
お申し込みは
ご出発日の前日から

起算して10日前までOK！ AM′



1－3泊コースからお選びください。イベントにより設定コースが異なります。

往復フライト
P．45・46

ホテル
（朝食付き）
P．30～39

※往復フライト二ホテルなしの単品プラン（P．叫）もご用意しています。（MENU02を除く）

水陸両用バスSKYDuckでスプラッシュ！t正l
おしなりくんに出会う旅

飛鳥Ⅱで行く「クリスマスクルーズ」の旅旺El
HOTPEPPERBeautyXANAスカイホリデー

ビューティープロジェクト　　　　　l遜ロ

写真家ルーク・オザワ氏と行く、

ヒコ一手写真撮影セミナー＠羽田空港　旺B

ANA歴史大使松平定知先生講演会付き

「武家の古都」鎌倉を歩く

三崎の「まぐろ職人の技」と「自然」を体験！
～これであなたもマグロマイスター～

細
1－3泊コースからお選びください。

※往復フライトなしの宿泊プラン、往復フライト・示iルなしの単品プラン（P．叫もご用意しています。

西東京2大タワー観光P・9・10〔要〕東京グルメクーポンA伸22

圃′でス紀行　　P・11・12②東京グルメクーポンB p・23

囲屋形船＆クルーズ　P・13⑧東京グルメクーポンC p・23

番エンターテインメント　P・14〔窒〕浅草グルメクーポン　P・24

囲水族館＆動物園　P・15・16閻横浜中華街グルメクーポン　P・24

園芸術＆スパなど　　P・17匪彗銀座・横浜グルメ　P・25

慧監翳台　p・18［寧〕横浜仙P＆クーポンP，26－28

③HOTPEPPERBeautyXANAスカイホリデービューティークーポン

単品プラン
恒～18のE頭マークのあるメニューは、単品（往復芦

宥フライトホテルなし）でもご利用いただけます0　】
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●六本木

●麻布

噌』
州側

●

●自由が丘

33　鰯漬　サンチャイン水脚・　　R16

39新大久保碧空≦妄豊沼設　阻R17

47新大久保悪霊設崇㍍警諾豊　R20

47新大久保慧警完誓㌍；照翳讐賢脂）R22

27　掛と．ルミネtheよしもと　　　　巳▼44R14

47　新宿　雫誓髭買方態貨豊野　R22

41水道橋　SpaLaQuaスJVラクーア人徳芳　　R17

東京グルメクーポンB／セルリアンタワー

48　渋谷　東急ホテル「タワーズバーベロビストJ R23
サンセットデライトベロビスト

47表参道警告誓㌫㍑㌍フエ＆ショコラR19

東京グルメクーポンA／自由が丘スイーツ
47　自由が丘フォレスト（スイーツの森ゾーン）　　　R20

スイ仙ツ2点＋ドリンク＋お土産

59代削忘完芸監禁払トメント　　闇

59　恵比寿　ビュ十ティクーポン／アール・ピースアミスト掛毎秒っさ　R29

59　恵比寿　ビューティクーポン／Linn敷ヒ寿罠裏リブレクソロジ闇　R29

32　品川　諾諾豊莞㌘タジアム　　R15

品川　緊崇ヱ謂甥豊実ホテルR20

東京湾クル‾ズシンフォ二‾　匪函R13
ランチプルWズ

竺竺竺竺＿ケ不宰′チ＿＿＿＿空車．R13
レコラントテイスカハリ叫センター索京　R14

マタム・タツソ一乗京入場券　　　　　　R14

大江戸温泉物語入館芳　　　　　　　　R17

47　台場　慧㍍㌍器器禁ブイツクR20
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上野　恩賜上野動物園入日券＋ランチ総土産券付き）　　　　R15

