30,400		22,250				Ｄ		34,800		32,600		31,500		30,400		22,300

		9		10		11		12		13		14		15				14		15		16		17		18		19		20				11		12		13		14		15		16		17				9		10		11		12		13		14		15				13		14		15		16		17		18		19				10		11		12		13		14		15		16				Ｅ		27,500		24,200		22,600		21,500		16,900				Ｅ		37,500		34,200		32,600		31,500		23,350				Ｅ		37,500		34,200		32,600		31,500		23,400

		C										C		E				C										C		E				B										B		E				B										B		F				G		G		F				C		D		F				C										C		G				F		33,000		27,500		24,800		22,600		19,300				F		43,000		37,500		34,800		32,600		25,750				F		43,000		37,500		34,800		32,600		25,800

		16		17		18		19		20		21		22				21		22		23		24		25		26		27				18		19		20		21		22		23		24				16		17		18		19		20		21		22				20		21		22		23		24		25		26				17		18		19		20		21		22		23						*		*		*		*		*				G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		C										C		E				C										C		E				B										B		E				F		B						A		B		E				D												E				G		C								C		F

		23		24		25		26		27		28		29				28		29		30		31										25		26		27		28		29		30						23		24		25		26		27		28		29				27		28		29		30		31								24		25		26		27		28		29		30				大洲編 オオズ ヘン		おとな		こども										双海編 フタミヘン														双海編 フタミヘン		SMM841625B

		C										D		G				C																B										B						B								B		C		E				C																C										B		E				JR		3,500		1,750										客室 キャクシツ		和室 ワシツ												客室 キャクシツ		和室 ワシツ

		30																																																30		31																																														食事券 ショクジケン		3,000		3,000												２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども

		E																																																C																																																収益 シュウエキ		3,500		1,700										Ａ		30,700		28,500		26,800		26,800		20,150				Ａ		30,700		28,500		26,800		26,800		20,200

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,000		6,450										Ｂ		32,300		30,100		27,900		27,900		21,350				Ｂ		32,300		30,100		27,900		27,900		21,400

																																																																																																																Ｃ		35,100		32,900		30,700		30,700		23,250				Ｃ		35,100		32,900		30,700		30,700		23,300

																																																																																																		双海編 フタミ ヘン		おとな		こども										Ｄ		37,300		35,100		34,000		32,900		24,750				Ｄ		37,300		35,100		34,000		32,900		24,800

																																																																																																		JR		3,500		1,750										Ｅ		40,000		36,700		35,100		34,000		25,850				Ｅ		40,000		36,700		35,100		34,000		25,900

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500										F		45,500		40,000		37,300		35,100		28,250				F		45,500		40,000		37,300		35,100		28,300

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700										G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950

																																																																																																																八幡浜編 ヤワタハマヘン														八幡浜編 ヤワタハマヘン		SMM841625C

																																																																																																		八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		おとな		こども										客室 キャクシツ		和室 ワシツ												客室 キャクシツ		和室 ワシツ

																																																																																																		JR		3,500		1,750												２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500										Ａ		30,700		28,500		26,800		24,800		18,150				Ａ		30,700		28,500		26,800		24,800		18,200

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700										Ｂ		32,300		30,100		27,900		25,900		19,350				Ｂ		32,300		30,100		27,900		25,900		19,400

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950										Ｃ		35,100		32,900		30,700		28,700		21,250				Ｃ		35,100		32,900		30,700		28,700		21,300

																																																																																																																Ｄ		37,300		35,100		34,000		30,900		22,750				Ｄ		37,300		35,100		34,000		30,900		22,800

																																																																																																		道後編 ドウゴ ヘン		おとな		こども										Ｅ		40,000		36,700		35,100		32,000		23,850				Ｅ		40,000		36,700		35,100		32,000		23,900

																																																																																																		JR		3,500		1,750										F		45,500		40,000		37,300		33,100		26,250				F		45,500		40,000		37,300		33,100		26,300

																																																																																																		食事券 ショクジケン		3,500		3,500										G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,500		6,950										道後編 ドウゴヘン														道後編 ドウゴヘン		SMM841625D

																																																																																																																客室 キャクシツ		和室 ワシツ												客室 キャクシツ		和室 ワシツ

																																																																																																																		２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども

																																																																																																																Ａ		28,700		26,500		24,800		24,800		18,150				Ａ		28,700		26,500		24,800		24,800		18,200

																																																																																																																Ｂ		30,300		28,100		25,900		25,900		19,350				Ｂ		30,300		28,100		25,900		25,900		19,400

																																																																																																																Ｃ		33,100		30,900		28,700		28,700		21,250				Ｃ		33,100		30,900		28,700		28,700		21,300

																																																																																																																Ｄ		35,300		33,100		32,000		30,900		22,750				Ｄ		35,300		33,100		32,000		30,900		22,800

																																																																																																																Ｅ		38,000		34,700		33,100		32,000		23,850				Ｅ		38,000		34,700		33,100		32,000		23,900

																																																																																																																F		43,500		38,000		35,300		33,100		26,250				F		43,500		38,000		35,300		33,100		26,300

																																																																																																																G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!





																																																																																																																														子どもは3名1室より設定 コ メイ シツ セッテイ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































道後やや

		しあわせめぐり旅～伊予灘ものがたり～ タビ イヨナダ																																																																																																原価 ゲンカ																				旅行代金 リョコウ ダイキン		[お一人様あたり] ヒトリサマ

		▶ホテル道後やや（洋室・朝食付） ドウゴ ヨウシツ アサ ショク ツ																																																																																																										大洲編 オオズ ヘン										大洲編 オオズ ヘン		SMM841636A

		45017																45047																45078																45108																45139																45170																客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）								客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）								客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド						1名１室 メイ シツ		2名１室 メイ シツ		こども						1名１室 メイ シツ		2名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

														1						1		2		3		4		5		6												1		2		3																1								1		2		3		4		5														1		2				Ａ		9,700		8,600		8,600				Ａ		19,700		18,600		15,050				Ａ		19,700		18,600		15,100

														E								F		F		F		F		F														C		E																E												D		D		F														D		F				Ｂ		10,800		9,100		9,100				Ｂ		20,800		19,100		15,550				Ｂ		20,800		19,100		15,600

		2		3		4		5		6		7		8				7		8		9		10		11		12		13				4		5		6		7		8		9		10				2		3		4		5		6		7		8				6		7		8		9		10		11		12				3		4		5		6		7		8		9				Ｃ		13,500		10,500		10,500				Ｃ		23,500		20,500		16,950				Ｃ		23,500		20,500		17,000

		B										D		E				B										B		E				C										C		E				B										B		E				D								F		F		F				D										D		F				D		15,200		11,300		11,300				D		25,200		21,300		17,750				D		25,200		21,300		17,800

		9		10		11		12		13		14		15				14		15		16		17		18		19		20				11		12		13		14		15		16		17				9		10		11		12		13		14		15				13		14		15		16		17		18		19				10		11		12		13		14		15		16				E		19,600		13,500		13,500				E		29,600		23,500		19,950				E		29,600		23,500		20,000

		B										D		E				B										B		E				B										B		E				B										B		F				F		F		F				D		D		F				D										D		F				F		21,800		14,600		14600				F		31,800		24,600		21,050				F		31,800		24,600		21,100

		16		17		18		19		20		21		22				21		22		23		24		25		26		27				18		19		20		21		22		23		24				16		17		18		19		20		21		22				20		21		22		23		24		25		26				17		18		19		20		21		22		23

		B										D		E				B										D		E				C										C		E				E		C						C		C		E				D												F				F		F								F		F

		23		24		25		26		27		28		29				28		29		30		31										25		26		27		28		29		30						23		24		25		26		27		28		29				27		28		29		30		31								24		25		26		27		28		29		30				大洲編 オオズ ヘン		おとな		こども						双海編 フタミ ヘン										双海編 フタミ ヘン		SMM841636B

		B										F		F				B																C										C						C								C		C		E				D																F										D		F				JR		3,500		1,750						客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）								客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）

		30																																																30		31																																														食事券 ショクジケン		3,000		3,000								1名１室 メイ シツ		2名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ サマ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

		F																																																C																																																収益 シュウエキ		3,500		1,700						Ａ		22,200		21,100		17,550				Ａ		22,200		21,100		17,600

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,000		6,450						Ｂ		23,300		21,600		18,050				Ｂ		23,300		21,600		18,100

																																																																																																												Ｃ		26,000		23,000		19,450				Ｃ		26,000		23,000		19,500

																																																																																																		双海編 フタミ ヘン		おとな		こども						D		27,700		23,800		20,250				D		27,700		23,800		20,300

																																																																																																		JR		3,500		1,750						E		32,100		26,000		22,450				E		32,100		26,000		22,500

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						F		34,300		27,100		23,550				F		34,300		27,100		23,600

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950



																																																																																																		八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		おとな		こども

																																																																																																		JR		3,500		1,750						八幡浜編 ヤワタハマ ヘン										八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		SMM841636C

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）								客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700								1名１室 メイ シツ		2名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ サマ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950						Ａ		22,200		21,100		17,550				Ａ		22,200		21,100		17,600

																																																																																																												Ｂ		23,300		21,600		18,050				Ｂ		23,300		21,600		18,100

																																																																																																		道後編 ドウゴ ヘン		おとな		こども						Ｃ		26,000		23,000		19,450				Ｃ		26,000		23,000		19,500

																																																																																																		JR		3,500		1,750						D		27,700		23,800		20,250				D		27,700		23,800		20,300

																																																																																																		食事券 ショクジケン		3,500		3,500						E		32,100		26,000		22,450				E		32,100		26,000		22,500

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						F		34,300		27,100		23,550				F		34,300		27,100		23,600

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,500		6,950



																																																																																																												道後編 ドウゴ ヘン										道後編 ドウゴ ヘン		SMM841636D

																																																																																																												客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）								客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）

																																																																																																														1名１室 メイ シツ		2名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ サマ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

																																																																																																												Ａ		20,200		19,100		15,550				Ａ		20,200		19,100		15,600

																																																																																																												Ｂ		21,300		19,600		16,050				Ｂ		21,300		19,600		16,100

																																																																																																												Ｃ		24,000		21,000		17,450				Ｃ		24,000		21,000		17,500

																																																																																																												D		25,700		21,800		18,250				D		25,700		21,800		18,300

																																																																																																												E		30,100		24,000		20,450				E		30,100		24,000		20,500

																																																																																																												F		32,300		25,100		21,550				F		32,300		25,100		21,600

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































クレメント宇和島

		しあわせめぐり旅～伊予灘ものがたり～ タビ イヨナダ																																																																																																原価 ゲンカ																				旅行代金 リョコウ ダイキン		[お一人様あたり] ヒトリサマ

		▶クレメント宇和島 ウワジマ																																																																																																										大洲編 オオズ ヘン										大洲編 オオズ ヘン		SMM842609A

		45017																45047																45078																45108																45139																45170																客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド						１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ								1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

														1						1		2		3		4		5		6												1		2		3																1								1		2		3		4		5														1		2				A		8,900		8,000		8,000				A		18,900		18,000		14,450				A		18,900		18,000		14,500

																						B		B		B		A		A														A		A																A												A		A		A														A		A				B		9,400		8,600		8,600				B		19,400		18,600		15,050				B		19,400		18,600		15,100

		2		3		4		5		6		7		8				7		8		9		10		11		12		13				4		5		6		7		8		9		10				2		3		4		5		6		7		8				6		7		8		9		10		11		12				3		4		5		6		7		8		9

