


れぶん　　稚内礼文宵態議

利尻空港

鞠蒜嘉減産し

ぉさ二かわくう盛衰空撮撰臼
留萌　あさひかわ

旭川空港　や廟崩・・犠儀

欄絹警臥挨議阿寒湖儀競議掛違サホロこしろくうこう

キロn／∵■“1mゆうば。

惹藤簑雷◎表遠
登別　　　　　　　え。もみさき

芙竃還窟壷毒　　　　襟裳岬

読む㌘かわ
湯の川

※上記キャンペーンはANA実施のキャンペーンとなりまも詳しくはR2をご覧ください。

新千歳空港ターミナルビルr北海道ショールーム」には、約180のお店があり、
道内各地の選りすぐりの商品や旬の味覚が一堂に集結。映画や温泉・体験型施
設を楽しめるエンターテインメント施設も充実。飛行機に乗るだけでなく・買う・
食べる、楽しむ、癒されるなど、空港での時間を満喫できまも

ANAl肘別苧」匝圃

⑥MargareteSTe肝GmbH2013

1．シュ予1－一‾丁ニ：ンi‾チ・t■・－ワーjL卜

見；ヨを．那◎％割引※

ドイツ国外臥シュタイプ社公認ぬいぐるみ
とふれあい・遊べるミュージアム

※一般600円→540円、中高生400円→360円

小学生以下300円→270円

3．新千歳空港温泉万嚢の混
入絹料割引※藍大人のみ〉

国内空港初の温泉による本格的な温浴施設

∴華壷．
⑥藤子プロり小学館・テレビ朝眉・シン工イ・ADK

2．匹予見もんわく：わ・スカイパーク

入場料10％割引※

世界初の空港併設型
ドラえもんキャラクター施設
※一段600円→540円、中高生400円→360円

小学生以下300円う270円

4．じゃがポッタルシアター乳剤有糊の
お客様にソフトドリンク1杯サービス

国内空港初のエアポートシネマ

虚正】．二・一二二一‥∴．・－．・・・・一一＝・‥・一二・‥・

ロのあるプランはスカイホリデークーポンが発券されます0ロはadamより行程案内書が印刷できます。臼は情報ブック（A21nbに掲載）に詳しい記載がございます。



対象コースをご確認ください

彗碧空密売表芸

※空港・市内営業所以外での配返車は別途料金が必要となる場合がございます。

選べる

札幌発着 ゝ一粒≒≡⊃

札幌から日帰りバスで話題の旭山動物園へ　q

ANA旭山動物園号

■運行日：2013年10月2日～2014年4月7日

11／18～3／17（12／30～1／1は除く）

大人2，500円、小人2′000円

【①10／2～11／3、②11／18～3／17（12／30～1／1は運休）、③3／18～

4／7】の毎日運行（11／4～11／17、12／30～1／1は運休）

●バス停車ホテル：アートホテルズ札幌櫛7：45発・②7：55発・③7＝30発）・札幌エクセルホテル東急櫛7：55発・②8：05発・

③7：40発）・札幌東急イン（①8：05発・②8：20発・③7：50発）・ホテルサンルヰニュー札幌（①8：10発憾7：45発・③7：55
発）・センチュリーロイヤルホテル（①8：25発・③8：05莞・③8：10発）札幌全日空ホテル（①8：35発・①8：20発・③8：25発）・

札幌プリンスホテルタワー（②7：30発）・札幌東武ホテル（②7：40発）※出発時刻は㊥～③の期間により異なります0

●集合場所：各ホテル　※出発時刻の10分前にご集合ください。

●行程　　　　上記札幌市内ホテル1‾7‥45～8：3矧l砂川ハイウェイオアシス（約15分）l鳩山動物園（各自昼食・約180分）

①10／2－11／3　1距溺」R旭川駅l美瑛パッチワークの丘（車窓）＞想い出のふらの（約10分）lサッポロファクトリー経

l118：40～19：20頃止記札幌市内ホテル

②11／18・3／17　上記札幌市内ホテル7‥30～8‥25矧卜砂川ハイウェイオアシス（約20分）ト旭山動物園（各自昼食・
（12／30－m除く）約220分）ト砂川ハイウェイオアシス（約30分）トサッポロファクトリー経由（※下車のみ可能。ご宿泊

③3／18－4／7　　ホテルまでは各自負担となります。）ト11台：25～19：20頃止記札幌市内ホテル

※11／18以降は」R旭川駅立ち寄
‾　　　　　　　　　′■＼lJl⊥l′」トJ J■｝■・r「■ヽH■－■’‾’’－l J′■J　▼　’‘－▼■’▼　‾‾‾■　▼丁’■▼‾■＿T T’’T　＿r‾＿‾

りはございません。）ご利用日前日に札幌市内にご宿泊の方が対象となりまも※バスは定刻に出発いたしまも出発時刻の10分前までに乗車指定ホテルにご集合ください。※上記以外
の札幌市内ホテルにご宿泊の場合でもご利用は可能ですパス停車ホテルまで各自お越しください。※朝早い出発のため、ご宿泊ホテルによっては＼朝食を召し上がれない場合がございま
すのであらかじめこ確認・ご了承ください。※昼食は旭山動物園で自由昼食となりまも※道路事情により到着時間が遅れる場合もございまもまた・高速道路通行止めの場合、ANA旭
山動物園号の運行は中止となりまもあらかじめと了承ください○※当パスは他のツアーのお客様と混乗となり・バスガイドが同行、ご案内いたしまも※パスの座席は原則自由席ですが、
予約状況により乗務員の判断で座席を指定させていただく場合がございまも補助席のご利用となる場合もございまも※」R旭川駅では下車のみとなりまも（15：30発のスーパーカムイ
32号〈札幌行き〉に接続予定。札幌にて16：55発予定の快速エアポートにお乗り継訳ださい。新千歳空港へは－7‥31頃到着予定となりまも新千歳空港は、18・刀以降出発の便でご予約くだ

