
※当日やむを得ない理由（天候・その他）でご予約いただいた便の便名お

よび時刻の変更等があった場合でも差額の払戻はございません。
※乗り遅れ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ご

自身での手配となります。

●【はEX（アイペックス）エアラインズ／ANAコ櫨ドシェア（共同還航）便ご利用の場合】
・lBEXエアラインズの機材および乗務員にて運航し、機内のサービスは

旧EXエアラインズの基準により行います。

A～Dフライトをご利用の場合は、往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに下記の追力馴七会が必要となります。

（往　路）A～Dフライト利用　追加代金（お一人様）

往路搭乗日 �10／1～10／＝ �11／1 11／3～11／10 �12／6～12／20 12／22～12／26 ��3／14～3／19 ��10／12 日／2 �12／27（一1／5 �4／26～5／1 10／13～10／31 �3／20 �1／6～1／10、1／12（一3／13 ��3／22～3／31 ��12／21 

11／11（－12／5 �5／2 5／4～5／6 �4／1′－4／25 ����1／11 3／21 ��5／3 

日～木 �金・土 �日～木 �金・土 

Aフライト �追力‡なし �追加なし �追加なし �500 �追加なし �追加なし �18，500 �23，500 �5，000 

Bフライト �追加なし �追加なし �追加なし �500 �追加なし �追加なし �18，50・0 �27，500 �3，5・00 

⊂フライト �5，000 �追加なし �3，500 �3，500 �1，500 �1，500 �11，500 �15，500 �3，500 

Dフライト �5，500 �5，500 �5，500 �5，500 �3，500 �3，50．0 �5，500 �jo，500 �5，500 

（復路）A～Dフライト利用追加代金（お一人様）　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位‥円

復路搭乗日 �10／2′）10／10 ��1り2、11／3、1り5（ノ11／10 ��12／6～72／79、12／22 ��10／11、10／12 �12／28へノ1／5 �4／26～5／1 

10／13 ��3／14（ノ3／20 ��12／24～12／26 ��10／14、日／4 

10／15～11／1、11／11～12／5 ��3／22、3／24′）3／31 ��1／6～り9、1／日、1／12 ��12／20、12／21 

5／2、5／6～5／13 ��5／3～5／5 ��1／14～3／13、4／1～4／25 ��12／23、12／27 1／10、1／13 3／21、3／23 

月～土 �日 �月～土 �日 �月～土 �日 

Aフライト �追加なし �追加なし �追加なし �＿追加なし �追加なし �500 �18，500 �23，500 �5，000 

Bフライト �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �500 �11，000 �27，500 �3，500 

Cフライト �4，500 �11，桐0 �追加なし �6，500 �3，508 �10，附0 �15，500 �15，500 �3，500 

Dフライト �5，5t】0 �5，500 �5，5t柑 �5，50tI �5，500 �5，500 �5，500 �10，508 �5，500 

お客様の楽しい空の旅をANAがお手伝いします。
ANAグループでは、お手伝いを必要とされるお客様に、rANAらくのりサービス」をご提供しております。

iMコァ≡リー5く爪リ
小さな言上．長連れの旅をお手伝い
妊娠中のお客様や、赤ちゃん・小さなお子様を

お連れのお客様が安心してご利用いただけるよう、
www．ana．CO．ip／rakunori／bmily　サポートをいたします。

搭乗口までご利用いただけるベビーカーをご用意しています。
また、お預かりしたお客様のベビーカーは「プレミアムカスタ
マー」・「プレミアムクラス搭乗のお客様」のお手荷物に次いで、

優先的にご返却いたします。
※お客様ご自身のベビーカーは手荷物カウンターでお預けください。
※ベビーカーと一緒にお預けになった他のお手荷物は通常通りのご返却となります。

弓二慧肉親・謬ヒぼ罠　　　　　、
．■小∴い・■二十∵二二＿＿＿二三∴＿＿＿・．＿＿▼．＿▼＿－■

機内には、おむつ交換台付の化粧室㌣・紙おむつをご用意してお
ります。ミルクをお持ちのお客様には客室乗務員がお作りいた
しますので、ご希望の方はお知らせください。一部の機材、毒2では
ベビーベッドをご用意しております。