		A										A		A				A										A		A				A										A		A				A										A		A				A								A		A		A				A										A		A														双海編 フタミ ヘン										双海編 フタミ ヘン		SMM842609B

		9		10		11		12		13		14		15				14		15		16		17		18		19		20				11		12		13		14		15		16		17				9		10		11		12		13		14		15				13		14		15		16		17		18		19				10		11		12		13		14		15		16				大洲編 オオズ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		A										A		A				A										A		A				A										A		A				A										A		A				A		A		A				A		A		A				A										A		A				JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ								1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

		16		17		18		19		20		21		22				21		22		23		24		25		26		27				18		19		20		21		22		23		24				16		17		18		19		20		21		22				20		21		22		23		24		25		26				17		18		19		20		21		22		23				食事券 ショクジケン		3,000		3,000						A		21,400		20,500		16,950				A		21,400		20,500		17,000

		A										A		A				A										A		A				A										A		A				A		A						A		A		A				A												A				A		A								A		A				収益 シュウエキ		3,500		1,700						B		21,900		21,100		17,550				B		21,900		21,100		17,600

		23		24		25		26		27		28		29				28		29		30		31										25		26		27		28		29		30						23		24		25		26		27		28		29				27		28		29		30		31								24		25		26		27		28		29		30				合計 ゴウケイ		10,000		6,450

		A										B		B				A																A										A						A								A		A		A				A																A										A		A														八幡浜編 ヤワタハマ ヘン

		30																																																30		31																																														双海編 フタミ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども

		B																																																A																																																JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ						八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		SMM842609C

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						A		21,400		20,500		16,950				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						B		21,900		21,100		17,550						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950																A		21,400		20,500		17,000

																																																																																																												道後編 ドウゴ ヘン										B		21,900		21,100		17,600

																																																																																																		八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども

																																																																																																		JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ						道後編 ドウゴ ヘン		SMM842609D

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						A		19,400		18,500		14,950				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						B		19,900		19,100		15,550						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950																A		19,400		18,500		15,000

																																																																																																																						B		19,900		19,100		15,600

																																																																																																		道後編 ドウゴ ヘン		おとな		こども

																																																																																																		JR		3,500		1,750

																																																																																																		食事券 ショクジケン		3,500		3,500

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,500		6,950































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【松山】ダイワロイネットホテル松山（洋室・朝食付）
旅行代金 [お一人様あたり]
大洲編 SMM841517A

シングル
1名様1室 2名様1室 こども

Ａ 23,500 21,500 17,500
Ｂ 25,000 22,500 18,500
C 26,000 24,500 20,500
D 27,000 25,500 21,500
E 30,500 28,000 24,000

双海編 SMM841517B
シングル
1名様1室 2名様1室 こども

Ａ 26,000 24,000 20,000
Ｂ 27,500 25,000 21,000
C 28,500 27,000 23,000
D 29,500 28,000 24,000
E 33,000 30,500 26,500

ツイン

ツイン客室

客室

八幡浜編 SMM841517C
シングル
1名様1室 2名様1室 こども

Ａ 26,000 24,000 20,000
Ｂ 27,500 25,000 21,000
C 28,500 27,000 23,000
D 29,500 28,000 24,000
E 33,000 30,500 26,500

道後編 SMM841517D
シングル
1名様1室 2名様1室 こども

Ａ 24,000 22,000 18,000
Ｂ 25,500 23,000 19,000
C 26,500 25,000 21,000
D 27,500 26,000 22,000
E 31,000 28,500 24,500

ツイン

ツイン

客室

客室

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2
D E E E E E B D D C C D B D

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
A B D C B D A B D A B D A E E E A B D
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
A B D A B D A B D A B E A C C C C D A E E
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
A B D A B D A B D E A B B D A D E A B D
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
A E E A A B A B B D A A B D
30 30 31
E A

2023年6月2023年4月 2023年7月 2023年8月 2023年9月2023年5月



【道後】ホテル道後やや（洋室・朝食付）

こどもは2名1室のみお申込いただけます。

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2
E F F F F F C E E D D F D F

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
B D E B B E C C E B B E D F F F D D F
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
B D E B B E B B E B B F F F F D D F D D F
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
B D E B D E C C E E C C C E D F F F F F
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
B F F B C C C C C E D F D F
30 30 31
F C

2023年6月2023年4月 2023年5月 2023年7月 2023年8月 2023年9月

旅行代金 [お一人様あたり]
大洲編 SMM841636A

1名様1室 2名様1室 こども
Ａ 21,600 20,500 16,500
Ｂ 22,700 21,100 17,000
Ｃ 25,500 22,500 18,400
D 27,100 23,300 19,200
E 31,500 25,500 21,400
F 33,700 26,500 22,500

客室 シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）
双海編 SMM841636B

1名様1室 2名様1室 こども
Ａ 24,100 23,000 19,000
Ｂ 25,200 23,600 19,500
Ｃ 28,000 25,000 20,900
D 29,600 25,800 21,700
E 34,000 28,000 23,900
F 36,200 29,000 25,000

シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）客室

八幡浜編 SMM841636C

1名様1室 2名様1室 こども
Ａ 24,100 23,000 19,000
Ｂ 25,200 23,600 19,500
Ｃ 28,000 25,000 20,900
D 29,600 25,800 21,700
E 34,000 28,000 23,900
F 36,200 29,000 25,000

シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）客室

道後編 SMM841636D

1名様1室 2名様1室 こども
Ａ 22,100 21,000 17,000
Ｂ 23,200 21,600 17,500
Ｃ 26,000 23,000 18,900
D 27,600 23,800 19,700
E 32,000 26,000 21,900
F 34,200 27,000 23,000

シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）客室


スカイホテル

		しあわせめぐり旅～伊予灘ものがたり～ タビ イヨナダ																																																																																																原価 ゲンカ																				旅行代金 リョコウ ダイキン		[お一人様あたり] ヒトリサマ

		▶スカイホテル（洋室・朝食付） ヨウシツ チョウショク ツ																																																																																																										大洲編 オオズ ヘン										大洲編 オオズ ヘン		SMM841514A

		45017																45047																45078																45108																45139																45170																客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド						１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ								1名様1室 メイ サマ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

														1						1		2		3		4		5		6												1		2		3																1								1		2		3		4		5														1		2				Ａ		9,400		8,300		8,300				Ａ		19,400		18,300		14,750				Ａ		19,400		18,300		14,800

														B								C						C		C																																B												A		A		B														A		B				Ｂ		10,500		9,400		9,400				Ｂ		20,500		19,400		15,850				Ｂ		20,500		19,400		15,900

		2		3		4		5		6		7		8				7		8		9		10		11		12		13				4		5		6		7		8		9		10				2		3		4		5		6		7		8				6		7		8		9		10		11		12				3		4		5		6		7		8		9				C		13800		12700		12700				C		23,800		22,700		19,150				C		23,800		22,700		19,200

		A										A		B				A										A		B				A										A		B				A										A		B				A								A								A										A		B														双海編 フタミ ヘン										双海編 フタミ ヘン		SMM841514B

		9		10		11		12		13		14		15				14		15		16		17		18		19		20				11		12		13		14		15		16		17				9		10		11		12		13		14		15				13		14		15		16		17		18		19				10		11		12		13		14		15		16				大洲編 オオズ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		A										A		B				A										A		B				A																A										A		B																				A										A		C				JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ								1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

		16		17		18		19		20		21		22				21		22		23		24		25		26		27				18		19		20		21		22		23		24				16		17		18		19		20		21		22				20		21		22		23		24		25		26				17		18		19		20		21		22		23				食事券 ショクジケン		3,000		3,000						Ａ		21,900		20,800		17,250				Ａ		21,900		20,800		17,300

		A										A		B				A										A		B				A										A		B				B		A						A		A		B																				C		A								A		B				収益 シュウエキ		3,500		1,700						B		23,000		21,900		18,350				Ｂ		23,000		21,900		18,400

		23		24		25		26		27		28		29				28		29		30		31										25		26		27		28		29		30						23		24		25		26		27		28		29				27		28		29		30		31								24		25		26		27		28		29		30				合計 ゴウケイ		10,000		6,450						C		26,300		25,200		21,650				C		26,300		25,200		21,700

		A										A						A																A										A						A								A		A		B																				A										A		B														八幡浜編 ヤワタハマ ヘン

		30																																																30		31																																														双海編 フタミ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども

																																																		A																																																JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ						八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		SMM841514C

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						Ａ		21,900		20,800		17,250				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						Ｂ		23,000		21,900		18,350						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950						C		26,300		25,200		21,650				Ａ		21,900		20,800		17,300

																																																																																																												道後編 ドウゴ ヘン										Ｂ		23,000		21,900		18,400

																																																																																																		八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				C		26,300		25,200		21,700

																																																																																																		JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ						道後編 ドウゴ ヘン		SMM841514D

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						Ａ		19,900		15,250		15,250				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						Ｂ		21,000		16,350		16,350						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950						C		24,300		19,650		19,650				Ａ		19,900		15,300		15,300

																																																																																																																						Ｂ		21,000		16,400		16,400

																																																																																																		道後編 ドウゴ ヘン		おとな		こども																C		24,300		19,700		19,700

																																																																																																		JR		3,500		1,750

																																																																																																		食事券 ショクジケン		3,500		3,500

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,500		6,950





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ダイワロイネットホテル

		しあわせめぐり旅～伊予灘ものがたり～ タビ イヨナダ																																																																																																原価 ゲンカ																				旅行代金 リョコウ ダイキン		[お一人様あたり] ヒトリサマ

		▶ダイワロイネットホテル松山（洋室・朝食付） マツヤマ ヨウシツ チョウショク ツ																																																																																																										大洲編 オオズ ヘン										大洲編 オオズ ヘン		SMM841517A

		45017																45047																45078																45108																45139																45170																客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド						１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ サマ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

														1						1		2		3		4		5		6												1		2		3																1								1		2		3		4		5														1		2				Ａ		11,600		9,600		9,600				Ａ		21,600		19,600		16,050				Ａ		21,600		19,600		16,100

														D								E		E		E		E		E														B		D																D												C		C		D														B		D				Ｂ		13,100		10,600		10,600				Ｂ		23,100		20,600		17,050				Ｂ		23,100		20,600		17,100

		2		3		4		5		6		7		8				7		8		9		10		11		12		13				4		5		6		7		8		9		10				2		3		4		5		6		7		8				6		7		8		9		10		11		12				3		4		5		6		7		8		9				C		14100		12600		12600				C		24,100		22,600		19,050				C		24,100		22,600		19,100

		A										B		D				C										B		D				A										B		D				A										B		D				A								E		E		E				A										B		D				D		15,100		13,600		13,600				D		25,100		23,600		20,050				D		25,100		23,600		20,100

		9		10		11		12		13		14		15				14		15		16		17		18		19		20				11		12		13		14		15		16		17				9		10		11		12		13		14		15				13		14		15		16		17		18		19				10		11		12		13		14		15		16				E		18,600		16,100		16,100				E		28,600		26,100		22,550				E		28,600		26,100		22,600

		A										B		D				A										B		D				A										B		D				A										B		E				A		C		C				C		C		D				A										E		E

		16		17		18		19		20		21		22				21		22		23		24		25		26		27				18		19		20		21		22		23		24				16		17		18		19		20		21		22				20		21		22		23		24		25		26				17		18		19		20		21		22		23														双海編 フタミ ヘン										双海編 フタミ ヘン		SMM841517B