36　上野　東京国立博物館（総合文化展）人絹十ランチプ血ボン　　　R17

20　浅草　観光船rヒミコ」乗船＋チョロQ（浅雷→お台場直通ライン）R13

07　押上霊宝認諾㌫器諾諾㌶讐訟欝芸岩聖霊忘）R10

16　押上　ふ芯用ハスSKYD山ツアー　　　　　　旺■中　R12

34　押上　すみだ水族館入場券十ギフトカ脚ド　　　　　　　　　R16

01錮町芸許諾造詣kでスプラッシュ！　匹圏R3・4

09滴細雪許㌍老禁雲トラン＆バー簾アフタヌ叩ンティWRlO

柴又　東京グルメクーポンA／柴又川干家うな望　　　　　　R21

38　赤坂　三井メディカルクリニックネトラバスティ　　匹匝函R17

東京グルメクーポンA／ホテルニューオータニ
47　赤坂　「パティスリーSATSUKUまたは「ピエール・エルメ・パリ」　R19

オリジナルスイ仙ツ＋ドリンク

47　六本木　東京グルメクーポンA／マックスボルドー六本木グラスワイン　R20

47　六本木　東京グルメクーポンA／Botani⊂aランチコⅦス　　　　R22

東京グルメクーポンB／ザ・リッツ・カールトン東京

48　六本木　クラシックアメリカングリル「タワーズグリル」　　　　　R23
シェフズテmブルランチ1－ドリンク

08　　芝　　東京タワーを階段で昇ろう！　　　　　　　　　　　　RlO

47　芝　慧禦メ崇聖霊禁禦／トクタワ‾東京「とり芝」R22
串焼きコ叩スまたは親子丼セット

04　羽田
写真家ルーク・オザワ氏と行く、

旺至函R5・6

47　高尾．東京グルメクーポンA／高尾山薬王院挙節の精進料三塁　　R22

37　その他　東京・ミュージアムぐるっとパス2013　　　　　　　　R17

2

スカイホップバス2E】乗車券

はとバス東京三大みどころ巡り

の内　はとバス靖国神社と国会議事堂

13　丸の内型望堅るTOKYO夜景　　　　　　堅聖廷牲

14　丸の円　はとハス桝タワーこぶでニー円川下」　　　【】卜“Rll

lLや攣スカイ／でスTOKYO皇居や銀座塊の内コ　」」堅塑製革＿

47丸の内患慧崇㌫雪豊既設禁テル「しち十二候」R21

47　日比谷　東京グルメクーポンA／帝国ホテル「ランデブーラウンジjアフタヌ岬ンティ柑R19

47有楽町　誤宗誓鵠票認諾莞法アオキ●パリR19
‾由‾　銀座　南海南海読‾こ‾扁這示壷二王二ティー知ジェフトロ頭R5・6

47

東京グルメクーポンA／ピエールマルコリー二チョコレヰパフェ十ドルクR19

東京グルメクーポンA／歌舞伎座タワー寿月望抹茶セット＋お土産券　R21

銀座　東京グルメクーポンA／マキシム・ド・パリA触moontea R22

東京グルメクーポンB／叙々宛ANAスカイホリデmランチ

東京グルメクーポン⊂／銀座久兵衛本店ランチ

和食穂の花ANAスカイホリデ】オリジナルコ叩ス

銀座　Bar66カクテル

R25

銀座　ビューティクーポン／スパ工スターオリエンタルヘッドスパまたはマッサ岬ジ

新橋　東京グルメクーポンA／第一ホテル東京「エトワール」ランチビュッフェ

日本橋

47　築地

東京グルメクーポンA／日本橋干疋屋総本店
フルWツアラモWド＋ドリンク何き

東京グルメクーポンA／築地すしぎんまい
rすしぎんまい」またはほそるざんまい」

49　築地　東京グルメクーポン⊂／レストランルークディナー＋ドリンク　R23

02　横浜　ゝANA＆飛鳥クルーズ飛鳥Ⅱで行く「クリスマスクルーズ」の旅R3・4

17　横浜

18　横浜

23　横浜

24　横浜

3b

35　横浜

42　横浜

44　横浜

51　横浜

05　鎌倉

19

45

46　鎌倉

26　横須賀

06　三崎

43　三崎

横演ベイサイドラインハーバービュー横濱［午前コース］　R12
横浜中華街同章お食事付き

横濱ベイサイドラインノスタルジック横濱【午後コース】　　R12

雪空讐漂荒濫警苧三誓言アン」　匪R13
横浜ベイクルーズロイヤルウイング
「圧］ランチクルⅦズ」また酎辺ディナープル叩ズ」

横浜アンパンマンこどもミュージアム＆モール大塊静1－お買い物券　R14

横浜・八景島シーパラダイス
rmアクアリゾ叩ツパス」または「筐1ワンデ」パスj

R16

横浜みなとみらい万葉倶楽部入館聾＋膵リンク付き　　　R17

横浜ランドマークタワー69階展望フロア入場券十ランチセット　R18

横浜中華街グルメクーポン

ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル

イタリアングリル「ラヴェラ」ランチブッブ工

横浜ロイヤルパークホテル70階スカイラウンジ「シリウス」ランチバイキング

ホテルニューグランド「ザ・カフェ」または「シーガーディアンm R25

馬車道十番館または山手十番館ANAスペシャルランチ　　R25

川崎工場夜景屋形船クルーズ

横浜MAP＆クーポンEN」OYク皿ボン5枚付き

憲墓雷雲志慧諾2先生講演会付き　　旺画R7・8
これぞ鎌倉堰．所巡りと小町散策　　　　　　　　　　　　R12

転義高嘉海面葡哀訴繭高三才一1画巨下面
えびす屋鎌倉「人力壷」太遊覧コ仙ス

よこすか海軍カレーランチ＆YOKOSUKA軍港めぐり　　　R13

讐諾意警崇禁書讐警空竺験■　　区画R7・8
京急みさきまぐろきっぶ　　　　　　　　　　　　　　　R18
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日の丸自動車興業×ANAスカイホリデーコラボレーション企画