※行程初日・最終日にはご利用いただけません。（ただし、旭川駅下車後、」Rにて新千歳空港へ移動される場合は最終日のご利用は可能でも

さい。）ただし、下車希望のお客様がいない場合は立ち寄りません○※記載のJRタイヤは2013年7月現在のものとなり、変更となる場合がございまもご利用の際は、事前にお客様ご自身にて
こ確認ください。※無料期間にご利用にならなかった場合（満席で利用できなかった場合も含む）でも返金の対象とはなりません。　　　■運営管理者＝ANAセールス（株）
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旅の作り方
行きたいコースが見つかったら…
3つのステップで予算をチェック！！

出発日を選ぼう！！

基本の旅行代金をチェック！

●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

ホテルを選ぼう！！

ホテル追加代金と

その他の追加代金をチェック！

★基本グループホテルは0円です。

フライトを選ぼう！！

フライト追加代金をチェック！

★基本フライトは0円です。

■出発日カレンダー　　■暮本代金（お一人様）

●洋室（1～4名1謹
洋室ダブル（2名

●1泊朝食付き
●lN1400／OUTl

★●●空港から巧5
■　約36分

・★JR●●駅から徒つ

外貌　約5分

ホテル追加代金（
★は土旺巳代金適用となります。

㊧晶間
口道貰盛運還盃叢頚笹

（イメージ）

〔往　路〕
A・Bフライトをご利用の場合は、往路、紋指そ・

〔往路〕A・Bフライト利用違加代

（イメージ）　　　　　　　　（イメージ）

※ご利用の空港に発地追加

代金がある場合は追加ル
てください。

※その他の追加代金もご利

用になる場合は追加して
ください。

旅行代金合計

ANA便ご利用のお客様へ

参ANA国内線搭乗のフライトマイル
50％が貯まります！
プレミアムクラスご利用の場合にはさらに区間マイルの50％を

加算いたします。
※マイル積算にはANAマイレージクラブ会員であることが条件となります。

※ツアーご予約時にANAマイレージクラブのお客様番号をお申し出ください。

※A旧DO（HD便名）便をご利用の場合、フライトマイル・プレミアムポイントは貯まりません。

⑳お預かりする手荷物はお一人様20kgまで無料！
プレミアムクラスご利用の場合は40kgまで

※お預かりできる重量・サイズには上限がございます。また、機種によっては規定内でもお

預かりできない場合がございます。
※お預かりする手荷物、機内持ち込み手荷物、特に注意が必要な手荷物などについて、

詳しくはhttp：／／www．ana．COJpをご覧ください。

3

㊨グループやご家族での旅行に
うれしい事前座席指定サービス
※ご利用日の2カ月前より承ります。※事前座席指定いただける席には限りがありま
す。予約状況により、お並び席などご希望に沿えない場合がございまも　※機材変更な
どやむを得ない理由により、ご指定済みの座席が予告なしに変わる場合がございます。
※AIRDO（HD便名）便をご利用の場合、事前座席指定はご利別＼ただけません。

啓各空港店舗で10％割引
各空港のANAFESTAで1，000円以上お買い上げいただくと、

ご購入金額から10％割引になります。

ツアーご購入時にお渡しする「旅程表」をご提示ください。

※一部、割引対象外の商品がございます。詳しくは店舗の販売員にお尋ねください。
※一部、ANAFESIAのない空港がございます。

詳しくはhttp・／／wwwanafesta，COm／をご覧ください。

あんしん・あったかサービス

㊨食事制限のあるお客様へB
アレルギー対応、減塩、低カロリー、嫌いな食材を除くといった、

夕食に関するご要望を承ります。

憑ご高齢のお客様へ臼
ご宿泊施設での歩行のお手伝いや歩行距離の少ない
お部屋の手配といった、ご要望を承ります。

磯現地到着後のお客様へ
旅行中、現地到着後のお客様を専用ダイヤルにて
サポートいたします。

詳しくは、http：／／www．ana・CO・jp／Skh・OmOtenaShi／をご覧ください。

○おからだの不自由なお客様へ
（例）・華いすをご利用の方への各種ご案内や空港車いすのご用意。

・バリアフリールームのご案内。

・福祉車両（レンタカー、介護タクシーなど）のご案内。

※取扱旅行会社の方もお気軽にこ相談ください。
※旅行参加に降し介助をしていただく方の同伴をお願いする場合がございます。

おからだの不自由なお客様で特別の配慮を必要とする方は、ご旅行お申し込み
時に下記ツアーアシストデスクへお申し出ください。お伺いした内容に応じ、
必要と思われる手配や注意事項のご案内をさせていただきます。