		A										B		D				A										B		D				A										B		D				E		A						B		B		D				A												D				E		A								B		D				大洲編 オオズ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		23		24		25		26		27		28		29				28		29		30		31										25		26		27		28		29		30						23		24		25		26		27		28		29				27		28		29		30		31								24		25		26		27		28		29		30				JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

		A										E		E				A																A										B						A								B		B		D				A																A										B		D				食事券 ショクジケン		3,000		3,000						Ａ		24,100		22,100		18,550				Ａ		24,100		22,100		18,600

		30																																																30		31																																														収益 シュウエキ		3,500		1,700						B		25,600		23,100		19,550				Ｂ		25,600		23,100		19,600

		E																																																A																																																合計 ゴウケイ		10,000		6,450						C		26,600		25,100		21,550				C		26,600		25,100		21,600

																																																																																																												D		27,600		26,100		22,550				D		27,600		26,100		22,600

																																																																																																		双海編 フタミ ヘン		おとな		こども						E		31,100		28,600		25,050				E		31,100		28,600		25,100

																																																																																																		JR		3,500		1,750

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						八幡浜編										八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		SMM841517C

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

																																																																																																												Ａ		24,100		22,100		18,550				Ａ		24,100		22,100		18,600

																																																																																																		八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		おとな		こども						Ｂ		25,600		23,100		19,550				Ｂ		25,600		23,100		19,600

																																																																																																		JR		3,500		1,750						C		26,600		25,100		21,550				C		26,600		25,100		21,600

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						D		27,600		26,100		22,550				D		27,600		26,100		22,600

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						E		31,100		28,600		25,050				E		31,100		28,600		25,100

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950

																																																																																																												道後編 ドウゴ ヘン										道後編 ドウゴ ヘン		SMM841517D

																																																																																																		道後編 ドウゴ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

																																																																																																		食事券 ショクジケン		3,500		3,500						Ａ		22,100		20,100		16,550				Ａ		22,100		20,100		16,600

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						Ｂ		23,600		21,100		17,550				Ｂ		23,600		21,100		17,600

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,500		6,950						C		24,600		23,100		19,550				C		24,600		23,100		19,600

																																																																																																												D		25,600		24,100		20,550				D		25,600		24,100		20,600

																																																																																																												E		29,100		26,600		23,050				E		29,100		26,600		23,100



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































道後プリンス

		しあわせめぐり旅～伊予灘ものがたり～ タビ イヨナダ																																																																																																原価 ゲンカ																												旅行代金 リョコウ ダイキン		[お一人様あたり] ヒトリサマ

		▶道後プリンスホテル（和室・夕朝食付） ドウゴ ワシツ ユウ アサ ショク ツ																																																																																																														大洲編 オオズヘン														大洲編 オオズ ヘン		SMM841625A

		45017																45047																45078																45108																45139																45170																客室 キャクシツ		和室 ワシツ												客室 キャクシツ		和室 ワシツ												客室 キャクシツ		和室 ワシツ

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども

														1						1		2		3		4		5		6												1		2		3																1								1		2		3		4		5														1		2				Ａ		18,200		16,000		14,300		14,300		11,200				Ａ		28,200		26,000		24,300		24,300		17,650				Ａ		28,200		26,000		24,300		24,300		17,700

														F								E		G		G		G		F														B		E																E												B		C		F														B		E				Ｂ		19,800		17,600		15,400		15,400		12,400				Ｂ		29,800		27,600		25,400		25,400		18,850				Ｂ		29,800		27,600		25,400		25,400		18,900

		2		3		4		5		6		7		8				7		8		9		10		11		12		13				4		5		6		7		8		9		10				2		3		4		5		6		7		8				6		7		8		9		10		11		12				3		4		5		6		7		8		9				Ｃ		22,600		20,400		18,200		18,200		14,300				Ｃ		32,600		30,400		28,200		28,200		20,750				Ｃ		32,600		30,400		28,200		28,200		20,800

		C										C		E				C										C		E				B										B		E				B										B		E				E								F		G		G				C										C		E				Ｄ		24,800		22,600		21,500		20,400		15,800				Ｄ		34,800		32,600		31,500		30,400		22,250				Ｄ		34,800		32,600		31,500		30,400		22,300

		9		10		11		12		13		14		15				14		15		16		17		18		19		20				11		12		13		14		15		16		17				9		10		11		12		13		14		15				13		14		15		16		17		18		19				10		11		12		13		14		15		16				Ｅ		27,500		24,200		22,600		21,500		16,900				Ｅ		37,500		34,200		32,600		31,500		23,350				Ｅ		37,500		34,200		32,600		31,500		23,400

		C										C		E				C										C		E				B										B		E				B										B		F				G		G		F				C		D		F				C										C		G				F		33,000		27,500		24,800		22,600		19,300				F		43,000		37,500		34,800		32,600		25,750				F		43,000		37,500		34,800		32,600		25,800

		16		17		18		19		20		21		22				21		22		23		24		25		26		27				18		19		20		21		22		23		24				16		17		18		19		20		21		22				20		21		22		23		24		25		26				17		18		19		20		21		22		23						*		*		*		*		*				G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		C										C		E				C										C		E				B										B		E				F		B						A		B		E				D												E				G		C								C		F

		23		24		25		26		27		28		29				28		29		30		31										25		26		27		28		29		30						23		24		25		26		27		28		29				27		28		29		30		31								24		25		26		27		28		29		30				大洲編 オオズ ヘン		おとな		こども										双海編 フタミヘン														双海編 フタミヘン		SMM841625B

		C										D		G				C																B										B						B								B		C		E				C																C										B		E				JR		3,500		1,750										客室 キャクシツ		和室 ワシツ												客室 キャクシツ		和室 ワシツ

		30																																																30		31																																														食事券 ショクジケン		3,000		3,000												２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども

		E																																																C																																																収益 シュウエキ		3,500		1,700										Ａ		30,700		28,500		26,800		26,800		20,150				Ａ		30,700		28,500		26,800		26,800		20,200

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,000		6,450										Ｂ		32,300		30,100		27,900		27,900		21,350				Ｂ		32,300		30,100		27,900		27,900		21,400

																																																																																																																Ｃ		35,100		32,900		30,700		30,700		23,250				Ｃ		35,100		32,900		30,700		30,700		23,300

																																																																																																		双海編 フタミ ヘン		おとな		こども										Ｄ		37,300		35,100		34,000		32,900		24,750				Ｄ		37,300		35,100		34,000		32,900		24,800

																																																																																																		JR		3,500		1,750										Ｅ		40,000		36,700		35,100		34,000		25,850				Ｅ		40,000		36,700		35,100		34,000		25,900

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500										F		45,500		40,000		37,300		35,100		28,250				F		45,500		40,000		37,300		35,100		28,300

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700										G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950

																																																																																																																八幡浜編 ヤワタハマヘン														八幡浜編 ヤワタハマヘン		SMM841625C

																																																																																																		八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		おとな		こども										客室 キャクシツ		和室 ワシツ												客室 キャクシツ		和室 ワシツ

																																																																																																		JR		3,500		1,750												２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500										Ａ		30,700		28,500		26,800		24,800		18,150				Ａ		30,700		28,500		26,800		24,800		18,200

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700										Ｂ		32,300		30,100		27,900		25,900		19,350				Ｂ		32,300		30,100		27,900		25,900		19,400

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950										Ｃ		35,100		32,900		30,700		28,700		21,250				Ｃ		35,100		32,900		30,700		28,700		21,300

																																																																																																																Ｄ		37,300		35,100		34,000		30,900		22,750				Ｄ		37,300		35,100		34,000		30,900		22,800

																																																																																																		道後編 ドウゴ ヘン		おとな		こども										Ｅ		40,000		36,700		35,100		32,000		23,850				Ｅ		40,000		36,700		35,100		32,000		23,900

																																																																																																		JR		3,500		1,750										F		45,500		40,000		37,300		33,100		26,250				F		45,500		40,000		37,300		33,100		26,300

																																																																																																		食事券 ショクジケン		3,500		3,500										G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,500		6,950										道後編 ドウゴヘン														道後編 ドウゴヘン		SMM841625D

																																																																																																																客室 キャクシツ		和室 ワシツ												客室 キャクシツ		和室 ワシツ

																																																																																																																		２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども

																																																																																																																Ａ		28,700		26,500		24,800		24,800		18,150				Ａ		28,700		26,500		24,800		24,800		18,200

																																																																																																																Ｂ		30,300		28,100		25,900		25,900		19,350				Ｂ		30,300		28,100		25,900		25,900		19,400

																																																																																																																Ｃ		33,100		30,900		28,700		28,700		21,250				Ｃ		33,100		30,900		28,700		28,700		21,300

																																																																																																																Ｄ		35,300		33,100		32,000		30,900		22,750				Ｄ		35,300		33,100		32,000		30,900		22,800

																																																																																																																Ｅ		38,000		34,700		33,100		32,000		23,850				Ｅ		38,000		34,700		33,100		32,000		23,900

																																																																																																																F		43,500		38,000		35,300		33,100		26,250				F		43,500		38,000		35,300		33,100		26,300

																																																																																																																G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!





																																																																																																																														子どもは3名1室より設定 コ メイ シツ セッテイ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































道後やや

		しあわせめぐり旅～伊予灘ものがたり～ タビ イヨナダ																																																																																																原価 ゲンカ																				旅行代金 リョコウ ダイキン		[お一人様あたり] ヒトリサマ

		▶ホテル道後やや（洋室・朝食付） ドウゴ ヨウシツ アサ ショク ツ																																																																																																										大洲編 オオズ ヘン										大洲編 オオズ ヘン		SMM841636A

		45017																45047																45078																45108																45139																45170																客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）								客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）								客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド						1名１室 メイ シツ		2名１室 メイ シツ		こども						1名１室 メイ シツ		2名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

														1						1		2		3		4		5		6												1		2		3																1								1		2		3		4		5														1		2				Ａ		9,700		8,600		8,600				Ａ		19,700		18,600		15,050				Ａ		19,700		18,600		15,100

														E								F		F		F		F		F														C		E																E												D		D		F														D		F				Ｂ		10,800		9,100		9,100				Ｂ		20,800		19,100		15,550				Ｂ		20,800		19,100		15,600

		2		3		4		5		6		7		8				7		8		9		10		11		12		13				4		5		6		7		8		9		10				2		3		4		5		6		7		8				6		7		8		9		10		11		12				3		4		5		6		7		8		9				Ｃ		13,500		10,500		10,500				Ｃ		23,500		20,500		16,950				Ｃ		23,500		20,500		17,000

		B										D		E				B										B		E				C										C		E				B										B		E				D								F		F		F				D										D		F				D		15,200		11,300		11,300				D		25,200		21,300		17,750				D		25,200		21,300		17,800

		9		10		11		12		13		14		15				14		15		16		17		18		19		20				11		12		13		14		15		16		17				9		10		11		12		13		14		15				13		14		15		16		17		18		19				10		11		12		13		14		15		16				E		19,600		13,500		13,500				E		29,600		23,500		19,950				E		29,600		23,500		20,000

		B										D		E				B										B		E				B										B		E				B										B		F				F		F		F				D		D		F				D										D		F				F		21,800		14,600		14600				F		31,800		24,600		21,050				F		31,800		24,600		21,100

		16		17		18		19		20		21		22				21		22		23		24		25		26		27				18		19		20		21		22		23		24				16		17		18		19		20		21		22				20		21		22		23		24		25		26				17		18		19		20		21		22		23

		B										D		E				B										D		E				C										C		E				E		C						C		C		E				D												F				F		F								F		F

		23		24		25		26		27		28		29				28		29		30		31										25		26		27		28		29		30						23		24		25		26		27		28		29				27		28		29		30		31								24		25		26		27		28		29		30				大洲編 オオズ ヘン		おとな		こども						双海編 フタミ ヘン										双海編 フタミ ヘン		SMM841636B