tユlブヨ・リ

串u曜IJくk峠当量今啓

lバス【KYDu鵬が＿　　　＿　■」■」＿■　■

「二二‾‾　▼▼　　－　　▼

ANAオリジナルコー
廟とうきょうスカイツリー駅前営業所
l o東京スカイツリー◎しぉしな琴窟

¶■すおじなりくんの家

亀戸駅

西大島駅
－∴　一二丁∴－

・・・　　　　－

棄大島駅　宗宗 駆謹皇調和j亨用事巌豪農，　添憩牒童熟瞑一声詔胤一十 
、▼・ご・一三‘－：． 

地元おしなり商店街で† 恥500円分お買 �露見る恕媚謡 ��ミ 

い物券付き 

①煎餅屋みりん堂②茶処り ③業平キムラヤ（参与兵衛鮨 ⑥遊楽生活⑦三光商会⑧ （9あいち屋洋品店⑩おしなl �＼林匪本店 
（9そば処かみむら 

椿商店 

」くんの家 

スカイホリデー

オリジナル

ANAスカイホリデーからの
良

クリスマスプレゼントレ感襲撃聾
詔ジ）①お部屋にドラジェ、オーナメントシップをご用意！

（1部屋につき1個）

（∋飛鳥Ⅱ元乗組員による「飛鳥Ⅱの楽しみ方講座」付き！

車内でおしぼりとお飲み物をご用意

④飛鳥Ⅱ航海証明書を発行！

′・ダ′イ′′′／′サ′・ル′′ノ

帝国ホテル第13代料　クリスマス・特別バー
理長田中健一郎氏監　ジョンの「飛鳥Ⅱプロダ
修のクリスマス・スペシヤ　クションショー」をお楽
ルディナーをご用意。　しみいただけます。

～A－Styleクルーズのお客様には～

や教性郎お客様服麗虻
：′　∴斗持．約三き酔丹・付き

◆ゴスペルシンガー亀渕友香さん、
コーラスグルーフVOJAのスペシャ

ルコンサートをお楽しみください。

◆シンガポール発の高級紅茶ブランド

「TWG tea」のティpセミナーを船

上にて開催いたします。

基本代金に含まれるもの　①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃　④国内線旅客施設使用料（羽田空港利用時）⑨規定の宿泊費、食事代　④各イベント代金
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田※宮古発は1泊コースの参加はできません。 
11／22、1／25 

