
■　日程 2010/1/23（土）　～　2010/1/24（日）
■　夢

①間人で間人かに三昧 ③冬の日本海観光 ⑤旅の開始はファミレスから
②かには焼いてくれなきゃ食わねぇ！ ④冬の日本海と言えば寒ぶり！

■　行程＆費用 希望予算：一人６０，０００円台（宿泊+交通費） 計画予算：一人５８，０００円
行程行程行程行程 朝

1/23（土） ﾌｧﾐﾚｽ 高速インター 三養荘 三養荘
500円 （約1,000円） 53,300円

1/24（日） 三養荘 宮津で色々 ﾌｧﾐﾚｽ
（約3,000円） （約2,000円）

■■■■　　　　行程表行程表行程表行程表（（（（レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー版版版版）））） 総額：273,648～280,000 一人当たり：68,712～75,000
1/23 西本町 -- 収集 -- 淀屋橋-- 新御堂 --阪大前 -- 中央環状 -- ﾌｧﾐﾚｽ -- 中央環状 -- 中国池田 -- 高速 -- 西紀ＳＡ -- 高速 -- 宮津 -- ＫＴＲ -- 網野 -- 送迎 -- 三養荘

土 9:00 30min 9:10 15k　30min 9:30 10:00 昼食
10:3010:3010:3010:30 6.6ｋ　15min 10:45 60ｋ　40min 11:30

12:3012:3012:3012:30 70ｋ　50min 13:20 ＠630
★貞氏合流 ★全員集合 13:4413:4413:4413:44 333D　80min 14:31 　　　　　30min 15:00

14:50 237D 80min 16:02
243,088 19,688 2,000 4,000 2,200 2,000

1/24 三養荘 -- 送迎 -- 網野 -- ＫＴＲ -- 丹後由良 -- 徒歩 -- ハクレイ酒造 -- 徒歩 -- 丹後由良 -- ＫＴＲ -- 宮津 -- 昼食 -- 宮津発 -- 高速 -- 中国池田 -- 下道 -- ﾌｧﾐﾚｽ

日 9:00          30min 9:44 ２２６Ｄ　60min10:40 1.5k　10min 10:45 ＠270
＠870 11:5011:5011:5011:50 1.5k　10min 12:03 229D 15min 12:16 1h30min 14:00 126ｋ　　2ｈ 16:00 　　　　　30min 16:30

13:07 431D 20min 13:27 1h30min 15:00 126ｋ　　2ｈ 17:00 　　　　　30min 17:30
★予約（10:45～11:30）

25,000 2,000 0 12,000 800 2,200 8,000
3000 ガソリン代 総距離：160ｋ×２＝320ｋ 320ｋ÷16ｋ/ｌ　×150＝3,000

■■■■　　　　行程表行程表行程表行程表（（（（列車版列車版列車版列車版）））） 総額：271,560～280,000 一人当たり：68,390～70,000
1/23 起床 -- 自宅 -- 朝食 -- 自宅 -- 各自出発 -- 各自交通機関 梅田 -- 新快速 -- 京都 -- ヤニタイム --京都構内 -- 昼食 -- 京都 -- ＪＲ+ＫＴＲ --網野 -- 送迎 -- 三養荘

土 8:30 9:00 9:15 9:50 昼食
10:0010:0010:0010:00 6.6ｋ　15min 10:30 11:10

12:0012:0012:0012:00 12:2412:2412:2412:24 14:59 　　　　　30min 15:30
237,960 0 4,000 20,760

1/24 三養荘 -- 送迎 -- 網野 -- ＫＴＲ -- 丹後由良 -- 徒歩 -- ハクレイ酒造 -- 徒歩 -- 丹後由良 -- ＫＴＲ -- 宮津 -- 昼食 -- 宮津発 -- ＫＴＲ -- 福地山 -- ＪＲ -- 京都

日 9:00          30min 9:44 ２２６Ｄ　60min10:40 1.5k　10min 10:50 ＠270
＠870 11:5011:5011:5011:50 1.5k　10min 12:03 229D 15min 12:16 ２h 14:30 快速大江山2号 15:06

13:07 431D 20min 13:27 １h 15:43 きのさき８号 17:04

33,600 2,000 0 12,000 0 11,600 8,000

■■■■費用概算費用概算費用概算費用概算 【レンタカーパターン】 【列車パターン】

213,200

ﾀﾝｺﾞﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘ１号

213,200

基本設計書　Ｖｅｒ1.0　20091218
詳細設計書　Ｖｅｒ1.5　20100108
納品設計書　Ｖｅｒ1.0　20100121

昼 夕 泊 夢
ﾌｧﾐﾚｽでGO!
間人かに
寒ぶり
ﾌｧﾐﾚｽで締め

呑気呑気呑気呑気
第壱拾弾
「「「「 ！！！！ ！！！！ ！　！　！　！　焼焼焼焼 　　　　 ！」！」！」！」

　　　50ｋ　1h30min



レンタカー費用 オリックスレンタカー（ベネ利用）１泊２日 1/23 差額
朝食費用 フレンドリー （列車対比） (@1,282)
昼食代 西紀ＳＡ　@1,000×4名
高速代 中国池田　⇒　宮津
北タンゴ鉄道 とくとく切符（４人分）
三養荘 @53,300×4名分