		B										F		F				B																C										C						C								C		C		E				D																F										D		F				JR		3,500		1,750						客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）								客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）

		30																																																30		31																																														食事券 ショクジケン		3,000		3,000								1名１室 メイ シツ		2名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ サマ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

		F																																																C																																																収益 シュウエキ		3,500		1,700						Ａ		22,200		21,100		17,550				Ａ		22,200		21,100		17,600

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,000		6,450						Ｂ		23,300		21,600		18,050				Ｂ		23,300		21,600		18,100

																																																																																																												Ｃ		26,000		23,000		19,450				Ｃ		26,000		23,000		19,500

																																																																																																		双海編 フタミ ヘン		おとな		こども						D		27,700		23,800		20,250				D		27,700		23,800		20,300

																																																																																																		JR		3,500		1,750						E		32,100		26,000		22,450				E		32,100		26,000		22,500

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						F		34,300		27,100		23,550				F		34,300		27,100		23,600

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950



																																																																																																		八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		おとな		こども

																																																																																																		JR		3,500		1,750						八幡浜編 ヤワタハマ ヘン										八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		SMM841636C

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）								客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700								1名１室 メイ シツ		2名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ サマ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950						Ａ		22,200		21,100		17,550				Ａ		22,200		21,100		17,600

																																																																																																												Ｂ		23,300		21,600		18,050				Ｂ		23,300		21,600		18,100

																																																																																																		道後編 ドウゴ ヘン		おとな		こども						Ｃ		26,000		23,000		19,450				Ｃ		26,000		23,000		19,500

																																																																																																		JR		3,500		1,750						D		27,700		23,800		20,250				D		27,700		23,800		20,300

																																																																																																		食事券 ショクジケン		3,500		3,500						E		32,100		26,000		22,450				E		32,100		26,000		22,500

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						F		34,300		27,100		23,550				F		34,300		27,100		23,600

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,500		6,950



																																																																																																												道後編 ドウゴ ヘン										道後編 ドウゴ ヘン		SMM841636D

																																																																																																												客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）								客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）

																																																																																																														1名１室 メイ シツ		2名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ サマ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

																																																																																																												Ａ		20,200		19,100		15,550				Ａ		20,200		19,100		15,600

																																																																																																												Ｂ		21,300		19,600		16,050				Ｂ		21,300		19,600		16,100

																																																																																																												Ｃ		24,000		21,000		17,450				Ｃ		24,000		21,000		17,500

																																																																																																												D		25,700		21,800		18,250				D		25,700		21,800		18,300

																																																																																																												E		30,100		24,000		20,450				E		30,100		24,000		20,500

																																																																																																												F		32,300		25,100		21,550				F		32,300		25,100		21,600

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































クレメント宇和島

		しあわせめぐり旅～伊予灘ものがたり～ タビ イヨナダ																																																																																																原価 ゲンカ																				旅行代金 リョコウ ダイキン		[お一人様あたり] ヒトリサマ

		▶クレメント宇和島 ウワジマ																																																																																																										大洲編 オオズ ヘン										大洲編 オオズ ヘン		SMM842609A

		45017																45047																45078																45108																45139																45170																客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド						１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ								1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

														1						1		2		3		4		5		6												1		2		3																1								1		2		3		4		5														1		2				A		8,900		8,000		8,000				A		18,900		18,000		14,450				A		18,900		18,000		14,500

																						B		B		B		A		A														A		A																A												A		A		A														A		A				B		9,400		8,600		8,600				B		19,400		18,600		15,050				B		19,400		18,600		15,100

		2		3		4		5		6		7		8				7		8		9		10		11		12		13				4		5		6		7		8		9		10				2		3		4		5		6		7		8				6		7		8		9		10		11		12				3		4		5		6		7		8		9

		A										A		A				A										A		A				A										A		A				A										A		A				A								A		A		A				A										A		A														双海編 フタミ ヘン										双海編 フタミ ヘン		SMM842609B

		9		10		11		12		13		14		15				14		15		16		17		18		19		20				11		12		13		14		15		16		17				9		10		11		12		13		14		15				13		14		15		16		17		18		19				10		11		12		13		14		15		16				大洲編 オオズ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		A										A		A				A										A		A				A										A		A				A										A		A				A		A		A				A		A		A				A										A		A				JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ								1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

		16		17		18		19		20		21		22				21		22		23		24		25		26		27				18		19		20		21		22		23		24				16		17		18		19		20		21		22				20		21		22		23		24		25		26				17		18		19		20		21		22		23				食事券 ショクジケン		3,000		3,000						A		21,400		20,500		16,950				A		21,400		20,500		17,000

		A										A		A				A										A		A				A										A		A				A		A						A		A		A				A												A				A		A								A		A				収益 シュウエキ		3,500		1,700						B		21,900		21,100		17,550				B		21,900		21,100		17,600

		23		24		25		26		27		28		29				28		29		30		31										25		26		27		28		29		30						23		24		25		26		27		28		29				27		28		29		30		31								24		25		26		27		28		29		30				合計 ゴウケイ		10,000		6,450

		A										B		B				A																A										A						A								A		A		A				A																A										A		A														八幡浜編 ヤワタハマ ヘン

		30																																																30		31																																														双海編 フタミ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども

		B																																																A																																																JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ						八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		SMM842609C

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						A		21,400		20,500		16,950				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						B		21,900		21,100		17,550						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950																A		21,400		20,500		17,000

																																																																																																												道後編 ドウゴ ヘン										B		21,900		21,100		17,600

																																																																																																		八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども

																																																																																																		JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ						道後編 ドウゴ ヘン		SMM842609D

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						A		19,400		18,500		14,950				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						B		19,900		19,100		15,550						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950																A		19,400		18,500		15,000

																																																																																																																						B		19,900		19,100		15,600

																																																																																																		道後編 ドウゴ ヘン		おとな		こども

																																																																																																		JR		3,500		1,750

																																																																																																		食事券 ショクジケン		3,500		3,500

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,500		6,950































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































あったらいいなが湧く湯宿

【道後】道後プリンスホテル（和室・夕朝食付）

こどもは3名1室よりお申込いただけます。

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2
F E G G G F B E E B C F B E

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
C C E C C E B B E B B E E F G G C C E
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
C C E C C E B B E B B F G G F C D F C C G
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
C C E C C E B B E F B A B E D E G C C F
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
C D G C B B B B C E C C B E
30 30 31
E C

2023年6月2023年4月 2023年5月 2023年7月 2023年8月 2023年9月

双海編 SMM841625B

２名１室 ３名１室 ４名１室 ５名１室 こども
Ａ 32,600 30,400 28,800 28,800 21,800
Ｂ 34,300 32,100 29,900 29,900 22,900
Ｃ 35,900 33,700 31,500 31,500 24,100
Ｄ 37,000 34,800 32,600 32,600 24,900
Ｅ 39,200 37,000 35,900 34,800 26,400
F 42,000 38,700 37,000 35,900 27,600
G 47,500 42,000 39,200 37,000 29,900

客室 和室

旅行代金 [お一人様あたり]
大洲編 SMM841625A

２名１室 ３名１室 ４名１室 ５名１室 こども
Ａ 30,100 27,900 26,300 26,300 19,300
Ｂ 31,800 29,600 27,400 27,400 20,400
Ｃ 33,400 31,200 29,000 29,000 21,600
Ｄ 34,500 32,300 30,100 30,100 22,400
Ｅ 36,700 34,500 33,400 32,300 23,900
F 39,500 36,200 34,500 33,400 25,100
G 45,000 39,500 36,700 34,500 27,400

客室 和室
八幡浜編 SMM841625C

２名１室 ３名１室 ４名１室 ５名１室 こども
Ａ 32,600 30,400 28,800 26,800 19,800
Ｂ 34,300 32,100 29,900 27,900 20,900
Ｃ 35,900 33,700 31,500 29,500 22,100
Ｄ 37,000 34,800 32,600 30,600 22,900
Ｅ 39,200 37,000 35,900 32,800 24,400
F 42,000 38,700 37,000 33,900 25,600
G 47,500 42,000 39,200 35,000 27,900

客室 和室

道後編 SMM841625D

２名１室 ３名１室 ４名１室 ５名１室 こども
Ａ 30,600 28,400 26,800 26,800 19,800
Ｂ 32,300 30,100 27,900 27,900 20,900
Ｃ 33,900 31,700 29,500 29,500 22,100
Ｄ 35,000 32,800 30,600 30,600 22,900
Ｅ 37,200 35,000 33,900 32,800 24,400
F 40,000 36,700 35,000 33,900 25,600
G 45,500 40,000 37,200 35,000 27,900

客室 和室


スカイホテル

		しあわせめぐり旅～伊予灘ものがたり～ タビ イヨナダ																																																																																																原価 ゲンカ																				旅行代金 リョコウ ダイキン		[お一人様あたり] ヒトリサマ

		▶スカイホテル（洋室・朝食付） ヨウシツ チョウショク ツ																																																																																																										大洲編 オオズ ヘン										大洲編 オオズ ヘン		SMM841514A

		45017																45047																45078																45108																45139																45170																客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド						１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ								1名様1室 メイ サマ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

														1						1		2		3		4		5		6												1		2		3																1								1		2		3		4		5														1		2				Ａ		9,400		8,300		8,300				Ａ		19,400		18,300		14,750				Ａ		19,400		18,300		14,800

														B								C						C		C																																B												A		A		B														A		B				Ｂ		10,500		9,400		9,400				Ｂ		20,500		19,400		15,850				Ｂ		20,500		19,400		15,900

		2		3		4		5		6		7		8				7		8		9		10		11		12		13				4		5		6		7		8		9		10				2		3		4		5		6		7		8				6		7		8		9		10		11		12				3		4		5		6		7		8		9				C		13800		12700		12700				C		23,800		22,700		19,150				C		23,800		22,700		19,200

		A										A		B				A										A		B				A										A		B				A										A		B				A								A								A										A		B														双海編 フタミ ヘン										双海編 フタミ ヘン		SMM841514B

		9		10		11		12		13		14		15				14		15		16		17		18		19		20				11		12		13		14		15		16		17				9		10		11		12		13		14		15				13		14		15		16		17		18		19				10		11		12		13		14		15		16				大洲編 オオズ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		A										A		B				A										A		B				A																A										A		B																				A										A		C				JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ								1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

		16		17		18		19		20		21		22				21		22		23		24		25		26		27				18		19		20		21		22		23		24				16		17		18		19		20		21		22				20		21		22		23		24		25		26				17		18		19		20		21		22		23				食事券 ショクジケン		3,000		3,000						Ａ		21,900		20,800		17,250				Ａ		21,900		20,800		17,300

		A										A		B				A										A		B				A										A		B				B		A						A		A		B																				C		A								A		B				収益 シュウエキ		3,500		1,700						B		23,000		21,900		18,350				Ｂ		23,000		21,900		18,400

		23		24		25		26		27		28		29				28		29		30		31										25		26		27		28		29		30						23		24		25		26		27		28		29				27		28		29		30		31								24		25		26		27		28		29		30				合計 ゴウケイ		10,000		6,450						C		26,300		25,200		21,650				C		26,300		25,200		21,700

		A										A						A																A										A						A								A		A		B																				A										A		B														八幡浜編 ヤワタハマ ヘン

		30																																																30		31																																														双海編 フタミ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども

																																																		A																																																JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ						八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		SMM841514C