福岡・佐賀発 ��3・4名1室 �2名1室 �1名1室 

1泊 �11／22、1／25 �42，100 �42．100 �44，100 

2泊 �11／22、1／25 �48，500 �49．500 �52，000 

鹿児島発 ��3・4名1室 �2名1室 �1名1室 

1泊 �11／22 �47，100 �47．100 �49．600 
1／25 �46，100 �47．100 �49，600 

2泊 �11／22 �52，600 �53，600 �56，100 
1／25 �51．600 �52．600 �55．100 

鹿児島発着の基本フライト以外をご利用の場合は、P．45のフライト追加代金が必要となります。 

習β覇覇 ��発 �3・4名1室 �2名1室 �1名1室 

1泊 � �‖／22 �48．100 �48，100 �50，100 
1／25 �47，100 �47，100 �49，100 

2泊 � �11／22 �60．700 �62．100 �68，400 
1／25 �56，100 �56．100 �60，100 

宮古発は12，000円、石垣発は14，000円を、上記那胞本代金に追カルてください。 

東京スカイツリーt天望デッキ（350m）日付 �す指定入場券引換券付きコェス追加代金 

大人18歳以上 �2．000円 

中人（中学生・高校生）12～17歳 �1，500円 

小人（小学生）6－11歳 �900円 

幼児4・5歳 �600円 

ANA＆飛鳥クルーズ飛鳥Ⅱで行く

「グノスマスクルーズ」の旅
イベント実施日：2013年12月13日（金）、12月22日（臼）

スケジュール

師岡 

12／13 �12／22 �莞莞憲法諾冤慧芸謡㌫レ 14：30（予定）飛鳥Ⅱチェックイン 

飛鳥Ⅱ元乗組員による「飛鳥皿の楽しみ方講座」（約1時間） 

○船内見学ツアー　○記念撮影 
17：00　　　出港 

12／14 �－ �クルーズをお楽しみください。 

12／15 �12／23 �A－Styleクルーズ9：00入港／ワンナイトクルーズBlO：00入港 

○下船 

横浜大さん橋国際客船ターミナル＝ 
タクシーA＝羽田空港第2ターミナルANA十各空港 〈横浜後泊プラン〉 

横浜大さん橋国際客船ターミナル＝（各自負担）＝横浜地区ホテル 

横浜後泊 �横浜後泊 �横浜地区ホテル＝タクシーA＝ 
プラン �プラン �羽田空港第2ターミナルANA十各空港 

匿羽田空港第2ターミナルANAスカイホリデーカウンター集合

●参加条件：詳細は飛鳥ホームページにて　●最少催行人員：2名
●食事：［A－Styleクルーズ］2朝1昼2夕食付き・［ワンナイトクルーズB］1朝1夕食付き

●添乗員：同行しません。
〈ご案内〉※羽田空港に12：30までに到着する便のご利用となります。

◆イベント代金に含まれるもの　①飛鳥Ⅱ乗船代 

②往復送迎代（羽田⇔横浜）④ANAスカイホリデーからのプレゼント代 

④船上クレジット15．000円分（A－Style女性のお客様のみ） 

l河田主語ヨEl※石垣・宮古発の設定はございません。12／13、12／22

※横浜後泊プランは末尾（Y）となります。

■基本代金（大人お一人様）（往復基本フライト利用）
（※横浜後泊プランの場合は基本グループホテルまたはローズホテル
横浜利用）※福岡発の復路はBフライトが基本フライトとなります。　単位：円

闘儲発 ��3名1室 �2名1室 

ワンナイトB 12／22 �D：バルコニー �－ �138，900 

⊂：スイート �154，000 �181．700 

A－Style 12／13 �D：バルコニー �－ �218，500 

C：スイート �244，800 �297，200 

鹿児島発 ��3名1室 �2名1室 

ワンナイトB 12／22 �D：バルコニー �－ �141．400 

⊂：スイート �156．500 �184，200 

A－StYLe 12／13 �D：バルコニー �－ �223，500 

⊂：スイート �248．800 �302．200 

鹿児島発着の基本フライト以外をご利用の場合は、 
P．45のフライト追力□代金が必要となります。 

召β覇発 ��3名1室 �2名1室 

ワンナイトB 12／22 �D：バルコニー �－ �142，900 

⊂：スイート �158．000 �185，700 

A－Style 12／13 �D：バルコニー �－ �223．500 

⊂：スイート �249，800 �302．200 

※規定以外の食事代、入園料、交通費等はお客様負担となります。※④はご利用されなかった場合も払戻はできません。
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⑳蒜範×ANAユ椚馴苧」

晦醜習癖〆ず転脚プロジェクト

もっと美しくなりたい女性のためのツアー「ビューティープロジェクト」。

元CAによるビューティー講座やヘルシーディナー、エステ・リラクゼーション体験で、

「内面」・「外見」ともに真の美を目指しましょう！

′竃＝芸三善品蒜
や匿た　漂　き

山田真紀
1996年にANAに客室乗務員

として入社。国内線、国際線
チーフパーサーとして乗務
し、政財界のVIPフライトを担
当。現在はANAビジネスソ
リュ柵ション株式会社で接

■　　　　　　　－

元C鬼によるピュ加ティ輌講座r

客室乗務員が普段から心がけている身だしなみなど美しきへのこだ

わりについてご紹介します。笑顔・表情、身だしなみ、立ち居振舞いの

観点から、短時間で良い印象を与えるコツをアドバイスいたします。

さらに美しい自分と出会ってみませんか？

悶矛ヤル調如タホテルザ汐留
（20i3′′まも）∫／はり川目口イヤルパ叫鴫夕汐㍍タワ仰）
‾t∴＼＼、亘ニr一一1千㌦′‾十一一一一・

（オードブル・スープ・お魚料理・　　　カロリー
お肉料理・パン・デザ→・ハーブティー）禦聖

エ：ィ、テ斗仁∵工∴十㌦工／・杵類

全国のキレイになりたい女性の味方「HOTPEPPERBeauty」掲載のサロンで、キレイ＆癒しメ

ニューをぜひ体験ください。全5メニューよりお好きなメニューをおひとつお選びいただけます！

〈キレイ＆癒しメニユ鵬〉
・フレッシュタイム西新宿店／韓国伝統王室秘伝小顔コルギ（60分）

・R・PH－SUreアール・ピースア／⊂トーズクオーツ・ゲルマ・ミスト浴70分＆顔かっざ15分

・Llnn恵比寿～∩atUr∂lhea廟gsalon～／美ボディケア十骨盤調整でスッキリ綺麗にl（60分）

・BelはspaCe（ベルエスペース）／毛穴レス＆くすみレスデコルテ＆フェイシャルトリートメント60～65分

・SPAEstherORIENTAL（スパ工スターオリエンタル）／シロダーラコース（60分）

月刊エアライン×ANAスカイホリデーコラボレーション企画

写真家ルーク・オザワ氏と行く、ヒコーキ写

撮影セミナー＠羽田空港

写真家／ルーク・オザワ（LUKEH．OZAWA）

1959年東京生まれ。旅客機撮影の第一人者であり

ANAのカレンダーやWEBで活躍中。風景とヒコ“

キをシンクロさせたその絵作り
には定評があり、知る人ぞ知るカ

リスマ的存在。ラジオ、テレビ、セ

ミナー、トークショーと活動は幅
広い。写真集「」ETL⊆NER」シリーズ

（イカロス出版）がある。

RIRLINE×ANAlわ↑脚J苧」

基本代金に含まれるもの　①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃　②国内線旅客施設使用料（羽田空港利用時）（彰規定の宿泊費、食事代（彰各イベント代金