ツアーアシストデスク03t6251－8550
受付時間10：00～12：00／13：00～18：00（土・日朝臼および12／29～1／3を除く）

詳しくは、http：／／www．ana・⊂0・jp／traveL／info／assist／をご覧くださいo



添い寝プラン

連休や冬休みなどの家族旅行に、おトクな添い寝プランをご利用ください。ツ㌫至芸と謹告票に
一部コース、利用日によっては小人代金がお安くなる場合がございます。

お子様と鵬絹のベッドなら

…添い招ブラン代金をご利用いただけますご

（たとえば、ご両親とお子様2名で旅行する場合…）

大人1名、お子様1名で
ベッド1台の

ご利用となります。

大人旅行代金（2名様分）車添い寝プラン代金（2名様分）

●添い寝プランのご案内

ご旅行代金 �プ �小人代金 

ご利用内容 �～11歳） �（3歳～11歳） 

航空座席 �あり �あリ 

食事・ベッド（布団）・アメニティ �なし �あり 

バス・JR �なし �あり 

ホテルからのおもてなし �なし �あり 

施設使用料 �宿泊施設欄をご確認ください �なし 

このマークを行程表に表示しているコースの
宿泊施設でご利用いただけます。

や3歳以上6歳（未就学児童）以下のお子様が対象となります。

巨頭頭諾言表芸瞥白施設駅表示

㊦11歳以下のお子様まで対象となります。

回国園田固匝≡司
＝　・　　　　　■　・

7㌢レディースセット付き（女性のみ）

☆ウェルカムドリンク付吉

田凋fm豊■」．頑顔料神妙榔

〈施設使用料が別途必要な場合があります。〉添い寝プランをご利用の場合、
一部宿泊施設で施設使用料が別途必要な場合がございます。詳しくは宿泊施設欄をご覧ください。

※囲マークのある宿泊施設は添い寝プラン対象外です。

※Klds添い寝は、滞在中連続して対象マークのある施設をお選びください。

※年齢制限がある場合がございます。詳しくは、宿泊施設欄をご覧ください。

※同伴の方と添い寝になりますので、ベッド（布団）が手狭になります。

※バス・観光船・JRなどのオプショナルプランで座席をご利用の場合は、一書机、人料金が必要となります。

※レンタカーをご利用の場合、添い寝のお子様も利用人数に含まれます。

※添い寝プランは航空座席のみの擢供となり、宿泊・食事・ベッド（布団）・ホテルからのおもてなレアメニティグッズ・ツアーのポイントは提供されません0

1基本代金（お一人様）（福岡発／往復新千歳直行便利用）

※福岡発着往復新千歳直行便利用以外はフライト追加代金（P．42参照）が必要となります。

※大人代金にて参加される人数内でお申し込みください。

（大人代金適用2名の場合、添い寝プラン代金適用人数は2名まで。
ただし、1台のベッド（布団）に添い寝できるのは1名までとなります。）

※プレミアムクラスをご利用の場合は、大人・小人同様に追加代金が必要となります。

4



■マークのご案内※2013年7月現在の情配なります。

回

国

園

圏

温泉あり※1

露天風呂※1

あり

バイキング

（夕食）

添い寝プラン
対応不可

国大浴場あり　団諾あり※2

団弼ルーム※3匿桓なし※4

国呈蒜完置き国語※6

団琵欝報※7匿牒難※8

裏芸認諾診※10　　　奉還遊芸正喜嘉※11

■旅行代金について

※1男女別、時間等により入替制の場合もございます。また、施設により有料の場合もございます。

※2・※8ご利用料金については各宿泊施設にご確認ください。

※3出発前予約制となり、ルーム数に限りがあります。また、ルームタイプに指定がある場合がござ
います。ご予約時にお申し出ください。マークがなくても設定がある施設もございます。ご利用

希望の場合はリクエスト対応となりますので、お問い合わせください。
※4冷房完備の施設でも、温度調節不可の施設もございます。冷房設備は、冷暖房の切り替えが

できない等、施設によって異なります。
※5貸切ではございません。貸切の場合、別途料金が必要となる場合がございます。

※6部屋食（夕食）は個室宴会場となる場合がございます。（特に記載のない場合は、夕食はレスト
ランまたは宴会場にてセットメニュー（バイキングに変更の場合あり）となります。）夕食場所・
メニューが“または”で表示されている場合、指定はできません。

※7駐車場無料のホテルでも大型車は有料の場合がございます。

※7・※8について、台数に限りがある場合がございます。駐車場は隣接する契約駐車場となる場

合がございます。また立体駐車場の場合、一部ご利用いただけない車種もございます。

※9ご予約をいただいてからの手配となります。

※10出発前にご予約が必要です。

※11出発前にご予約（有料）が必要です。

※12Kids添い寝対象施設となります。

旅行代金とは「基本代金として表示した金線」と「追加代金として表示した金額」の合計を指します。
出発日・利用人数・日程により旅行代金が異なります。各コース該当カレンダー記載のアルファベットをご参照のうえ、代金をご確認ください。小人代金は旅
行開始日当日を基準に、満3歳以上12歳未満のお子様に適用となります。またご旅行中にお客様のご都合で使用されなかったクーポン券頬の払戻はでき

1お客様へのご案内

最少催行人員　特に記載のない限り2名様より催行となります。（ただし1名1室の設定がある宿泊施設のみを利用した場合は1名様より催行します。）
お申し込み　特に記載のない限り2名様以上でお申し込みください。（ただし、1名1室の設定がある宿泊施設のみを利用した場合は、1名となります。）また、
お申し込み時に必要部屋数をお申し出ください。
ご出発日の前日から起算して10日前までご予約を承っております。（お申し込み内容の変更も10日前までとなります。）ただし、満席等の理由により受け付け
ができない場合がございます。
ご利用便　便名はご予約いただいた時点で決定いたしますが、ダイヤ変更に伴い便名・フライトスケジュールは変更となる場合がございます。その場合予定
の日程を変更することもございます。
券面に記載されている便以夕帖去ご利用いただけません。また、乗り遅れ（交通機関の渋滞等含む）による代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払戻は
できませんのでご注意ください。また、代替交通手段についてもお客様自身での手配となります。
※2歳のお子様がご参加で旅行中に3歳のお誕生日を迎えられる場合は、復路搭乗矧こ有効な商品または航空券をお買い求めください。

宿泊施設　特に記載のない限り、客室の指定はできません。ルームタイプがまたはMで表示されている場合、指定はできません○
パンフレットに記載されている客室写真・間取り図は一例となり、実際と異なる場合がございます。

相部屋はお受けいたしておりません。特に記載のない限り、バス・トイレ付きとなります。

◇羊室〉宿泊施設により1室1名～7名様でご利用いただけます。特に記載のない限り1名1室はシンクレルーム、2名1室はツインルームのご利用となります0（3名～7名1室で
ご利用の場合はツイン十エキストラベッドまたはソファーベッド等となります。）