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						Ａ		21,900		20,800		17,250				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						Ｂ		23,000		21,900		18,350						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950						C		26,300		25,200		21,650				Ａ		21,900		20,800		17,300

																																																																																																												道後編 ドウゴ ヘン										Ｂ		23,000		21,900		18,400

																																																																																																		八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				C		26,300		25,200		21,700

																																																																																																		JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ						道後編 ドウゴ ヘン		SMM841514D

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						Ａ		19,900		15,250		15,250				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						Ｂ		21,000		16,350		16,350						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950						C		24,300		19,650		19,650				Ａ		19,900		15,300		15,300

																																																																																																																						Ｂ		21,000		16,400		16,400

																																																																																																		道後編 ドウゴ ヘン		おとな		こども																C		24,300		19,700		19,700

																																																																																																		JR		3,500		1,750

																																																																																																		食事券 ショクジケン		3,500		3,500

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,500		6,950





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ダイワロイネットホテル

		しあわせめぐり旅～伊予灘ものがたり～ タビ イヨナダ																																																																																																原価 ゲンカ																				旅行代金 リョコウ ダイキン		[お一人様あたり] ヒトリサマ

		▶ダイワロイネットホテル松山（洋室・朝食付） マツヤマ ヨウシツ チョウショク ツ																																																																																																										大洲編 オオズ ヘン										大洲編 オオズ ヘン		SMM841517A

		45017																45047																45078																45108																45139																45170																客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド						１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ サマ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

														1						1		2		3		4		5		6												1		2		3																1								1		2		3		4		5														1		2				Ａ		11,600		9,600		9,600				Ａ		21,600		19,600		16,050				Ａ		21,600		19,600		16,100

														D								E		E		E		E		E														B		D																D												C		C		D														B		D				Ｂ		13,100		10,600		10,600				Ｂ		23,100		20,600		17,050				Ｂ		23,100		20,600		17,100

		2		3		4		5		6		7		8				7		8		9		10		11		12		13				4		5		6		7		8		9		10				2		3		4		5		6		7		8				6		7		8		9		10		11		12				3		4		5		6		7		8		9				C		14100		12600		12600				C		24,100		22,600		19,050				C		24,100		22,600		19,100

		A										B		D				C										B		D				A										B		D				A										B		D				A								E		E		E				A										B		D				D		15,100		13,600		13,600				D		25,100		23,600		20,050				D		25,100		23,600		20,100

		9		10		11		12		13		14		15				14		15		16		17		18		19		20				11		12		13		14		15		16		17				9		10		11		12		13		14		15				13		14		15		16		17		18		19				10		11		12		13		14		15		16				E		18,600		16,100		16,100				E		28,600		26,100		22,550				E		28,600		26,100		22,600

		A										B		D				A										B		D				A										B		D				A										B		E				A		C		C				C		C		D				A										E		E

		16		17		18		19		20		21		22				21		22		23		24		25		26		27				18		19		20		21		22		23		24				16		17		18		19		20		21		22				20		21		22		23		24		25		26				17		18		19		20		21		22		23														双海編 フタミ ヘン										双海編 フタミ ヘン		SMM841517B

		A										B		D				A										B		D				A										B		D				E		A						B		B		D				A												D				E		A								B		D				大洲編 オオズ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		23		24		25		26		27		28		29				28		29		30		31										25		26		27		28		29		30						23		24		25		26		27		28		29				27		28		29		30		31								24		25		26		27		28		29		30				JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

		A										E		E				A																A										B						A								B		B		D				A																A										B		D				食事券 ショクジケン		3,000		3,000						Ａ		24,100		22,100		18,550				Ａ		24,100		22,100		18,600

		30																																																30		31																																														収益 シュウエキ		3,500		1,700						B		25,600		23,100		19,550				Ｂ		25,600		23,100		19,600

		E																																																A																																																合計 ゴウケイ		10,000		6,450						C		26,600		25,100		21,550				C		26,600		25,100		21,600

																																																																																																												D		27,600		26,100		22,550				D		27,600		26,100		22,600

																																																																																																		双海編 フタミ ヘン		おとな		こども						E		31,100		28,600		25,050				E		31,100		28,600		25,100

																																																																																																		JR		3,500		1,750

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						八幡浜編										八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		SMM841517C

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

																																																																																																												Ａ		24,100		22,100		18,550				Ａ		24,100		22,100		18,600

																																																																																																		八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		おとな		こども						Ｂ		25,600		23,100		19,550				Ｂ		25,600		23,100		19,600

																																																																																																		JR		3,500		1,750						C		26,600		25,100		21,550				C		26,600		25,100		21,600

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						D		27,600		26,100		22,550				D		27,600		26,100		22,600

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						E		31,100		28,600		25,050				E		31,100		28,600		25,100

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950

																																																																																																												道後編 ドウゴ ヘン										道後編 ドウゴ ヘン		SMM841517D

																																																																																																		道後編 ドウゴ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

																																																																																																		食事券 ショクジケン		3,500		3,500						Ａ		22,100		20,100		16,550				Ａ		22,100		20,100		16,600

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						Ｂ		23,600		21,100		17,550				Ｂ		23,600		21,100		17,600

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,500		6,950						C		24,600		23,100		19,550				C		24,600		23,100		19,600

																																																																																																												D		25,600		24,100		20,550				D		25,600		24,100		20,600

																																																																																																												E		29,100		26,600		23,050				E		29,100		26,600		23,100



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































道後プリンス

		しあわせめぐり旅～伊予灘ものがたり～ タビ イヨナダ																																																																																																原価 ゲンカ																												旅行代金 リョコウ ダイキン		[お一人様あたり] ヒトリサマ

		▶道後プリンスホテル（和室・夕朝食付） ドウゴ ワシツ ユウ アサ ショク ツ																																																																																																														大洲編 オオズヘン														大洲編 オオズ ヘン		SMM841625A

		45017																45047																45078																45108																45139																45170																客室 キャクシツ		和室 ワシツ												客室 キャクシツ		和室 ワシツ												客室 キャクシツ		和室 ワシツ

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども

														1						1		2		3		4		5		6												1		2		3																1								1		2		3		4		5														1		2				Ａ		18,200		16,000		14,300		14,300		11,200				Ａ		28,200		26,000		24,300		24,300		17,650				Ａ		28,200		26,000		24,300		24,300		17,700

														F								E		G		G		G		F														B		E																E												B		C		F														B		E				Ｂ		19,800		17,600		15,400		15,400		12,400				Ｂ		29,800		27,600		25,400		25,400		18,850				Ｂ		29,800		27,600		25,400		25,400		18,900

		2		3		4		5		6		7		8				7		8		9		10		11		12		13				4		5		6		7		8		9		10				2		3		4		5		6		7		8				6		7		8		9		10		11		12				3		4		5		6		7		8		9				Ｃ		22,600		20,400		18,200		18,200		14,300				Ｃ		32,600		30,400		28,200		28,200		20,750				Ｃ		32,600		30,400		28,200		28,200		20,800

		C										C		E				C										C		E				B										B		E				B										B		E				E								F		G		G				C										C		E				Ｄ		24,800		22,600		21,500		20,400		15,800				Ｄ		34,800		32,600		31,500		30,400		22,250				Ｄ		34,800		32,600		31,500		30,400		22,300

		9		10		11		12		13		14		15				14		15		16		17		18		19		20				11		12		13		14		15		16		17				9		10		11		12		13		14		15				13		14		15		16		17		18		19				10		11		12		13		14		15		16				Ｅ		27,500		24,200		22,600		21,500		16,900				Ｅ		37,500		34,200		32,600		31,500		23,350				Ｅ		37,500		34,200		32,600		31,500		23,400

		C										C		E				C										C		E				B										B		E				B										B		F				G		G		F				C		D		F				C										C		G				F		33,000		27,500		24,800		22,600		19,300				F		43,000		37,500		34,800		32,600		25,750				F		43,000		37,500		34,800		32,600		25,800

		16		17		18		19		20		21		22				21		22		23		24		25		26		27				18		19		20		21		22		23		24				16		17		18		19		20		21		22				20		21		22		23		24		25		26				17		18		19		20		21		22		23						*		*		*		*		*				G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		C										C		E				C										C		E				B										B		E				F		B						A		B		E				D												E				G		C								C		F

		23		24		25		26		27		28		29				28		29		30		31										25		26		27		28		29		30						23		24		25		26		27		28		29				27		28		29		30		31								24		25		26		27		28		29		30				大洲編 オオズ ヘン		おとな		こども										双海編 フタミヘン														双海編 フタミヘン		SMM841625B

		C										D		G				C																B										B						B								B		C		E				C																C										B		E				JR		3,500		1,750										客室 キャクシツ		和室 ワシツ												客室 キャクシツ		和室 ワシツ

		30																																																30		31																																														食事券 ショクジケン		3,000		3,000												２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども

		E																																																C																																																収益 シュウエキ		3,500		1,700										Ａ		30,700		28,500		26,800		26,800		20,150				Ａ		30,700		28,500		26,800		26,800		20,200

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,000		6,450										Ｂ		32,300		30,100		27,900		27,900		21,350				Ｂ		32,300		30,100		27,900		27,900		21,400

																																																																																																																Ｃ		35,100		32,900		30,700		30,700		23,250				Ｃ		35,100		32,900		30,700		30,700		23,300

																																																																																																		双海編 フタミ ヘン		おとな		こども										Ｄ		37,300		35,100		34,000		32,900		24,750				Ｄ		37,300		35,100		34,000		32,900		24,800

																																																																																																		JR		3,500		1,750										Ｅ		40,000		36,700		35,100		34,000		25,850				Ｅ		40,000		36,700		35,100		34,000		25,900

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500										F		45,500		40,000		37,300		35,100		28,250				F		45,500		40,000		37,300		35,100		28,300

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700										G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950

																																																																																																																八幡浜編 ヤワタハマヘン														八幡浜編 ヤワタハマヘン		SMM841625C

																																																																																																		八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		おとな		こども										客室 キャクシツ		和室 ワシツ												客室 キャクシツ		和室 ワシツ

																																																																																																		JR		3,500		1,750												２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500										Ａ		30,700		28,500		26,800		24,800		18,150				Ａ		30,700		28,500		26,800		24,800		18,200

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700										Ｂ		32,300		30,100		27,900		25,900		19,350				Ｂ		32,300		30,100		27,900		25,900		19,400

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950										Ｃ		35,100		32,900		30,700		28,700		21,250				Ｃ		35,100		32,900		30,700		28,700		21,300

																																																																																																																Ｄ		37,300		35,100		34,000		30,900		22,750				Ｄ		37,300		35,100		34,000		30,900		22,800

																																																																																																		道後編 ドウゴ ヘン		おとな		こども										Ｅ		40,000		36,700		35,100		32,000		23,850				Ｅ		40,000		36,700		35,100		32,000		23,900

																																																																																																		JR		3,500		1,750										F		45,500		40,000		37,300		33,100		26,250				F		45,500		40,000		37,300		33,100		26,300

																																																																																																		食事券 ショクジケン		3,500		3,500										G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,500		6,950										道後編 ドウゴヘン														道後編 ドウゴヘン		SMM841625D

																																																																																																																客室 キャクシツ		和室 ワシツ												客室 キャクシツ		和室 ワシツ

																																																																																																																		２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども

																																																																																																																Ａ		28,700		26,500		24,800		24,800		18,150				Ａ		28,700		26,500		24,800		24,800		18,200

																																																																																																																Ｂ		30,300		28,100		25,900		25,900		19,350				Ｂ		30,300		28,100		25,900		25,900		19,400

																																																																																																																Ｃ		33,100		30,900		28,700		28,700		21,250				Ｃ		33,100		30,900		28,700		28,700		21,300

																																																																																																																Ｄ		35,300		33,100		32,000		30,900		22,750				Ｄ		35,300		33,100		32,000		30,900		22,800

																																																																																																																Ｅ		38,000		34,700		33,100		32,000		23,850				Ｅ		38,000		34,700		33,100		32,000		23,900

																																																																																																																F		43,500		38,000		35,300		33,100		26,250				F		43,500		38,000		35,300		33,100		26,300

																																																																																																																G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!