雛慧莞；ェク． 　－． �】◆孟；支禁隻禁書㌍誓∃完㌫ティ‾講座代④夕食代 r讐監禁雪芹琵琶欝定はありません0 

競悪霊浣雪Fユーティー講座‾て甲コ 　　　　　　弘一　一恥 � 

ポイント �　　由・；－．記九州発l沖縄発l 　　　R5201G【R8521Gl 　　　R5202GIR8522GJ ■基本代金（お一人様） （基本グループホテル・往復基本フライト利用）単位：円 

イベント実施日：2013年11月10日（日）、2014年2月9日旧） �－詞屈■調臣駁1－　3・4名1室12名1室　壬1名1室1 

スケジュール �【1泊　‖1／10、2／9l48．100l鳩100　L　50．100l 

14：50ビューティー講座会場（築地）集合 �【2泊　‖1／10、2／9l54．500l55，500　L　58．000】 

15：00元CAによるビューティー講座（約2時間） �親臨隠蔽’　　　　3・4名1室　　　2名1塞　　　1名1室 

17：10築地から汐留へ移動（各自負担） 18：00ラタ留にてヘルシーディナー（約2時間） �1泊1…完0；…莞　≡…莞呂；…票≡ 

20：00解散 ※滞在中1回、HOTPEPPERBeautyに掲載してい鼻蔓る章二リラクゼーション体験付き！ �2泊1…完0；…芸呂　……芸呂　琵；33 

お好きなサロン・お時間をお選びくださいパ送致痙遽拶 �鹿児島発着の基本ブライト以外をご利用の場合は、 

田ANAビジネスソリューション（築地）田14：50 �P．45のフライト迫力］代金が必要となります。 

宙東京メトロ日比谷線「築地駅」徒歩約1分 �這】隕蒐記　　　　　　3・4名1室　　　2名1室　　　1名1室 

●参加条件：18歳以上の女性●最少催行人員：20名●食事：夕食付き（1回） ●添乗員：同行しません。（現地係員が同行します。上記集合～解散まで） 〈ご案内〉※ツアー催行中止の場合は、出発日の16日前までにご連絡させていただきます。 �1泊巨…完0　……霊呂　喜…霊呂　…；票 

※羽田空港に12：00までに到着する便のご利用となります。※カメラ取材等が入 る場合がございます。※ポイント3のエステ・リラクゼーション体験メニューの有効 期間は、イベント実施日を含め3日間となります。※20歳未満のお客様は同意書が �2泊】1三；芸0　完等33　莞…33　……芸3 

必要となります。※〈当日ご用意いただくもの〉口紅・チーク。 �単品プランもご用意しております。詳しくはP．4両‾‾‾‾‾‾1 

写真家ルーク・オザワ氏と行く、

ヒコーキ写真
撮影セミナー＠羽田空港

◆イベント代金に含まれるもの
①撮影セミナー代　④乗船代　④メモリアルフォトブック代

駁i擾盟＝■※宮古・石垣発は1泊コースの参加はできません。

1泊コース：10／11、3／14　2泊コース：10／11、3／14

■基本代金（お一人様）（基本グループホテル・往復基本フライト利用）
※1泊コース：福岡・佐賀・鹿児島発の復路はAフライトが

基本フライトとなります。　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

福恒 �億賀発 �3・4名1室 �2名1室 �1名1室 

1泊 �10／11 �47．100 �47．100 �49，100 
3／14 �54，300 �55．300 �57，800 

2泊 �10／11 �53，500 �54．500 �57，000 
3／14 �62．600 �63，600 �66，100 

鹿児島発 ��3・4名1室 �2名1室 �1名1室 

1泊 �10／11 �53．100 �53，100 �55．600 
3／14 �56，800 �57，800 �60，300 

2泊 �10／11 �57．600 �58，600 �61，100 
3／14 �63．800 �64，800 �67，300 

鹿児島発着の基本フライト以外をご利用の場合 ����ま、 
P．45のフライト追加代金が必要となります。 

※規定以外の食事代、入園料、交通費等はお客様負担となります。※④はご利用されなかった場合も払戻はできません。
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ANA歴史大使松平定知先生講演会付き