〈和室・和洋室〉宿泊施設により1室1名～8名様でご利用いただけます。（1室の広さ（畳数）は利用人数により変わります。）
パンフレット内の「ホテルからのおもてなし」は記載のない限り、滞在中1匡lのご利用となります。各宿泊施設チェックイン時にお申し出のうえご利用ください。
また、記載のおもてなしの内容は一部となる場合がございます。

禁煙ルームの設定があるルームタイプは施設により異なります。早めのチェックイン、遅めのチェックアウトができる施設は時刻を赤文字で表示しています。
施設使用料について　添い寝プランまたは0～2歳の幼児の方で食事や寝具を必要とされない場合でも施設使用料が必要な場合がございます0（現地払い）
各施設に記載されている金額は1泊あたりの金誌となります。
施設使用料に含まれているものは各宿泊施設により異なりますので各宿泊施設にご確認ください。※添い寝の可否については各宿泊施設にご確認ください0

食事　食事条件は特に記載のない限り朝食付きとなります。パンフレットに記載されている料理写真と器は一例です。時期により変更となる場合がございます0食

事内容は大人と小人では異なる場合がございます。
夕食付きの施設にお申し込みの方は特に記載のない限り18：00までに宿泊施設へチェックインしてください。それ以後となる場合は必ず宿泊施設へご連絡のうえ・

夕食対応時間をこ確認ください。宿泊施設によっては夕食の対応ができない場合がございます。その場合、お客様の夕食放棄となりますのでご注意ください。
夕食場所について特に記載のない場合は、レストランまたは宴会場にてセットメニュー（バイキングに変更の場合あり）となります。夕食場所・メニューがまたは”で表

示されている場合、指定はできません。

オプショナルプラン　プランにより小人の対象年齢が異なります。3歳未満のお子様のご利用については、お問い合わせください。また、プランによって現地
ではお申し込みいただけない場合もございます。
添乗員　特に記載のない限り添乗員は同行いたしませんので、ご旅行中の諸手続きはお客様ご自身で行っていただきます0
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フットワーク

レンタカーチョイス

¢男筑ン満タン鮎不要！

◎乗り捨て料金迅岩淵
※空港・市内営業所以外での配返華は別途料金が必要と

なる場合がございます。

0人堅　塁｝｝　　　閻′

Sクラスから追加代金なしで

Aクラスに無料グレードアップ

くAクラス車種一例〉

インプレッサスポーツ

（イメージ）

※禁煙車のみ、車種指定はできません。
※ご予約時に先着順にてこ用意します。設定台数を超え
た分は通常のグレードアップ追加代金にてこ利用いた
だけます。（P．7・16参照）

●出発空港：福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島■那覇・宮古・石垣空港
●設定期間：〈ロレンタカーチョイス〉2013年10月1日～11月30日の毎日出発

〈回JRチョイス〉2013年10月1日～2014年5月6日の毎日出発

●食事条件：朝食付き（ただし、ご利用ホテルによっては朝・夕食付き
※詳しくは、各ご利用ホテルのご案内をご覧ください。）

●最少催行人員：2名（ただし、1名1室の設定があるホテルのみを利用する場合は1名様となります。）

二二日＿’）∴ト・∴■＝∴三・，j’い‾二・千二・に∵11∴！二、三∵∴ツ‘iT（二．，三二ン‥・■‡一三11】二㌧一十十∴・・■

こ■．：．；，さ■二三：∵∴こ∴．i一■∴．■■＼ご一l．ト！＿＿∴．‾二二〉

さらに11歳以下のお子様がご利用いただける施設には

匝亘頭、プラン適用外の施設には圏が表示されています。
詳しくは各施設の情報をこ確認ください。
※Kids添い寝はレンタカーチョイスのみの設定となります。

日程 �行　程 �食事 

1 �匝頭卜匡童画＝レンタカー脇またはJRェ＝ホテル � 
㊥到着後フリータイム 

中日 �◆終日フリータイム �画 

最終日 �◆出発までフリータイム �回 
ホテル＝レンタカー島甜まJRE＝回す直垂画 

国についてはお客様のご利用空港となります。
利用空港・路線・億についてはフライト情報ページをご覧ください。

レンタカーチョイス・JRチョイス共通

〇・宿泊施設の有料駐室料金串蛮望望

◎選べるお買い物＆ご飲食券500円分付き！四日

！一偏岩音LE，。ARK　　　　　　　　環蕪責

三井ア曽トレットパーク札幌北広島　　千歳アウトレットモール・レラ

嘉茫委託嘉恵烹緊◎所にてANAスカイホリll」仙l∴＿

ぎ二ク「投与弓控準享7ノ駁警竺＿メ
でお一人様500円分の

お買物＆ご飲食券をお渡

しいたします。

営業時間：物販／1000～20：00

飲食／11：00～21：00

フードコート／10：30～21・00

定休日■不定休

千歳アウトレットモー　‾■‾、

ル・レラのインフォメー
シヨンにてANAスカイ

ホリデークーポンと引
き換えでお一人様500

円分のお買物＆ご飲食
券をお渡しします。

営業時間’10．00～19：00

（季節により変更になることもございます）
定休日：年中無休

お問い合わせ三井アウトレ井ノて－ク札幌北広島　　　　お問い合わせ千歳アウトレットモール・しラ

〈お買物＆ご飲食券共通のご案内〉※500円に満たない場合でもお釣りは出ません。不足分は現金でお支
払いください。※換金はできません。その他割引券との併用はできません。※盗難・紛失または滅失に対し
て、再発行はできません。※一部施設ではご利用いただけません。※添い寝プランは対象外となりま‾丸