※1提携航空会社が運航する一部の便は除きます。
※2ANA便（ボーイング737／320／Q84／Q83）および提携航空会社が運航す

る一部の優は除きます。

超



シティプラン東北1泊・2泊〈那覇発／往復基本フライト利用〉

※1室の利用人数が宿泊日ごとに異なる場合、最大の利用人数の基本代金を適用します。
※基本フライト以外をご利用の場合は、追加代金が必要となります。※宮古・石垣からご出発の場合には、発地追加代金（下記）が必要となります。

◆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　②国内線旅客施設使用料（羽田・中部国際空港乗り継ぎの場合）③規定の宿泊費・食事代
※規定以外の交通費、食事代、入園料等はお客様負担となります。

■出発日カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください。）

●基本代金（お一人様）

出穐8 1雷利用人声 ���A �8 �⊂】D ��E �F �G �H‡l†J ���K �L �MIN 

1 泊 �十 ′萎′朴二・1．㌢・ �3名1皇 �47，300 �47．800 �48，000 �50．800 �52，800 �53，800 �54，800 �56．300 �57，800l58．的○ ��62．800 �砧，800 �69．800 �72．800 

2名1壬 �47．800 �48，300 �49，300 �51，300 �53．300 �54，300i55，300， ��56．如0 �58．300痔9．300 ��63．300 �67，300† �F70．300 �73．300 

1名1主 �48．000 �49．300 �50．300 �52，300 �54，300 �55，300 �．56，30q �57．800 �59．300座0，300 ��64，300 �68，300 �71．300 �74．300 

● �3名1量 �47，800 �48，800l49，800 ��51，000 �53，800 �54．800 �55，800悠7．300 ��58．800】59．800 ��64．300 �68．300 �け1，300け4，300 
2名1圭 �40．300 �49．300け0．300 ��52．300 �54．300 �55．300 �56．300至57．800 ��59．300 �60．300 �64．000 �68，800 �71，800 �74，800 

1名1主 �49．300 �49，800】51．300 ��53．300 �55．300 �56．．300 �57．300 �58．800 �60，300 �61，300 �85．300 �6乳300 �72．300け5．300 

3名1主 �48．300 �48．800 �50．300L52．300 ��54．300 �55．300 �56．800 �58．300け9，800 ��60，800 �64．80：○ �88．800 �71，800 �74．800 

2名1圭 �48，800 �49．300 �51，300 �53．300 �55，300 �座も．300 �57．300 �58．800　60，300 ��61，300 �65．30・○ �69，300 �72．300 �75．300 

1名1主 �49，800 �50．300 �51．800 �53．800 �55，800 �56．800 �58．300 �59，800座1，300 ��62，300 �66．300 �70，300 �73，300 �76．300 

＿＿j▲i 頒 矛舷窓■ぞノ �3名1圭 �49．300 �49．800 �51，300 �53．300 �55，300 �56，3〇・〇 �57，300 �58，800 �‘60，300 �61．300 �65，300 �69．300 �72．300 �75．300 

2名1圭 �49．800 �50．300 �51，800 �53．800 �55．800 �56，800 �58，300 �59．800 �61．800 �62．800 �66，800 �70，800 �73．800 �76，800 

1名1王 �51．300 �51，800 �52，800 �54，800 �56．800 �57，800j59，300 ��80，800 �63．300座4．300 ��68，300 �72，300 �75．300 �78．300 

3名1塞 �50．300 �50，800け3．300 ��55，300⊆57．300 ��58．300要59，800ま61．300 ���63．300 �64．300座8．300 ��72．300竜75．300 ��78．300 

2名1量 �51．300 �51．800 �54．300 �56．300‡58．300 ��59．M �61，300 �62．800 �64，800 �65，800 �69．800 �73，800け6．800 ��79．800 

1名1室 �53．300 �53．800 �55．800 �57．800は9．800座0．800 ���62．800 �64，300 �；67，300 �68．300 �72，300 �76．300 �79，30両82．300 

げ 汐馳帯■診◆ �3名1玉 �51．300 �51．800 �53．800 �55．800 �57．800座8．800 ��60，800 �62．300座3，800 ��64，800 �68．800 �73．300 �76．300】79．300 2名1重 �52，800 �53．300 �56，000 �58．000 �60，800座1．800 ��63300 �64，800亘6300 ��67，300 �71，30・0 �75，300 �78，300 �81．300 