「武家の古着臥鎌倉を歩く

惜しくも世界文化遺産の登録はならなかったものの、連日多く
の観光客が押し寄せる魅力満載の「武家の古都」鎌倉。

NHKの人気番組「その時歴史が動いた」等の司会でお馴染み

のANA歴史大使で元NHKアナウンサーの松平定知先生によ

る鎌倉の魅力を題材とした講演会に参加し、その後、鎌倉幕府

ゆかりの地を現地ガイドと散策。途中、スポットで松平先生にも

解説いただきます。

璧禁まくるマイスター浅慮by三浦朝市（協）
普矧は見られない！冷凍まぐろの解体工場をガイドがご案内！

松平定知先生講演
時歴史が動いた
「武家政権誕生秘

ANA歴史大便松平定知先生略歴

揉磯バス繕迎付き

こ■二F亡びぎゃ脾藍二三三、京1さ巨］こ〕㌫｛コ宮 緋詣招協烈㌍堰粉鍬

昭和44年早稲田大学
卒。同年NHK入社。数
多くの番組司会・ニュー
スを担当。人気番組「そ
の時歴史が動いた」を9

年。NHKスペシャルは
100本以上。著書に「歴

史を『本当に』動かした
戦国武将」（小学館・
101新召）ほか多数。

皇色付き射場〉

ようこそ！三浦市へ！
モーノ」二子′∵・一二　へ

です。全国有数の水揚げ量を誇る
三崎のまぐろは甘みがあり、刺身
で食べると絶品です1ぜひ、三浦市

嶋√ノ
へお越しいただき、本場〟三崎のまぐろ〟をご堪能

くださいlそして今ツアーの目玉でもある‘‘まぐろ
マイスター〝の称号を獲得してください！我々、三
浦市は市を挙げて皆様を歓迎いたします。皆様
のお越しを心よりお待ち申し上げております。
三浦市役所経済部営業開発課課長　大澤克也

漁船で城ケ島一周
クルージング！
普段乗ることがない漁船に
乗って景勝地「城ケ島」を一
周クルージング体験l海面
を近くに感じる漁船でのク
ルージングは、迫力満点！
船長のガイド付きで、城ケ
島の自然を海から満喫で
きる責重な体験です！

見られるかも！？

城ケ島とは・・・？
三浦半島の南端に位置する周図4kmの島で
す。2013ミシュラングリーンガイドジャポンで
2つ星を獲得した景勝地です！ちなみに他の2
つ星は京都府の天橋立など。

基本代金に含まれるもの　①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃（∋国内線旅客施設使用料（羽田空港利用時）③規定の宿泊費、食事代　④各イベント代金



◆イベント代金に含まれるもの　①講演会代　④ガイド代　④昼食代

ANA歴史大使松平定知先生講演会付き

「武家の古都」鎌倉を歩く

誓．範孟讃諾認諾詣昆品！ 
、・箋謂歪詔法会雲霞警謂倉峰本」の 

イベント実施日：2013年11月16日（士）

スケジュール

12：20鎌倉峰本本店　集合

昼食（精進料理をいただきます

13：40講演会会場へ徒歩移動

14：00講演会松平先生講演（約60分）

○投首：若宮大通の中央に位置する参道。源頼朝が妻の北条政子の安産を
祈願して作られたといわれる。

○鶴岡八幡宮・源平池（源氏池と平家池）：源氏の繁栄と平家の滅亡を祈念
して作られたといわれる。

・旗上弁財天社：源頼朝が旗上げの際に弁財天の加護があっ

たことを祭って建てられたといわれる。
・大銀杏跡：2010年に倒れた鶴岡八幡宮のシンボル的存在

だった大銀杏の跡。
・本宮・若宮：鶴岡八幡宮の中心をつかさどる二つの社殿。

17：00解散

田鎌倉峰本本店　田12：20　日」R鎌倉駅東口から徒歩約8分

●最少催行人員：20名　●食事：昼食付き（1回）

●添乗員：同行しません。（現地係員が同行します。※上記集合～解散まで）

〈ご案内〉※ツアー催行中止の場合は、出発16日前までにご連絡させていただきます。※1泊コース
は羽田空港に10：15までに到着する便のご利用となります。・※カメラ取材等が入る場合がございます。