は蟄℡担お■鴨＆ご飲食券は出発日でご予約ください。ただし、有効期■はご旅行中となります。
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脳憂思好男瀾

鞘基本代金には行程中のSクラス1台のレンタカー代金が

含まれております。追加代金でご希望のレンタカークラ
スへのグレードアップができます。
基本レンタカーはSクラス（5名定員）となり、1室に
つき1台の配車となります。また、1泊ごとに客室数
が変わる場合は、全泊中最少の客室数がレンタカー
の配車台数となります。
※6名以上1室をご利用の場合はSクラス2台の配車と

なります。※添い寝プラン・乳幼児を含む人数が乗車
定員を超える場合は、グレードアップが必要となります。

〈価格に含まれるもの〉基本料金、保険代（対人・対物・車両・人身傷害補償）、免責
額補償制度加入料、乗り捨て料金、消費税
※ノンオペレーションチャージ（NOC）・有料道路代・駐車料金（宿泊施設を除くトガソ
リン代等はお客様負担となります。

薩車種指定OK！

「ハイブリッド車（ES・EA・EW・EBクラス）」をご用意！
※すべて禁煙車となります。※下記は車種の一例となります。その他車種もございま

すので、ご予約の際お問い合わせください。※台数に限りがありますのでご希望に添
えない場合がございます。※10月ご出発でスタッドレスタイヤをご希望のお客様は、
ご予約時にお申し出ください。（リクエスト手配）※全期間4WD車をご用意いたしま

す。（ES・EA・EW・EBクラスを除く）※S・Aクラスは2WD車もございます．

クラス �S �ES �EA �EW �A �WH �EB 

定員 �5名 �5名 �5名 �5名 �5名 �7名 �5名 

車種の 一例 �ノート等 �フィット ハイブリッド �アクア �フィット シャトル ハイブリッド �インプレッサ スポーツ等 �エクシーガ �プリウス 

B �¶〟 �HC �RV �WA �WB 

5名 �5名 �5名 �5～7名 �8名 �8－10名 

インプレッサ G4 �レガシィ ツーリング ワゴン等 �マーク× �オデッセイ �セレナ等 �ハイエース ワゴン（10 人乗り）等 

※S・A・WH・B・TW・HC・RV・WAクラスは、車種指定なし禁煙車・喫煙車もございます。

※上記クラスは当社の定めるクラスとなり、ニッポンレンタカーで定めるクラスとは異なります．

馳■※6歳未満のお子様が同乗し、チャイルドシートのご予約がない 

場合は、レンタカーの貸し出しができません。ツアー予約時に必ずご予約ください。※チヤ 
イルドシートの装着により定員の乗車ができない場合があります。※空港⇔営業所間は 
送迎となる場合がございます。※駐車料金はお客様負担となります。（宿泊施設を除く） 
※違法駐車をされないようこ注意ください。配車時に、ご利用期間中の緊急連絡先、違反発 
生時の連絡先として携帯電話番号をお伺いいたしますので、ご了承ください。※降雪時は 
山間部など走行場所や天候状況によりスタッドレスタイヤが必要となる場合もございます。 
ご希望のお客様は、ご予約時にお申し込みください。（リクエスト対応）※カーナビにつき 
ましては、新設道路や新規宿泊・観光施設はカーナビに表示されない場合がございますの 
で、道路状況など詳細は、貸し出し時に、レンタカー係員へご確認ください。 

・・、‥　レンタカ －8大ポイツト

（逆師∈効＝僻諸二鮭暫塾生攣撃攣＿■ti■■■？「「甲禦
※数に限りがございまも空藩営業所■札幌駅南口・札幌駅北口・函館駅前で配返車する場合のみのこ利用となりまも

滝捜蝮顆欄か啓竿僻琴留学梅毒

※台数に制限がありますのでこ希望に添えない場合がございます。車の空きがあっても
チャイルドシートがご用意できない場合、レンタカーの貸し出しはできません。

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

〈5名以干2甲禦問定〉優艶魅暖蓼旦匪訝弛妙
‾‾「スのグレ・里軍配撒過紺闇将㍍托、劉発射暁法認錆や㌦

5名様以上のグループで参加され、基本代金の基準となるホテルの利用部屋数よりレン
タカーの利用台数が少ない場合は、追加代金なしで下記のクラスへの変更ができます。
■ご利用条件　ル川ドアノブは下記バタ　ンのみと竃ります

5名様でご参加 �2部屋利用 �Aクラス1台 

6－8名機で ご参加 �2部屋利用 �WAクラス1台 

3部屋利用 �WAクラス1台またはAクラス2台 

9名様でご参加 �3部屋利用 �Aクラス2台 

！※台数に限りがこ≡　潰すのでご鞘恵できない場合がこさいます。
t※添い寝フラン・乳幼児は人数に含みません。

t運営管理者：ニッポンレンタカー

タツドレスタイヤご希望の場合は、ANAスカイホリデー予約センターまでご連絡ください。

JRチョイス乗り降り自由旅情たっぷり列車の旅　正。
■基本代金には行程中の道央周遊パスまたは道南周遊パス代金が含まれております。

ご予約時にお選びいただけます。

追加代金でご希望の周遊パスへのグレードアップができます。雇遷蛋琵蓬還∋

〈フリー乗車区間MAP〉道央周遊パス、道南周遊パス、道東周遊パス、北海道周遊パスよりおひとつお選びください。
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3－7日間