1名1量 �56．300 �58．800 �59．300 �61．300 �63．300164．300座5．300 ���66，80・0座8．300 ��69．300 �73，380 �77．800 �80，800 �83．800 
：‾て‾＝†こ：；∴「・・二㌻1二篭孟 ���12．0tlO �����������18，000 

二二仁王＿・．二・；メ≡一署轟 ���14，000 �����������24．000 

■出発日カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください。）

■基本代金（お一人様）
出発日 ，孟＼＼　＼　＼ ���A �8 �⊂ �D �E　盲　F ��G �H　…　　－　！・J．　K ����し　ぎ �仙　う　N 

2 泊 �塾 �3名1主 �52．300 �53．300 �54．300 �55，800 �57．300董58．300 ��50．300 �60嬰勘 60，800 �61．800 �62，… �64．800 �65．80両 �70．800 �274．800 

2名1圭 �52．800 �53．800 �54．800 �56．300 �57．800痔8．800 ��59，800 ��62，300 �63．300 �65．300 �68．300 �71．300 �75．300 

1名1主 �54．800 �55．800 �56．800l58．300 ��59．800 �60．800 �61．800座2，800！64．300 ���65．300 �67．300 �68．300 �73．300 �77．300 

b �3名1圭 �53，300 �55．300 �56．300 �57，800 �59，300 �60，300 �61，300 �62，30・Oi63，800 ��64，800 �67，80・0 �68．800 �73．800 �77，800 
2名1婁 �53800 �55800 �56800 �58300 �59800 �60800 �61800 �62800 �64300 �65300 � �漣坦鱒l け0，3001 �74300 �78300 

グループ �1名1圭 �55，800 �56．800 �58．800 �60．300 �61．800 �62，800－ �沌3．800 �64，800 �66．300 �l 67．30・0 �69，300 ��ゝ75．300 �79，300 

3名1主 �54．300 �55．300 �57．300 �58，800 �60，300 �61，300…隠些‡糾．苅0 ���65，800座6．800【88．800 ���69，800■ �■74，800 �78，800 

2名1圭 �54800 �55800 �50800 �60300 �61800 �62800沌3800 ��84800 �68300 �67300 �69300 �70300 �≠75300 �79300 

1名1皇 �56．800 �57，800 �l 59．000 �61．300 �62．800 �63．800沌5，800座6．800 ���68，300 �69．300 �l 71．300 �　　5 72．300け7．300座1．300 

良妻 タ鶴忘・慧・7 �3名1皇 �56．300 �57，300 �59．300 �60．800162．300 ��63．300 �64．300i65．300 ��66．800 �67．800座9．800 ��70月00け5．飢申79．800 2名1呈 �56．800 �57，800 �59．800 �61．300 �62．800 �63．800 �85．800座る．800 ��69．300 �70，300l72，300 ��73．300 �78，300座2．300 

1名1豊 �59．800 �80，800 �61．800 �63．300 �64．800 �65．800 �67．800l68．800 ��72．300 �73，300け5．30・0 ��76，300 �81300座5．300 

3名1圭 �58300 �59300 �63300 �64800 �66300 �67300 �69300 �70300i72800 ��73800 �75800 �76，800 7乳300 �81800 �85800 

2名1圭 �59，800 �60．800 �64．80：0 �66．300 �67，800 �68，800 �71，800 �72，800 �75．300 �76，300 �78，300 ��84，300 �88，300 

1名1主 �63，800 �64．800 �67，800 �69．300 �70，800 �71，800 �74，800 �75．800 �80，300 �81，300 �03，300 �84，300 �89，300 �93，300 

Jつ tr 紬蒜矛 �3名1墓 �60，300l61，300 ��64，300 �65．800 �67，300 �68，300 �71，300婁72．300 ��73．800 �Z！．800け6．800 ��78，800 �座3．800 i87300 �87，800 

2名1圭 �62．800 �63．800 �69．800 �71．300け2．800 ��73．800 �ぎ75．8bo妄76．800 ��78．300 82，300 �79．300座1．300 ��82，300 ��91．300 

1名1真 �69．800 �70，800 �74．800 �76．300 �77．800 �78．800け9，800ぎ80．800 ����83，300座5．300 ��87．300 �92，300196．300 

貰嵩艶． ��週加代蓋 �12．000 �����������18，000 

√主産藍監追加代慈 ���14，000 �����������24，000 
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