隣蔓I※那覇・宮古・石垣発は1泊コースの参加はできません。 
1泊コース：11／16　2泊コース：11／15 

｛基本代金（大人・小人同額／お一人様）
（基本グループホテル・往復基本フライト利用）　　　　　　　単位：円

福岡堰賀発 ��3・4名1室 �2名1室 �1名1室 

1泊 �11／16 �36，100 �36．100 �38，100 

2泊 �11／15 �42，500 �43，500 �46，000 

三嶋のrまくる我人の軌と怜然」を愴農！
一己ねであ蝕俊もまくるマイスター～

10月出発はみかん狩りを体験！

3月出発はいちご狩りを体察！
※成育状況により内容が変更・中止となる場合があります。

◆イベント代金に含まれるもの　①まぐろマイスター講習代　④昼食代

④移動時のバス代　④漁船クルーズ代　⑤くだもの狩り代

断硬描樹脾t※長崎・那覇・宮古・石垣発は1泊コースの参加はできません。

1泊コース：10／19、3／22　2泊コース：10／18、3／21

t基本代金（大人・小人同額／お一人様）
（基本グループホテル・往復基本フライト利用）　　　　　　　　単位：円

福岡・佐賀発 ��3・4名1室 �2名1室 �1名1室 

1泊 �10／19 �42，100 �42．100 �44，100 

3／22 �54，100 �54．800 �57．700 

2泊 �10／18 �48．500 �49．500 �52．000 

3／21 �74．800 �75．800 �78，300 

鹿児馬発 ��3t4名1窒 �2名1室 �1名1室 

1泊 �10／19 �47．100 �47．100 �49．600 

3／22 �55，100 �55，800 �58，800 

2泊 �10／18 �52．600 �53，600 �56．100 

3／21 �72．400 �73，400 �75，900 

鹿児島発着の基本フライト以外をご利用の鴇色は、 
P．45のフライト追加代金が必要となります。 

覇汚覇発 �3・4名1室 �2名1室 �1名1室 

2泊 �10／18　　　60，700 ��62，100 �68．400 

3／21　　　74．100 ��75，500 �81．500 

宮古発は12，000円、石垣発は14，000円を、 
上記那覇発基本代金に追加してください。 

※規定以外の食事代、入園料、交通費等はお客様負担となります。※④はご利用されなかった場合も払戻はできません。
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MENUO7一一59

往復⑳フライト利用なら

チョイスプランメニュー

汲蕗澗狐」

二・ヨ1上人ノうノ旅u汀Fリ′
ス竿

日程を選ぶ（P．42．43）……・・・……・・………‥

●カレンダーで出発日のアルファベットを確認

●基本代金表からアルファベットと泊数、1室あたりの利用人数を確認

■出発日カレンダ⊥　　1基本代金（お一人機）

琵琶莞　※諾器荒警警欝が

メニューを選ぶ（P．10～29）・…………………

●お好きなメニューを1つ選ぶ

●追加代金を確認（■こ蓬廻⊂1マークがあるメニューは追加代金なし）
※追加代金はお一人様あたりの金額となります。　メニュー情報は2013年7月現在のもので、

※マークの見方は下記lメニューのご森村参照　変更となる場合がございます。

㈲ �l：EEコ∂や上＝甲糸町・戻 す夢だ水間 直義融嚢請 �� 

慈 ン■ヨ いの � 串榔準・ �軌灘瑚鴨 �� 

ホテルを選ぶ（P．30～39）・……………
●お好きなホテルを選ぶ

●追加代金を確認（◎マークのホテルは、追加代金なし）

●洋室（1～4名1室）
洋室ダブル（2名1室）

●1泊朝食付き
●lN1400／OUTH00

★●●空港から電車で
約36分

（イメージ）

フライトを選ぶ（P．45．46）…・・…
●フライト情報よりお好きな便を選ぶ

●追加代金を確認（基本フライトは追加代金なし）

A・8フライトをご利用の場合臥往指、和指そ，

t　往　路）A・Bフライト利用迫加代

旅行代金合計

東京スカイツリー㊥
・■　：　・　　　　　　　　－

＿、　＿　　　一・一一　一・一　‾・∴　∴，＿　‾＿　　　＿　　　　　一・一一　一一　　■　　一　　一　一1－

350m・340mにはカフェ、345mに

はレストランとオフィシャルショップ、
340mにはガラス床もあり、関棄平野
を一望しながら、お食事やショッピング
を楽しむことができます。

・勧寄⑳貰，㌔

東京スカイツリー公式キャラクター
◎TOKYOLSKYTREE

●各店舗の営業時間・定休日は予告なく変更される場合がございますので、ご来店前に直接店舗へご確認されることをおすすめします。●料理写真と掛は一例です。季節により内容
声ございます。●也直揖遜′数塑鼠は、ツアーお申し込み時にご利用日の指定が必要です。旬た要子i引OE扁享子は、お客様ご自身で事前予約が必要です。」町道製麺コは、行程中いつでが変更となる場合がございます。●也直揖遜′数塑鼠は、ツアーお申し込み時にご利用日の指定が必要です。旬た要子i引OE扁享子は、お客様ご自身で事前予約が必要です。」町道製麺コは、行程中いつで

も空席があればご利用いただけ、お客様ご自身で事前予約も可能です。　　　　は、事前予約ができませんので、お待ちいただく場合もございます。事前予約時は、ANAスカイホリデークーポン

（madelnTOKYO）をご利用の旨、お申し出ください。●各グルメクーポンおよびビューティークーポンは、それぞれ同じ種類のクーポン内メニューからお好きなメニューをlつご利用いただけます。
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日本人の心意気、美意識を纏う光
心意気を示す「粋jの姿では、
隅日川の水をモチーフとした
淡いブルーの光でタワーを
貫く心柱が照らし出される。
美意識を示す「雅」の姿では、
江戸紫をテーマカラーとし、
金箔のようなきらめきのある
光がバランスよくちりばめら
れている。この2種類が毎日
交互にライティング。

⑥TOKYO－SKYTREE

広さ3．69haにおよぷ「タワーのある街」
スカイアリーナ、商業施設r東京ソラマチ碕」、水族館、プラネタリウムなど家族で楽しめ

る施設が充実。「タワーのある街」と古き良き街とが調和する新しい下町。

陛竪琴【ご注意】当メニューは商品コードが異なります。

東京スカイツリー⑧天望デッキ（350m）
日付指定入場券引換券＋京急リムジンバス

（スカイツリーシャトル■羽田空港線）

港～東京スカイツリータウンり

地上350mの高さに位置する、東京スカイツリー日付指定入場券引換券と羽田空港～東京
スカイツリータウン間が、座ってらくらく日京急リムジンバス片道乗車券をセットにしました。