′／

新千歳空港到着ロビー内
ANAスカイホリデーカウン
ター・札幌駅り」＼樽駅・函館駅

パスの有効期限
3日間コース：3自閉、4日間コース：4日間、
5日間コース：5日間、6日間コース：6日間、
7日間コース：7日間

それぞれ下記の区間内であれば何回でも
乗降車できます。
（本州直通の夜行列車・寝台およびホームラ
イナーはご乗車できません。）

新千歳空港到着ロビー内ANAス
カイホリデーカウンター・札幌駅・
釧路駅・帯広駅・網走駅・旭川駅

新千歳空港到着ロビー内ANA
スカイホリデーカウンター・札幌

駅・函館駅・旭川駅・帯広駅凋‖
路駅・網走駅・稚内駅

指定区間内の」R北海道内の特急・快速僧通列車の指定席（乗車当日空席がある場合のみ）または自由席利用が可能でも予約時に選択された指定窓口

周遊パス使用開始後は、列車の運休および遅延等が発生した場合においても、払戻はいたしません。

グノーン席をご利用の場合は、空席がある場合のみ別途特急券＋クノーン券の追加代金でご利用可能でも各周遊パスは、乗車当日空席が

あれば指定席（リゾート列車、臨時列車含む）の利用も可能です。利用の際には、」R周遊パスに引き換え後、利用日当日に「みどりの窓口（対応可能な駅に限る）」でご予約ください出
発前の事前予約は不可となりまも指定席の追加料金はありません。自由席のこ利用でも払戻はございません。

■運行管理者：北海道旅客鉄道



ご利用ホテル※特に記載のない限。バス．ト．レ付き※基本グル＿プホテル以夕掩ご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

幌駅周辺）　　adam上の地域名札幌　札幌（事

回国匝司

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00／

OUT12：00（通常11：00）

★新千歳空港から電車
で約36分

★JR札幌駅から徒歩
約7分

すすきの周辺）　adam上の地域名札幌　札

国田回

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常日：00）

★新千歳空港から車で
約60分

★地下鉄すすきの駅から
徒歩約1分

（すすきの周辺）　adam上の地域名札幌

●洋室（1～4名1室）
洋室コネクティング
ルーム（4～5名1室）

●1泊朝食付き
●lN13：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で
約60分

adam上の地域名札幌　札幌（大通公園周辺）　adam上の地域名札幌

園匿1画

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常11：00）

★新千歳空港から電車
で約36分

★」R札幌駅から徒歩
約1分

（中島公阻周辺

←・

血．★地下鉄すすきの駅から　仁∠∠

Arウェルカムドリンク付き

ン朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名札幌　札

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★新千歳空港から電車で
約36分

★」R札幌駅から徒歩
約7分

☆朝会を昼食に変更可能

adam上の地域名札幌

固蘭画
adam上の地域名札幌

●洋室（1～3名1室）
※2名1室はハリウッドツ

インとなります。
●1泊朝食付き
●lN13：00／OUT12：00

★新千歳空港から車で
約60分

★地下鉄大通駅から
徒歩約1分

えごウエルカムドリンク付き

とミネラルウォーター無料（1泊につき1本

adam上の地域名．札幌

回国園田

●洋室（1－4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00（通常15：00）／

OUT12：00（通常日：00）

★新千歳空港から車で約60分

★」R札幌駅から車で約40分
※JR札幌駅から無料送迎有

（詳細は直接ホテルへ）

☆朝食を昼食に変更可能
て㌢フェアリーフォンテーヌ

（プール・温泉施設）入場券付き

●洋室（1－3名1室）
洋室または和室（4名1室）

●1泊朝食付き
●lN13：00／

匝頭　約4分

adam上の地域名．札幌　札

●洋室（1～5名1室）
●1泊朝食付き
●tN14：00／

OUT12：00（通常日：00）

★新千歳空港から車で
約60分

★地下鉄幌平橋駅から
徒歩約3分

薗函萱萄※誓謁は矧56cm以上
ぎー虔ご二逐迂悪感豊漁迫意想
・☆レストラン10％割引券付き

（貸切時利用不可）

adam上の地域名：札幌

国園因
adam上の地域名．札幌　札幌

団圏匝頭

●洋室（1～4名1室）
※禁煙ルームのみの設

定となります。
●1泊朝食付き
●tN13：00／OUT11：00

★新千歳空港から車で
約60分

★JR札幌駅から車で
約5分

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／

OUT12：00（通常11：00）

★新千歳空港から電車
で約36分

★JR札幌駅から徒歩
約4分

（中島公園周辺 addm上の地域名：札幌

団園田

●洋室（1－4名1室）
●1泊朝食付き
●IN14：00／

OUT12：00（通常11：00）

★新千歳空港から華で
約60分

★地下鉄中島公園駅から
徒歩約3分

adam上の地域名：札幌

団園田
adam上の地域名：札幌　札幌

団固唾
a由m上の地域名札幌　札幌

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTH：00

★新千歳空港から車で約60分

★地下鉄中島公園駅から
徒歩約2分

※露天風呂は女性用のみとなり

ます。男性用はございません。

大浴場を利用可能
添い寝のお子様（4～11歳）は入浴料

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で
約60分

★地下鉄中島公園駅から
徒歩約2分

●洋室（1～5名1室）
●1泊朝食付き
●IN13：00／OUTll：00

★新千歳空港から電車
で約36分

★」R札幌駅から徒歩
約2分

adam上の地域名札幌

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／

OUT12：00（通常11：00）

★新千歳空港から車で
約60分

★地下鉄大通駅から徒歩
約5分

‡朝食を昼食に変更可能

∂dam上の地域名札幌　札

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／0UTll：00

★新千歳空港から電車
で約36分

★」R札幌駅から徒歩
約2分

ad訓¶上の地域名●札幌

●洋室スタンダードフロア
（1～2名1室）

洋室ロイヤルフロア
（3～4名1室）

●1泊朝食付き

讐●払子‰常11＝。。）

琵琶固‡漕亨碧分から徒歩約2分

阜㌻【2連泊以上】清掃・アメニティ交換不要の場合

館内利用券付き（1室につき500円分）
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ご利用ホテル※特に官己載のない照りバス．ト．レ付き※鉢グループホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