																																																																																																																														子どもは3名1室より設定 コ メイ シツ セッテイ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































道後やや

		しあわせめぐり旅～伊予灘ものがたり～ タビ イヨナダ																																																																																																原価 ゲンカ																				旅行代金 リョコウ ダイキン		[お一人様あたり] ヒトリサマ

		▶ホテル道後やや（洋室・朝食付） ドウゴ ヨウシツ アサ ショク ツ																																																																																																										大洲編 オオズ ヘン										大洲編 オオズ ヘン		SMM841636A

		45017																45047																45078																45108																45139																45170																客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）								客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）								客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド						1名１室 メイ シツ		2名１室 メイ シツ		こども						1名１室 メイ シツ		2名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

														1						1		2		3		4		5		6												1		2		3																1								1		2		3		4		5														1		2				Ａ		9,700		8,600		8,600				Ａ		19,700		18,600		15,050				Ａ		19,700		18,600		15,100

														E								F		F		F		F		F														C		E																E												D		D		F														D		F				Ｂ		10,800		9,100		9,100				Ｂ		20,800		19,100		15,550				Ｂ		20,800		19,100		15,600

		2		3		4		5		6		7		8				7		8		9		10		11		12		13				4		5		6		7		8		9		10				2		3		4		5		6		7		8				6		7		8		9		10		11		12				3		4		5		6		7		8		9				Ｃ		13,500		10,500		10,500				Ｃ		23,500		20,500		16,950				Ｃ		23,500		20,500		17,000

		B										D		E				B										B		E				C										C		E				B										B		E				D								F		F		F				D										D		F				D		15,200		11,300		11,300				D		25,200		21,300		17,750				D		25,200		21,300		17,800

		9		10		11		12		13		14		15				14		15		16		17		18		19		20				11		12		13		14		15		16		17				9		10		11		12		13		14		15				13		14		15		16		17		18		19				10		11		12		13		14		15		16				E		19,600		13,500		13,500				E		29,600		23,500		19,950				E		29,600		23,500		20,000

		B										D		E				B										B		E				B										B		E				B										B		F				F		F		F				D		D		F				D										D		F				F		21,800		14,600		14600				F		31,800		24,600		21,050				F		31,800		24,600		21,100

		16		17		18		19		20		21		22				21		22		23		24		25		26		27				18		19		20		21		22		23		24				16		17		18		19		20		21		22				20		21		22		23		24		25		26				17		18		19		20		21		22		23

		B										D		E				B										D		E				C										C		E				E		C						C		C		E				D												F				F		F								F		F

		23		24		25		26		27		28		29				28		29		30		31										25		26		27		28		29		30						23		24		25		26		27		28		29				27		28		29		30		31								24		25		26		27		28		29		30				大洲編 オオズ ヘン		おとな		こども						双海編 フタミ ヘン										双海編 フタミ ヘン		SMM841636B

		B										F		F				B																C										C						C								C		C		E				D																F										D		F				JR		3,500		1,750						客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）								客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）

		30																																																30		31																																														食事券 ショクジケン		3,000		3,000								1名１室 メイ シツ		2名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ サマ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

		F																																																C																																																収益 シュウエキ		3,500		1,700						Ａ		22,200		21,100		17,550				Ａ		22,200		21,100		17,600

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,000		6,450						Ｂ		23,300		21,600		18,050				Ｂ		23,300		21,600		18,100

																																																																																																												Ｃ		26,000		23,000		19,450				Ｃ		26,000		23,000		19,500

																																																																																																		双海編 フタミ ヘン		おとな		こども						D		27,700		23,800		20,250				D		27,700		23,800		20,300

																																																																																																		JR		3,500		1,750						E		32,100		26,000		22,450				E		32,100		26,000		22,500

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						F		34,300		27,100		23,550				F		34,300		27,100		23,600

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950



																																																																																																		八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		おとな		こども

																																																																																																		JR		3,500		1,750						八幡浜編 ヤワタハマ ヘン										八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		SMM841636C

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）								客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700								1名１室 メイ シツ		2名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ サマ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950						Ａ		22,200		21,100		17,550				Ａ		22,200		21,100		17,600

																																																																																																												Ｂ		23,300		21,600		18,050				Ｂ		23,300		21,600		18,100

																																																																																																		道後編 ドウゴ ヘン		おとな		こども						Ｃ		26,000		23,000		19,450				Ｃ		26,000		23,000		19,500

																																																																																																		JR		3,500		1,750						D		27,700		23,800		20,250				D		27,700		23,800		20,300

																																																																																																		食事券 ショクジケン		3,500		3,500						E		32,100		26,000		22,450				E		32,100		26,000		22,500

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						F		34,300		27,100		23,550				F		34,300		27,100		23,600

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,500		6,950



																																																																																																												道後編 ドウゴ ヘン										道後編 ドウゴ ヘン		SMM841636D

																																																																																																												客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）								客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）

																																																																																																														1名１室 メイ シツ		2名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ サマ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

																																																																																																												Ａ		20,200		19,100		15,550				Ａ		20,200		19,100		15,600

																																																																																																												Ｂ		21,300		19,600		16,050				Ｂ		21,300		19,600		16,100

																																																																																																												Ｃ		24,000		21,000		17,450				Ｃ		24,000		21,000		17,500

																																																																																																												D		25,700		21,800		18,250				D		25,700		21,800		18,300

																																																																																																												E		30,100		24,000		20,450				E		30,100		24,000		20,500

																																																																																																												F		32,300		25,100		21,550				F		32,300		25,100		21,600

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































クレメント宇和島

		しあわせめぐり旅～伊予灘ものがたり～ タビ イヨナダ																																																																																																原価 ゲンカ																				旅行代金 リョコウ ダイキン		[お一人様あたり] ヒトリサマ

		▶クレメント宇和島 ウワジマ																																																																																																										大洲編 オオズ ヘン										大洲編 オオズ ヘン		SMM842609A

		45017																45047																45078																45108																45139																45170																客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド						１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ								1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

														1						1		2		3		4		5		6												1		2		3																1								1		2		3		4		5														1		2				A		8,900		8,000		8,000				A		18,900		18,000		14,450				A		18,900		18,000		14,500

																						B		B		B		A		A														A		A																A												A		A		A														A		A				B		9,400		8,600		8,600				B		19,400		18,600		15,050				B		19,400		18,600		15,100

		2		3		4		5		6		7		8				7		8		9		10		11		12		13				4		5		6		7		8		9		10				2		3		4		5		6		7		8				6		7		8		9		10		11		12				3		4		5		6		7		8		9

		A										A		A				A										A		A				A										A		A				A										A		A				A								A		A		A				A										A		A														双海編 フタミ ヘン										双海編 フタミ ヘン		SMM842609B

		9		10		11		12		13		14		15				14		15		16		17		18		19		20				11		12		13		14		15		16		17				9		10		11		12		13		14		15				13		14		15		16		17		18		19				10		11		12		13		14		15		16				大洲編 オオズ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		A										A		A				A										A		A				A										A		A				A										A		A				A		A		A				A		A		A				A										A		A				JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ								1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

		16		17		18		19		20		21		22				21		22		23		24		25		26		27				18		19		20		21		22		23		24				16		17		18		19		20		21		22				20		21		22		23		24		25		26				17		18		19		20		21		22		23				食事券 ショクジケン		3,000		3,000						A		21,400		20,500		16,950				A		21,400		20,500		17,000

		A										A		A				A										A		A				A										A		A				A		A						A		A		A				A												A				A		A								A		A				収益 シュウエキ		3,500		1,700						B		21,900		21,100		17,550				B		21,900		21,100		17,600

		23		24		25		26		27		28		29				28		29		30		31										25		26		27		28		29		30						23		24		25		26		27		28		29				27		28		29		30		31								24		25		26		27		28		29		30				合計 ゴウケイ		10,000		6,450

		A										B		B				A																A										A						A								A		A		A				A																A										A		A														八幡浜編 ヤワタハマ ヘン

		30																																																30		31																																														双海編 フタミ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども

		B																																																A																																																JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ						八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		SMM842609C

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						A		21,400		20,500		16,950				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						B		21,900		21,100		17,550						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950																A		21,400		20,500		17,000

																																																																																																												道後編 ドウゴ ヘン										B		21,900		21,100		17,600

																																																																																																		八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども

																																																																																																		JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ						道後編 ドウゴ ヘン		SMM842609D

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						A		19,400		18,500		14,950				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						B		19,900		19,100		15,550						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950																A		19,400		18,500		15,000

																																																																																																																						B		19,900		19,100		15,600

																																																																																																		道後編 ドウゴ ヘン		おとな		こども

																																																																																																		JR		3,500		1,750

																																																																																																		食事券 ショクジケン		3,500		3,500

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,500		6,950































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【宇和島】JRホテルクレメント宇和島（洋室・朝食付）

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2

B B B A A A A A A A A A A
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
A B B A A A A A A A A A A A
30 30 31
B A

2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月

旅行代金 [お一人様あたり]
大洲編 SMM842609A

シングル
1名様1室 2名様1室 こども

A 20,800 19,900 15,900
B 21,300 20,600 16,500

双海編 SMM842609B
シングル
1名様1室 2名様1室 こども

A 23,300 22,400 18,400
B 23,800 23,100 19,000

ツイン

ツイン

客室

客室

八幡浜編 SMM842609C
シングル
1名様1室 2名様1室 こども

A 23,300 22,400 18,400
B 23,800 23,100 19,000

道後編 SMM842609D
シングル
1名様1室 2名様1室 こども

A 21,300 20,400 16,400
B 21,800 21,100 17,000

ツイン

ツイン客室

客室


スカイホテル

		しあわせめぐり旅～伊予灘ものがたり～ タビ イヨナダ																																																																																																原価 ゲンカ																				旅行代金 リョコウ ダイキン		[お一人様あたり] ヒトリサマ

		▶スカイホテル（洋室・朝食付） ヨウシツ チョウショク ツ																																																																																																										大洲編 オオズ ヘン										大洲編 オオズ ヘン		SMM841514A

		45017																45047																45078																45108																45139																45170																客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド						１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ								1名様1室 メイ サマ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

														1						1		2		3		4		5		6												1		2		3																1								1		2		3		4		5														1		2				Ａ		9,400		8,300		8,300				Ａ		19,400		18,300		14,750				Ａ		19,400		18,300		14,800

														B								C						C		C																																B												A		A		B														A		B				Ｂ		10,500		9,400		9,400				Ｂ		20,500		19,400		15,850				Ｂ		20,500		19,400		15,900

		2		3		4		5		6		7		8				7		8		9		10		11		12		13				4		5		6		7		8		9		10				2		3		4		5		6		7		8				6		7		8		9		10		11		12				3		4		5		6		7		8		9				C		13800		12700		12700				C		23,800		22,700		19,150				C		23,800		22,700		19,200

		A										A		B				A										A		B				A										A		B				A										A		B				A								A								A										A		B														双海編 フタミ ヘン										双海編 フタミ ヘン		SMM841514B