追加代金なしll
（東京スカイツリー）

田8：00～22：00（最終入場21：00）

（京急リムジンバス）
○羽田空港第2ターミナル発（14番乗り場※1日12便（8：30～18ニ20の間））
○東京スカイツリータウン発（東京スカイツリータウン内バスターミナル3番乗り場）
※1日15便（7：10～19：40の間）〈運営管理者：京浜急行バス〉

〈ご注意〉（東京スカイツリー）※入場ご希望日をお申し出ください。ただし、満員
等の理由によりお受けできない場合がございます。※入場指定日に4階チケット
カウンター内日付指定券引換窓口でスカイホリデークーポンをご提出のうえ入
場券に引き換えてご入場ください。
（京急リムジンバス〈スカイツリーシャトル8羽田空港線〉）事前予約はできません。ただし、
羽田空港発は乗車当日、羽田空港到着ロビーバス乗車券取り扱いカウンターにて時間指
定が必要となります。※東京スカイツリータウン発はバス乗務員にスカイホリデークーポ
ンをお渡しのうえ、ご乗車ください。※東武バスセントラルもご乗車いただけます。

＼笥認諾諾茂宗詣㌫選警／

堅蚕豆岳i adam上錦糸町・両国・東陽町

東武ホテルレバント東京

スカイツリーIビュー
レストラン＆バー簾
野軍勢準車㌢琴解警巨恒病中恒頑呵

a由m上：品川・浜松町

東京タワーを
階段で昇ろう！

東京に来たら絶対におさえ
たいランドマーク。

昇った証を手に入れよう。
自分の足で昇りきって見る
景色は最高！

∴前三一一十訂∵

′二、・ LL とよこ′ク1．・三ミミき 離ミ‾■■ナ �追加代金、一一・肝■・箭＿．一・一≡舅・　　　　　　　　　　　丁 
設定除外日：祝日を除く月～金曜日（エレベーターで上る場合は毎日設定） 

固く大展望台〉①階段で昇る場合／11：00～16：00（土・日・祝日のみ） 

②エレベーターで上る場合／9：00～22：00（最終入場21：45） 

〈特別展望台〉9：00～21：00（混雑の場合は営業時間が早まる場合が 

あります。天候により休業することもございます。時間帯 
により1時間以上お並びいただく場合もございます。） 

窃03－3433－5111宙地下鉄「神谷町駅」より徒歩約7分 

〈ご案内〉※階段は外階段のため、雨天時・荒　階段で昇って 
天時は中止となります。※階段途中で工レ「買室．封温投葦雷賃か 
ベーターへの乗り換えはできません。（大展　をGETLようぎ 

′れておりません。 

［適正蓋璽＝】　　　　　　　　　　　　　　　　　adam上：銀座・新橋・汐留・丸の内

スカイホップバス・．、∴
丸の内を中心に「六本木・棄京タワー」「浅草・東京スカイツリー⑥」「お台場」
の3ルートが、連続した2日間乗り降り自由！観光ガイドのご案内と、屋根の
ない3600展望のスカイバスで乗京観光をお楽しみください。

「「扇宿所垂＝］

（イメージ）
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初めての東京も、ひと昧違った乗京も楽しめる！
はとバスでお好みの旅を見つけて出かけようl

－＿＿1▼＿＿，，．．．．＿　J

adam上：錦糸町・両国・東陽町

東京≡大・
みどころ巡り
東京観光の定番、皇居・浅草・東京タワーの
3大スポットをおさえたベーシックコース。

名所を一気に巡りたい方におすすめ！

垣重工垂垣重き］

adam上：錦糸町・両国・東陽町

東京タ
（テミニ、■、三二掲宝）

東京タワーの展望台から一路、浅草・仲見せへ！
午後は、隅田川の水上から東京の景観巡り。

バス紀行
T O K y O B U S K　盲　K O U

（イメージ）

≡別柑貰謂■追加代金なし中　　l設定除外日：3／21－5／13 ��� 

18‥30…≡書芸還曇禁等軍‡主窓）．　　　紗 ��� 

ハ本木（車窓）ト東泉タワー（車窓）ト � 

レインボーブリッジ（車窓）ト　　　　　　　　　　　　　　．邑 ��〆′r 

お台場大観覧車（乗車／20分）ト銀座（車窓）ト弓　　　　、う■育毛 �� 

21：00　東京駅丸の内南口到着・解散　　　　　　　　　　l ��÷斬〕′ 

臆蓋≡琵芸慧1分　′垂＋完し簑麗題字も艶麗 ���111 
〈ご案内〉※お客様ご自身で防寒対策をおとりください。 ※荒天時は運休となる場合がございます。　　＝＼ ��、、㌧、’、、■‾r■、1ヨ � 