adam上の地域名：札幌　干

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★新千歳空港から電車で約36分

★」R札幌駅から徒歩約7分
※カルロビバリスパ休館日：

10／1、11／5、12／2、1／6、

2／12、3／3、4／1、5／7（予定）

回田囲回国匝亘司

貞㌻カルロビバリスパ入浴券付き

（休館日あり）

adam上の地域名．小樽

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

adam上の地域名：千歳

園田担

●洋室コンフォートルーム
（1～3名1室）

●1泊朝食付き
●lN12：00（通常13：00）／

OUT12：00（通常11：00）

★新千歳空港から車で約15分
★」R千歳駅から徒歩約7分
※新千歳空港から無料
送迎有（詳経は直接ホ
テルへ）

㌻朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名．小樽

∃★宗謁題岩、瓢謎端整
圭；7品蒜蒜古壷宗蒜苗、出藍

し二三冨丁□

訂執念を昼食に変更可能
たミストサウナ付き浴場入浴券付き

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で
約80分

★JR小樽駅から徒歩
約7分

√朝食を昼食（ランチバイキング）に変更可旨

adam上の地域名嘲乳11キロロ

ミ●洋室（1～3名1室）

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★新千歳空港から華で約70分

★JR小樽簗麓駅から車で約12分

※JR札幌駅北口、小樽駅、

小樽築港駅から無料送
迎有（詳細は直接ホテ
ルへ）

‡ウェルカムドリンク付き
も；朝食を昼食に変更可能（メニュー限定）
Ar室内プール＆フィットネスジム利用券付

ad8m上の地域名：定山渓

●和室（2～4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★新千歳空港から車で約100分

★JR札幌駅から車で約60分

同国園田因
‡川‾、‾一　°‾㌦十六二王∴∴∴∴■■‖‾　■・
丸；「森乃湯」入浴券または買切風呂40分付き

9

adam上の地域名：朝里川

●洋室スーペリアルーム
（2～4名1室）

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT＝：00

★新千歳空港から車で
約110分

※宿泊除外田：11／4～
11／22、5／6－5／12

国園田団田
adam上の地域名：定山渓

●和室（1～5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00（通常15：00）／

OUTlO：00

★新千歳空港から車で
約100分

★」R札幌駅から車で
約60分

国回国国園
7㌢蜂蜜バイキング付き（ラウンジにて15：00～22：00

Arモーニングコーヒー付き（ラウンジにて7：30～10：00

adam上の地域名ニセコ　ニセコ

●和室（2－4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUT11：00

★新千歳空港から車で約120分

★」R倶知安駅から李で約15分

麹F二裏表
＿　＿＿＿■＿！■l

こ＝：ニー一一⊥愚

回国囲国因

E国建碑貌声表児童）

adam上の地域名・千歳　支筍

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で
約30分

★JR苫小牧駅から徒歩
約4分

adam上の地域名●小樽

回国匝亘司

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●tN14：00（通常15：00）／

OUT12：00

※5／ト5／6は通矧Nとなります。

★新千歳空港から電車で約
70分

★」R小樽築港駅から徒歩
約5分

鼻J朝食を昼食に変更可能
∋ゝ館内レストラン割引券付き

adam上の地域名：支筍湖

●利］洋室（2－5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★新千歳空港から車で約40分

回国田国または園田

adam上の地域名一小樽

●洋室ダブル（1～2名1室）

洋室（2名1室）
和洋室（3名1室）

※洋室、洋室ダブルは、バス
なレシャワーブースのみ

※全室禁煙となります。

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で
約80分

★」R小樽駅から徒歩
約1分

包囲圏匝頭

adam上の地域名．定山渓　定山渓 ddam上の地域名：定山渓

●洋室（2名1室）
和室（2～6名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUTlO：00

★新千歳空港から車で
約100分

★」R札幌駅から車で約
60分

L仙∴∴二二二段邑

園毎囲園田
1．050円（0～1歳）、

2．625円（2歳～未就学児童）

adam上の地域名ニセコ　ニセコ

●洋室（1～3名1室）
和洋室（4名1室）

※全室禁煙となります。
●1泊朝食付き
●－N14：00／OUTll：00
★新千歳空港から車で約120分

★」R倶知安訳から車で約15分
※宿泊除外日：11／4～‖／29

画因園固囲

●和室または和洋室

弓　約100分

猥藁感敦盛★」R札幌駅から車で約60分

回国団園田
済蓬責重義蔓還意義
た夕食時ワンドリンク付き

駿河弧E潮目．950円（2轟～禾就学児章）

＝セコ　　　　　　　　a由m上の地域名ニセコ

●洋室（2～3名1室）
和洋室（4－5名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で約130分

★JRニセコ駅から車で約10分

Jr高橋牧場の飲むヨーグルト1本付き
Ar湯めぐりパスポート付き

adam上の地域名ニセコ　ニセコ

は穏宗吾1室）
●lN15：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で約110分
★」Rニセコ駅から車で約10分