		9		10		11		12		13		14		15				14		15		16		17		18		19		20				11		12		13		14		15		16		17				9		10		11		12		13		14		15				13		14		15		16		17		18		19				10		11		12		13		14		15		16				大洲編 オオズ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		A										A		B				A										A		B				A																A										A		B																				A										A		C				JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ								1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

		16		17		18		19		20		21		22				21		22		23		24		25		26		27				18		19		20		21		22		23		24				16		17		18		19		20		21		22				20		21		22		23		24		25		26				17		18		19		20		21		22		23				食事券 ショクジケン		3,000		3,000						Ａ		21,900		20,800		17,250				Ａ		21,900		20,800		17,300

		A										A		B				A										A		B				A										A		B				B		A						A		A		B																				C		A								A		B				収益 シュウエキ		3,500		1,700						B		23,000		21,900		18,350				Ｂ		23,000		21,900		18,400

		23		24		25		26		27		28		29				28		29		30		31										25		26		27		28		29		30						23		24		25		26		27		28		29				27		28		29		30		31								24		25		26		27		28		29		30				合計 ゴウケイ		10,000		6,450						C		26,300		25,200		21,650				C		26,300		25,200		21,700

		A										A						A																A										A						A								A		A		B																				A										A		B														八幡浜編 ヤワタハマ ヘン

		30																																																30		31																																														双海編 フタミ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども

																																																		A																																																JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ						八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		SMM841514C

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						Ａ		21,900		20,800		17,250				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						Ｂ		23,000		21,900		18,350						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950						C		26,300		25,200		21,650				Ａ		21,900		20,800		17,300

																																																																																																												道後編 ドウゴ ヘン										Ｂ		23,000		21,900		18,400

																																																																																																		八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				C		26,300		25,200		21,700

																																																																																																		JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ						道後編 ドウゴ ヘン		SMM841514D

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						Ａ		19,900		15,250		15,250				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						Ｂ		21,000		16,350		16,350						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950						C		24,300		19,650		19,650				Ａ		19,900		15,300		15,300

																																																																																																																						Ｂ		21,000		16,400		16,400

																																																																																																		道後編 ドウゴ ヘン		おとな		こども																C		24,300		19,700		19,700

																																																																																																		JR		3,500		1,750

																																																																																																		食事券 ショクジケン		3,500		3,500

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,500		6,950





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ダイワロイネットホテル

		しあわせめぐり旅～伊予灘ものがたり～ タビ イヨナダ																																																																																																原価 ゲンカ																				旅行代金 リョコウ ダイキン		[お一人様あたり] ヒトリサマ

		▶ダイワロイネットホテル松山（洋室・朝食付） マツヤマ ヨウシツ チョウショク ツ																																																																																																										大洲編 オオズ ヘン										大洲編 オオズ ヘン		SMM841517A

		45017																45047																45078																45108																45139																45170																客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド						１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ サマ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

														1						1		2		3		4		5		6												1		2		3																1								1		2		3		4		5														1		2				Ａ		11,600		9,600		9,600				Ａ		21,600		19,600		16,050				Ａ		21,600		19,600		16,100

														D								E		E		E		E		E														B		D																D												C		C		D														B		D				Ｂ		13,100		10,600		10,600				Ｂ		23,100		20,600		17,050				Ｂ		23,100		20,600		17,100

		2		3		4		5		6		7		8				7		8		9		10		11		12		13				4		5		6		7		8		9		10				2		3		4		5		6		7		8				6		7		8		9		10		11		12				3		4		5		6		7		8		9				C		14100		12600		12600				C		24,100		22,600		19,050				C		24,100		22,600		19,100

		A										B		D				C										B		D				A										B		D				A										B		D				A								E		E		E				A										B		D				D		15,100		13,600		13,600				D		25,100		23,600		20,050				D		25,100		23,600		20,100

		9		10		11		12		13		14		15				14		15		16		17		18		19		20				11		12		13		14		15		16		17				9		10		11		12		13		14		15				13		14		15		16		17		18		19				10		11		12		13		14		15		16				E		18,600		16,100		16,100				E		28,600		26,100		22,550				E		28,600		26,100		22,600

		A										B		D				A										B		D				A										B		D				A										B		E				A		C		C				C		C		D				A										E		E

		16		17		18		19		20		21		22				21		22		23		24		25		26		27				18		19		20		21		22		23		24				16		17		18		19		20		21		22				20		21		22		23		24		25		26				17		18		19		20		21		22		23														双海編 フタミ ヘン										双海編 フタミ ヘン		SMM841517B

		A										B		D				A										B		D				A										B		D				E		A						B		B		D				A												D				E		A								B		D				大洲編 オオズ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		23		24		25		26		27		28		29				28		29		30		31										25		26		27		28		29		30						23		24		25		26		27		28		29				27		28		29		30		31								24		25		26		27		28		29		30				JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

		A										E		E				A																A										B						A								B		B		D				A																A										B		D				食事券 ショクジケン		3,000		3,000						Ａ		24,100		22,100		18,550				Ａ		24,100		22,100		18,600

		30																																																30		31																																														収益 シュウエキ		3,500		1,700						B		25,600		23,100		19,550				Ｂ		25,600		23,100		19,600

		E																																																A																																																合計 ゴウケイ		10,000		6,450						C		26,600		25,100		21,550				C		26,600		25,100		21,600

																																																																																																												D		27,600		26,100		22,550				D		27,600		26,100		22,600

																																																																																																		双海編 フタミ ヘン		おとな		こども						E		31,100		28,600		25,050				E		31,100		28,600		25,100

																																																																																																		JR		3,500		1,750

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						八幡浜編										八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		SMM841517C

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

																																																																																																												Ａ		24,100		22,100		18,550				Ａ		24,100		22,100		18,600

																																																																																																		八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		おとな		こども						Ｂ		25,600		23,100		19,550				Ｂ		25,600		23,100		19,600

																																																																																																		JR		3,500		1,750						C		26,600		25,100		21,550				C		26,600		25,100		21,600

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						D		27,600		26,100		22,550				D		27,600		26,100		22,600

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						E		31,100		28,600		25,050				E		31,100		28,600		25,100

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950

																																																																																																												道後編 ドウゴ ヘン										道後編 ドウゴ ヘン		SMM841517D

																																																																																																		道後編 ドウゴ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン						客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

																																																																																																		食事券 ショクジケン		3,500		3,500						Ａ		22,100		20,100		16,550				Ａ		22,100		20,100		16,600

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						Ｂ		23,600		21,100		17,550				Ｂ		23,600		21,100		17,600

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,500		6,950						C		24,600		23,100		19,550				C		24,600		23,100		19,600

																																																																																																												D		25,600		24,100		20,550				D		25,600		24,100		20,600

																																																																																																												E		29,100		26,600		23,050				E		29,100		26,600		23,100



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































道後プリンス

		しあわせめぐり旅～伊予灘ものがたり～ タビ イヨナダ																																																																																																原価 ゲンカ																												旅行代金 リョコウ ダイキン		[お一人様あたり] ヒトリサマ

		▶道後プリンスホテル（和室・夕朝食付） ドウゴ ワシツ ユウ アサ ショク ツ																																																																																																														大洲編 オオズヘン														大洲編 オオズ ヘン		SMM841625A

		45017																45047																45078																45108																45139																45170																客室 キャクシツ		和室 ワシツ												客室 キャクシツ		和室 ワシツ												客室 キャクシツ		和室 ワシツ

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども

														1						1		2		3		4		5		6												1		2		3																1								1		2		3		4		5														1		2				Ａ		18,200		16,000		14,300		14,300		11,200				Ａ		28,200		26,000		24,300		24,300		17,650				Ａ		28,200		26,000		24,300		24,300		17,700

														F								E		G		G		G		F														B		E																E												B		C		F														B		E				Ｂ		19,800		17,600		15,400		15,400		12,400				Ｂ		29,800		27,600		25,400		25,400		18,850				Ｂ		29,800		27,600		25,400		25,400		18,900

		2		3		4		5		6		7		8				7		8		9		10		11		12		13				4		5		6		7		8		9		10				2		3		4		5		6		7		8				6		7		8		9		10		11		12				3		4		5		6		7		8		9				Ｃ		22,600		20,400		18,200		18,200		14,300				Ｃ		32,600		30,400		28,200		28,200		20,750				Ｃ		32,600		30,400		28,200		28,200		20,800

		C										C		E				C										C		E				B										B		E				B										B		E				E								F		G		G				C										C		E				Ｄ		24,800		22,600		21,500		20,400		15,800				Ｄ		34,800		32,600		31,500		30,400		22,250				Ｄ		34,800		32,600		31,500		30,400		22,300

		9		10		11		12		13		14		15				14		15		16		17		18		19		20				11		12		13		14		15		16		17				9		10		11		12		13		14		15				13		14		15		16		17		18		19				10		11		12		13		14		15		16				Ｅ		27,500		24,200		22,600		21,500		16,900				Ｅ		37,500		34,200		32,600		31,500		23,350				Ｅ		37,500		34,200		32,600		31,500		23,400

		C										C		E				C										C		E				B										B		E				B										B		F				G		G		F				C		D		F				C										C		G				F		33,000		27,500		24,800		22,600		19,300				F		43,000		37,500		34,800		32,600		25,750				F		43,000		37,500		34,800		32,600		25,800

		16		17		18		19		20		21		22				21		22		23		24		25		26		27				18		19		20		21		22		23		24				16		17		18		19		20		21		22				20		21		22		23		24		25		26				17		18		19		20		21		22		23						*		*		*		*		*				G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		C										C		E				C										C		E				B										B		E				F		B						A		B		E				D												E				G		C								C		F

		23		24		25		26		27		28		29				28		29		30		31										25		26		27		28		29		30						23		24		25		26		27		28		29				27		28		29		30		31								24		25		26		27		28		29		30				大洲編 オオズ ヘン		おとな		こども										双海編 フタミヘン														双海編 フタミヘン		SMM841625B

		C										D		G				C																B										B						B								B		C		E				C																C										B		E				JR		3,500		1,750										客室 キャクシツ		和室 ワシツ												客室 キャクシツ		和室 ワシツ

		30																																																30		31																																														食事券 ショクジケン		3,000		3,000												２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども

		E																																																C																																																収益 シュウエキ		3,500		1,700										Ａ		30,700		28,500		26,800		26,800		20,150				Ａ		30,700		28,500		26,800		26,800		20,200

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,000		6,450										Ｂ		32,300		30,100		27,900		27,900		21,350				Ｂ		32,300		30,100		27,900		27,900		21,400

																																																																																																																Ｃ		35,100		32,900		30,700		30,700		23,250				Ｃ		35,100		32,900		30,700		30,700		23,300

																																																																																																		双海編 フタミ ヘン		おとな		こども										Ｄ		37,300		35,100		34,000		32,900		24,750				Ｄ		37,300		35,100		34,000		32,900		24,800

																																																																																																		JR		3,500		1,750										Ｅ		40,000		36,700		35,100		34,000		25,850				Ｅ		40,000		36,700		35,100		34,000		25,900

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500										F		45,500		40,000		37,300		35,100		28,250				F		45,500		40,000		37,300		35,100		28,300

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700										G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950

																																																																																																																八幡浜編 ヤワタハマヘン														八幡浜編 ヤワタハマヘン		SMM841625C

																																																																																																		八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		おとな		こども										客室 キャクシツ		和室 ワシツ												客室 キャクシツ		和室 ワシツ