0 乗車券 @2,690×4名分（京都⇒網野）
0 特急券 @2,500×4名分（京都⇒網野）

北タンゴ鉄道 とくとく切符（４人分） 1/24 差額
昼食代 @3,000×4名 （列車対比） (@522)
駐車代 2日間
高速代 中国池田　⇒　宮津
夕食代 @2,000×4名
ガソリン代 320k÷16k/l×150

ＪＲキャンセル料 @320×2×4名
0 @1,450×4名分（福知山⇒京都）
0 @1,450×4名分（福知山⇒京都）

★★★★合計合計合計合計 ⇒⇒⇒⇒　　　　一人当一人当一人当一人当たりたりたりたり６８６８６８６８，，，，712712712712円円円円 ⇒⇒⇒⇒　　　　一人当一人当一人当一人当たりたりたりたり６７６７６７６７，，，，８９０８９０８９０８９０円円円円 差額

（列車対比） (@322)
■■■■予定予定予定予定
1/231/231/231/23 列車
　　　　　　　　・・・・三養荘三養荘三養荘三養荘　        　        　        　        0772077207720772----75757575----1566156615661566 【往路】１２：２４　　 京都発　１４：５９　網野着　特急タンゴディスカバリー１号
                        0120-979-137                        0120-979-137                        0120-979-137                        0120-979-137 【復路】１５：４３　福知山発　１７：０４　京都着　特急きのさき８号
1/241/241/241/24
　　　　　　　　・・・・北北北北タンゴタンゴタンゴタンゴ鉄道鉄道鉄道鉄道　 　 　 　 0772077207720772----22222222----3307330733073307（（（（宮津駅宮津駅宮津駅宮津駅））））
　　　　　　　　・・・・ハクレイハクレイハクレイハクレイ酒造酒造酒造酒造　　　　　　　　0773077307730773----75757575----0160016001600160

■■■■役職担当役職担当役職担当役職担当 ■■■■費用外項目費用外項目費用外項目費用外項目　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　（約約約約10101010,,,,000000000000円円円円////人人人人))))
　・ツアーガイド総責任者・・・・・・・・・貞（兼務　交渉担当） 　　①酒代（道中、旅館）　　　　　　（約　5,000円/人）
　・書類保管責任者担当・・・・・・・・・芦 　　②旅館仲居さんへの心づけ　　（約　　250円/人）
　・旅のしおり作成責任者・・・・・・・・イチ 　　③間食代　　　　　　　　　　　　　（約　1,000円/人）
　・財務担当・・・・・・・・・・・・・・・・・・イチ 　　④オイタ費用　　　　　　　　　　　（約20,000円/芦）
　・記録/書記責任者・・・・・・・・・・・・ミヤ 　　⑤京都までの各自電車費用　　（約　1,000円）
　・輸送担当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・芦、イチ 　　⑤お土産代　　　　　　　　　　　　（約　3,000円/人）

■■■■所持品所持品所持品所持品★★★★極力所持品極力所持品極力所持品極力所持品はははは少少少少ないないないない方方方方がががが良良良良いいいい（（（（帰帰帰帰りのりのりのりの土産土産土産土産をををを持持持持ちちちち帰帰帰帰るためにはるためにはるためにはるためには・・・・・・・・・・・・））））

貞 ミヤ 芦 イチ
共通財布 ○

防寒具（手袋、帽子、コート、カイロ、パッチ、らくだシャツ、スパイクブーツetc） ○ ○ ○ ○
雨対策（傘、ポンチョ、靴下の替えetc） ○ ○ ○ ○

着替え（パンツ、シャツ、靴下、セータetc）、タオル ○ ○ ○ ○
各自コーヒーカップ（２５０ｃｃまで）、ティッシュ一箱、濡れティッシュ（必要分） ○ ○ ○ ○

保険証、携帯充電器 ○ ○ ○ ○
ブログ用メモ帳、ブログ用超高級デジタルハイビジョンカメラ、セカンドバッグ ○

他（トランプ、コーヒーミル、コーヒー豆、コーヒーグッズ） ○
免許証 ○ ○

ビニールクーラーBOX、紙コップ ○
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■京都駅　待ち合わせ場所
　・京都駅　西口　改札前（入構前）