☆チェックイン前、チェックアウト後の温泉
利用可能

adam上の地域名．ニセコ

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

OUT12：00（通常日：00）

★新千歳空港から車で約120分
★」Rニセコ駅から車で約10分

盛国因園田



ご利用ホテル※矧こ記載。ない剛鳳ト．レ付き※基本グル＿プホテル以夕搾ご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

adam上の地域名ルスツ　ルスツ

回田園田

●洋室（2～4名1室）
※全室禁煙となります。

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT11：00

★新千歳空港から華で約90分

★」R札幌駅から車で約90分

※JR札幌駅から無料送迎有

（詳細は直接ホテルへ）
※宿泊除外日：10／14－10／18、

10／20－11／22、4／6－

4／25（予定）

食を昼食に変更可能（ 50円分、当日のみ

adam上の地域名：ルスツ

●洋室スイート（2～7名1室）
※全室禁煙となります。

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で約90分

★」R札幌駅から車で約90分

※JR札幌駅から無料送迎有

（詳細は直接ホテルへ）
※宿泊除外日：11／4－12／6、

団固団園田

adam上の地域名：登別　章

●和室または和洋室
（1－5名1室）

●1泊朝夕食付き
●▲N1300（通常14：00）／

OUTlO：00

★新千歳空港から幸で約60分

★JR登別駅から串で約15分

に二二ふ】ふ　一　一‾塩璧盟

唾回国囲園

4／1～4／25（予定）

adam上の地域名：登別

●洋室（2名1室）
和室（2～5名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN14：00／

OUTll：00（通常10：00）

★新千歳空港から車で約60分

★JR登別駅から奉で約15分

詔天風呂の一例

a由m上の地域名：登別　告別

●スイート洋室（2名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUT12：00

★新千歳空港から車で約60分

★」R登別酢から車で約15分
※12歳以下のお客様は、

ご利用いただけません。

国包国図画因

琉【2連泊以上】岩盤浴60分利用可能
jr客室冷蔵庫内ドリンク付き
で、う谷衣を2枚ご用意

ad8m上の地域名■登別

●露天風呂付和洋劃2－4名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で約60分

★」R登別駅から車で約15分
※夕食対応時間：17：30－21：00

億終スタート19：30）

国毎田園園
駁掟振返13．150円（3歳～未就学児童）

adam上の地域名洞爺湖　洞爺湖

鵡蓼琴

●洋室（2名1室）
和洋室（3～4名1室）

※バスなレトイレ付き
●1泊朝夕金付き
●lN15：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で
約110分

★JR洞爺駅から車で

d　約20分

回国団団国田
園2′625円（3歳～未就学児童）

函館

ad8m上の地域名：洞爺湖

●洋室（2～3名1室）
※スーペリアツイン（海側）

※票数トムのみの認定と別ます。

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT12：00

★新千歳空港から車で約120分

回国団透まう還置箪笹－－　】　－　（詳矧は直接ホテルへ）

田　　　※宿泊除外日：12／30～1／2

√プール＆トレーニングルーム利用無料

adam上の地域名．函館　宙館

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

二二二；三三‡
鯉塵
園薗匝頭
しム」、山＿′．小　　　　　山．〉＿＿劇Ⅳ　　　　　R

▼　ウェルカムドリンク付き

蕊朝食を昼食または朝市のr海鮮丼」に変更可能

adam上の地主変名：函館

●洋室（1～2名1室）
和洋室（3名1室）

※洋室は、バスなレ
シャワーブースのみ

●1泊朝食付き
●lN15：00／

揃箇★鎧毒呈猥革－－－‾‾★」R函館駅から徒歩約10分

囲

予女性のお客様にレディースセットご用意

四国田園
回転

adam上の地域名：登別　登別

●和室または和洋室（2～5名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN14：30／OUTlO：00

★新千歳空港から車で約60分
※新千歳空港、JR札幌
駅から無料送迎有（詳
細は直接ホテルへ）

、，＿．＿．＿、＿予て‘‥　∵．■1’∴＿∴・＿－▼▼＿＿⊥一二＿▼▼．＿▼▼・．．＿

ごi夕食時ワンドリンク付き（お酒またはソフトドリンク）
、でr女性のお客様にオリジナルビニール巾着ご用意

議癌壷】‾2′毎亘（≦窟二乗醜学児童）

adam上の地域名登別

adam上の地域名：登別

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
●IN14：00／OUTlO：00

★新千歳空港から車で約60分

★」R登別駅から車で約15分

回国団園団
‘；コーヒー1杯付き

‘㌻夕食時ワンドリンク付き

「護議「m州…「●和室（2～4名1室）
弓il示南　台再盲
●－N14：00／OUTlO：00

★新千歳空雇から車で約60分

★」R登別駅から華で約15分

忘盃霊雲謡慧雷コ●和室（2～5名1室）
はオリジナ！レ湯の華付き（大人のみ）

画面2，沌0円（3歳～未就学児童）

adam上の地域名：洞爺湖　洞爺湖

「　●㌍琵笹洋室
●1泊朝夕食付き
●lN14：30／OUTlO：00

★新千歳空港から車で約110分
★JR洞爺駅から車で約20分
※宿泊除外日：12／1－12／6

邑⊥表曳凛E腰司

画毎臨囲園田

汀タオルを2枚ご用意
金時、調理長おすすめ「季節の一品」付き

駁湖呈12，6！弼（3轟～未就学児童）

adam上の地域名洞爺湖

弓●洋室（1～2名1室）
和室（3－5名1室）
※館無指定

●1泊朝夕食付き
●lN14：00／0UTlO：00

★新千歳空勤、ら車で約110分
★JR洞爺駅から車で約20分

国包田園因
－ヒー券（大人のみ）

1．050円（0～2歳）、

3歳以上添い寝不可

a由m上の地域名・函館　専用

●洋室（1一一3名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00／0UTll：00

★函館空港から車で約20分
★JR函館郡から徒歩約10分

鷲
一r朝食を昼食（ランチバイキング）に変更可能

adam上の地域名湯の川

●和室または和洋室
（1～5名1室）

●1泊朝夕食付き
●】N13：00（通常14：00）／

OUTll：00（通常10：00）

★函館空港から車で約10分

圏画国囲国田
園2．625円（2歳～未就学児章）

adam上の地域名：函館

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★函館空港から車で約25分
★」R函館駅から徒歩約7分

㊨晶澗

☆朝食を函館朝市指定店の「海鮮丼」に変更可能

adam上の地域名湯の川

●和室（1～5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUTlO：00

★函館空港から幸で約10分
★JR函館駅から車で約20分

田園因

☆しおさい事の入浴券付き
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