																																																																																																		JR		3,500		1,750												２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500										Ａ		30,700		28,500		26,800		24,800		18,150				Ａ		30,700		28,500		26,800		24,800		18,200

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700										Ｂ		32,300		30,100		27,900		25,900		19,350				Ｂ		32,300		30,100		27,900		25,900		19,400

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950										Ｃ		35,100		32,900		30,700		28,700		21,250				Ｃ		35,100		32,900		30,700		28,700		21,300

																																																																																																																Ｄ		37,300		35,100		34,000		30,900		22,750				Ｄ		37,300		35,100		34,000		30,900		22,800

																																																																																																		道後編 ドウゴ ヘン		おとな		こども										Ｅ		40,000		36,700		35,100		32,000		23,850				Ｅ		40,000		36,700		35,100		32,000		23,900

																																																																																																		JR		3,500		1,750										F		45,500		40,000		37,300		33,100		26,250				F		45,500		40,000		37,300		33,100		26,300

																																																																																																		食事券 ショクジケン		3,500		3,500										G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,500		6,950										道後編 ドウゴヘン														道後編 ドウゴヘン		SMM841625D

																																																																																																																客室 キャクシツ		和室 ワシツ												客室 キャクシツ		和室 ワシツ

																																																																																																																		２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども						２名１室 メイ シツ		３名１室 メイ シツ		４名１室 メイ シツ		５名１室 メイ シツ		こども

																																																																																																																Ａ		28,700		26,500		24,800		24,800		18,150				Ａ		28,700		26,500		24,800		24,800		18,200

																																																																																																																Ｂ		30,300		28,100		25,900		25,900		19,350				Ｂ		30,300		28,100		25,900		25,900		19,400

																																																																																																																Ｃ		33,100		30,900		28,700		28,700		21,250				Ｃ		33,100		30,900		28,700		28,700		21,300

																																																																																																																Ｄ		35,300		33,100		32,000		30,900		22,750				Ｄ		35,300		33,100		32,000		30,900		22,800

																																																																																																																Ｅ		38,000		34,700		33,100		32,000		23,850				Ｅ		38,000		34,700		33,100		32,000		23,900

																																																																																																																F		43,500		38,000		35,300		33,100		26,250				F		43,500		38,000		35,300		33,100		26,300

																																																																																																																G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				G		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!





																																																																																																																														子どもは3名1室より設定 コ メイ シツ セッテイ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































道後やや

		しあわせめぐり旅～伊予灘ものがたり～ タビ イヨナダ																																																																																																原価 ゲンカ																				旅行代金 リョコウ ダイキン		[お一人様あたり] ヒトリサマ

		▶ホテル道後やや（洋室・朝食付） ドウゴ ヨウシツ アサ ショク ツ																																																																																																										大洲編 オオズ ヘン										大洲編 オオズ ヘン		SMM841636A

		45017																45047																45078																45108																45139																45170																客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）								客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）								客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド						1名１室 メイ シツ		2名１室 メイ シツ		こども						1名１室 メイ シツ		2名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

														1						1		2		3		4		5		6												1		2		3																1								1		2		3		4		5														1		2				Ａ		9,700		8,600		8,600				Ａ		19,700		18,600		15,050				Ａ		19,700		18,600		15,100

														E								F		F		F		F		F														C		E																E												D		D		F														D		F				Ｂ		10,800		9,100		9,100				Ｂ		20,800		19,100		15,550				Ｂ		20,800		19,100		15,600

		2		3		4		5		6		7		8				7		8		9		10		11		12		13				4		5		6		7		8		9		10				2		3		4		5		6		7		8				6		7		8		9		10		11		12				3		4		5		6		7		8		9				Ｃ		13,500		10,500		10,500				Ｃ		23,500		20,500		16,950				Ｃ		23,500		20,500		17,000

		B										D		E				B										B		E				C										C		E				B										B		E				D								F		F		F				D										D		F				D		15,200		11,300		11,300				D		25,200		21,300		17,750				D		25,200		21,300		17,800

		9		10		11		12		13		14		15				14		15		16		17		18		19		20				11		12		13		14		15		16		17				9		10		11		12		13		14		15				13		14		15		16		17		18		19				10		11		12		13		14		15		16				E		19,600		13,500		13,500				E		29,600		23,500		19,950				E		29,600		23,500		20,000

		B										D		E				B										B		E				B										B		E				B										B		F				F		F		F				D		D		F				D										D		F				F		21,800		14,600		14600				F		31,800		24,600		21,050				F		31,800		24,600		21,100

		16		17		18		19		20		21		22				21		22		23		24		25		26		27				18		19		20		21		22		23		24				16		17		18		19		20		21		22				20		21		22		23		24		25		26				17		18		19		20		21		22		23

		B										D		E				B										D		E				C										C		E				E		C						C		C		E				D												F				F		F								F		F

		23		24		25		26		27		28		29				28		29		30		31										25		26		27		28		29		30						23		24		25		26		27		28		29				27		28		29		30		31								24		25		26		27		28		29		30				大洲編 オオズ ヘン		おとな		こども						双海編 フタミ ヘン										双海編 フタミ ヘン		SMM841636B

		B										F		F				B																C										C						C								C		C		E				D																F										D		F				JR		3,500		1,750						客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）								客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）

		30																																																30		31																																														食事券 ショクジケン		3,000		3,000								1名１室 メイ シツ		2名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ サマ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

		F																																																C																																																収益 シュウエキ		3,500		1,700						Ａ		22,200		21,100		17,550				Ａ		22,200		21,100		17,600

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,000		6,450						Ｂ		23,300		21,600		18,050				Ｂ		23,300		21,600		18,100

																																																																																																												Ｃ		26,000		23,000		19,450				Ｃ		26,000		23,000		19,500

																																																																																																		双海編 フタミ ヘン		おとな		こども						D		27,700		23,800		20,250				D		27,700		23,800		20,300

																																																																																																		JR		3,500		1,750						E		32,100		26,000		22,450				E		32,100		26,000		22,500

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						F		34,300		27,100		23,550				F		34,300		27,100		23,600

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950



																																																																																																		八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		おとな		こども

																																																																																																		JR		3,500		1,750						八幡浜編 ヤワタハマ ヘン										八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		SMM841636C

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）								客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700								1名１室 メイ シツ		2名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ サマ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950						Ａ		22,200		21,100		17,550				Ａ		22,200		21,100		17,600

																																																																																																												Ｂ		23,300		21,600		18,050				Ｂ		23,300		21,600		18,100

																																																																																																		道後編 ドウゴ ヘン		おとな		こども						Ｃ		26,000		23,000		19,450				Ｃ		26,000		23,000		19,500

																																																																																																		JR		3,500		1,750						D		27,700		23,800		20,250				D		27,700		23,800		20,300

																																																																																																		食事券 ショクジケン		3,500		3,500						E		32,100		26,000		22,450				E		32,100		26,000		22,500

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						F		34,300		27,100		23,550				F		34,300		27,100		23,600

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,500		6,950



																																																																																																												道後編 ドウゴ ヘン										道後編 ドウゴ ヘン		SMM841636D

																																																																																																												客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）								客室 キャクシツ		シングル（ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞ）

																																																																																																														1名１室 メイ シツ		2名１室 メイ シツ		こども						1名様1室 メイ サマ シツ		2名様1室 メイ サマ シツ		こども

																																																																																																												Ａ		20,200		19,100		15,550				Ａ		20,200		19,100		15,600

																																																																																																												Ｂ		21,300		19,600		16,050				Ｂ		21,300		19,600		16,100

																																																																																																												Ｃ		24,000		21,000		17,450				Ｃ		24,000		21,000		17,500

																																																																																																												D		25,700		21,800		18,250				D		25,700		21,800		18,300

																																																																																																												E		30,100		24,000		20,450				E		30,100		24,000		20,500

																																																																																																												F		32,300		25,100		21,550				F		32,300		25,100		21,600

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































クレメント宇和島

		しあわせめぐり旅～伊予灘ものがたり～ タビ イヨナダ																																																																																																原価 ゲンカ																				旅行代金 リョコウ ダイキン		[お一人様あたり] ヒトリサマ

		▶クレメント宇和島 ウワジマ																																																																																																										大洲編 オオズ ヘン										大洲編 オオズ ヘン		SMM842609A

		45017																45047																45078																45108																45139																45170																客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド				日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド						１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ								1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

														1						1		2		3		4		5		6												1		2		3																1								1		2		3		4		5														1		2				A		8,900		8,000		8,000				A		18,900		18,000		14,450				A		18,900		18,000		14,500

																						B		B		B		A		A														A		A																A												A		A		A														A		A				B		9,400		8,600		8,600				B		19,400		18,600		15,050				B		19,400		18,600		15,100

		2		3		4		5		6		7		8				7		8		9		10		11		12		13				4		5		6		7		8		9		10				2		3		4		5		6		7		8				6		7		8		9		10		11		12				3		4		5		6		7		8		9

		A										A		A				A										A		A				A										A		A				A										A		A				A								A		A		A				A										A		A														双海編 フタミ ヘン										双海編 フタミ ヘン		SMM842609B

		9		10		11		12		13		14		15				14		15		16		17		18		19		20				11		12		13		14		15		16		17				9		10		11		12		13		14		15				13		14		15		16		17		18		19				10		11		12		13		14		15		16				大洲編 オオズ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

		A										A		A				A										A		A				A										A		A				A										A		A				A		A		A				A		A		A				A										A		A				JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ								1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

		16		17		18		19		20		21		22				21		22		23		24		25		26		27				18		19		20		21		22		23		24				16		17		18		19		20		21		22				20		21		22		23		24		25		26				17		18		19		20		21		22		23				食事券 ショクジケン		3,000		3,000						A		21,400		20,500		16,950				A		21,400		20,500		17,000

		A										A		A				A										A		A				A										A		A				A		A						A		A		A				A												A				A		A								A		A				収益 シュウエキ		3,500		1,700						B		21,900		21,100		17,550				B		21,900		21,100		17,600

		23		24		25		26		27		28		29				28		29		30		31										25		26		27		28		29		30						23		24		25		26		27		28		29				27		28		29		30		31								24		25		26		27		28		29		30				合計 ゴウケイ		10,000		6,450

		A										B		B				A																A										A						A								A		A		A				A																A										A		A														八幡浜編 ヤワタハマ ヘン

		30																																																30		31																																														双海編 フタミ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども

		B																																																A																																																JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ						八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		SMM842609C

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						A		21,400		20,500		16,950				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						B		21,900		21,100		17,550						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950																A		21,400		20,500		17,000

																																																																																																												道後編 ドウゴ ヘン										B		21,900		21,100		17,600

																																																																																																		八幡浜編 ヤワタハマ ヘン		おとな		こども						客室 キャクシツ		シングル		ツイン		こども

																																																																																																		JR		3,500		1,750								１名１室 メイ シツ		２名１室 メイ シツ						道後編 ドウゴ ヘン		SMM842609D

																																																																																																		食事券 ショクジケン		5,500		5,500						A		19,400		18,500		14,950				客室 キャクシツ		シングル		ツイン

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700						B		19,900		19,100		15,550						1名様1室 メイ シツ		2名様1室 メイ シツ		こども

																																																																																																		合計 ゴウケイ		12,500		8,950																A		19,400		18,500		15,000

																																																																																																																						B		19,900		19,100		15,600

																																																																																																		道後編 ドウゴ ヘン		おとな		こども

																																																																																																		JR		3,500		1,750

																																																																																																		食事券 ショクジケン		3,500		3,500

																																																																																																		収益 シュウエキ		3,500		1,700

																																																																																																		合計 ゴウケイ		10,500		6,950
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