
［コ基本フライトは、基本代金に含まれております。

［コAフライト、［コBフライト、⊂］⊂フライトは、フライト追加代金が必要となります。

●発着空港は同一空港となります。

〔往　路）

〈直行便〉

○　…プロペラ機材での運航

（復　路）

出発地 �便名 �●Z ■＝7 イ ト �出発■到着 ���到着地 

福岡 �212 � �08 �00ト09 �：15 �中部国際 

214 � �09 �00日0 �：15 

218 � �10 �：30■11 �：45 

222 � �12 �05り3 �■20 

●3136 � �13 �：10り4 �25 

228 � �14 �：30り5 �45 

230 � �16 �10日7 �25 

232 � �18 �00日9 �15 

236 � �19 �40ト20 �55 

238 � �20 �30ト21 �45 

大分 �●3166 �A �09 �50り0 �55 

●3170 � �20 �15■21 �20 

熊本 �332 � �09 �10り0 �25 

0334 � �14 �50り6 �20 

336 � �19 �50■21 �05 

出発地 �便名 �フ ■＝フ イ ト �出発卜到着 ���到着地 

長崎 �372 � �09 �50ト11 �10 �中部国際 

374 � �19 �40■21 �00 

宮崎 �342 � �08 �45日0 �00 

344 � �11 �50日3 �05 

348 � �19 �00■20 �15 

鹿児島 �352 � �07 �45■09 �00 

354 �⊂ �12 �55■14 �10 

358 �B �17 �35日8 �50 

360 �B �19 �40ト20 �55 

出発地 � �便名 �三 イ ト �出発■到着 ���到着地 

中部国際 � �213 � �08 �：00■09 �：25 �福岡 

217 � �09 �00■10 �：25 

219 � �10 �：00■11 �：30 

221 � �11 �：00ト12 �：25 

225 � �14 �■15日5 �：35 

● �3135 � �15 �10－16 �．30 

229 �A �16 �30■17 �50 

231 �A �18 �00ト19 �20 

235 �A �19 �25■20 �45 

237 �A �20 �30■21 �50 

● �3165 � �08 �05■09 �20 �大分 

● �3169 �A �18 �30■19 �45 

331 � �09 �55ト11 �15 �熊本 

○ �333 � �12 �45－14 �20 

335 � �18 �45ト20 �05 

出発地 �便名 �2 7 イ ト �出発一到着 ���到着地 

中部国際 �371 � �07 �50ト09 �15 �長崎 

373 � �17 �40日9 �05 

341 � �08 �15ト09 �30 �宮崎 

345 � �14 �00日5 �15 

347 � �18 �00日9 �15 

351 � �08 �25■09 �45 �鹿児島 

353 � �10 �55日2 �15 

355 �B �15 �35日6 �55 

359 � �19 �30■20 �50 

※発着時刻が、掲載の予定時刻表の出発時間より60分を超えて変更に
なった場合、代金が変更となる場合がございます。

※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。

A～C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加代金が必要となります。

（往路1A～Cフライト利用追加代金（お一人様）単位：円

往路搭乗日 �10／「（ノ5／6 
日～金 �土 

Aフライト �追加なし �2，800 

Bフライト �5 �00 

Cフライト �1，0 �00 

し∴亘蹄）A・Bフライト利用追加代金（お一人様）単位＝。

復路搭乗日 �10／2～5／13 
月（一木・土 �金・日 

Aフライト �追力nなし �2，000 

Bフライト �5 �0・0 
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シティプラン名古屋1泊・2泊く宮崎発〉

※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。
※フライトスケジュールはP．8をご覧ください。

◆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　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。

●く宮崎発〉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）

出精日 1責判用人lh ���A �8 �⊂ �D �E �F �G �H �l �J �K �L �州 �N 

1 泊 �1ご： ㌔二7日し′′：＝ノ■ラメ �3名1皇 �35．800 �36．300 �39．800 �40，300 �40．800 �41．3001 �45．800 �46，800 �47，800 �48．800 �52．800 �55．800 �56．800 �63．00・ 

2名1主 �36，800 �37．300 �40，800 �41，300 �41．800 �42．300 �46．800 �47，800 �48．800 �49．800 �53．800 �56．800 �⊆　57．800 �64．80 

1名1皇 �37，800 �38．300 �41，800 �42－300 �42．800 �43．300 �47，800148，800 ��49，800 �50．800 �54．800 �57，800 �58，800 �65．80 

払 子沖、二十 �3名1主 �36，300 �37．300 �40．300 �41．300 �41，800 �42，300 �46，300 �47，300 �48．300 �49，800 �53．800 �5も．300 �57．800 �64，80 
2名1王 �38，300 �38．800 �42．300 �42．800 �43．300 �44．300 �48．300 �49．300 �50．300 �51．300 �55，300 �58，300 �59，300 �68，300 

1名1王 �39，300 �39，800 �43．300 �43．800 �44．300 �44，800 �49，300 �50．380 �51．300 �52，300 �56．30・○ �59．300 �60．300 �67，300 

3名1王 �38，800 �39，800 �42．800 �43．800 �44．300 �44．800 �48，800 �49．800 �50，800 �51，800 �55，800 �58，800 �引）．300 �66．800 

2名1圭 �40．300 �41，300 �44．300 �45．300 �45．800 �46，300 �50，300 �51．300 �52，300 �53．300 �57，300 �60，800 �61．800 �引l，800 

1名1皇 �41．300 �41．800 �45，300 �45．800 �46．300 �46．800！ �≡　51．300 �52．300 �53．300 �54．300 �58．300 �61，300 �62，300 �69．300 

痘‡ �2名1皇 �40．800 �41．800 �44，800 �45．800 �48．300 �48．800≡　50．800月1，800 ���53．300 �54．300 �58，300 �61，300 �62．300 �69．80 

夢弛＝】苫デ �1名1豊 �42．300 �43．300 �46，300 �47，300 �47．800 �48．3tIOi52，300 ��巨53，800 �54，800 �55．800 �60．300 �62，800 �63，800 �71．00 

3名1圭 �39，800 �41．800 �43，800 �45，800 �46．300 �46．800 �49．800 �51，300 �‖犯．300 �53．800 �57．800 �59．800 �62，300 �89．30 

2名1圭 �42，300 �43．800 �46．300 �47．800 �48．300 �48，80：0 �52，300 �53．800 �54．800 �56，300 �59．80・0 �62，300 �64，300 �71，30 

1名1重 �44，800 �45，800 �48．800 �49．800 �50．300 �50．800 �54，300 �55，800 �58．800 �58，800 �62．300 �64，300 �66，800 �73，300 

葺 夢抄コヲ �3名1真 �40，300 �42，300 �44．300 �46．300 �46．800 �47．300 �51，800 �52，300 �53．300 �55．300 �59．300 �60．800 �62．800 �71，300 
2名1圭 �43．300 �44，300 �46．800 �48．300 �48．800 �49，300 �53．300 �54．300 �55，300 �57．300 �引），800 �63，300 �64，800 �72，300 

1名1皇 �46．300 �47．800 �49，800 �51．300 �51．800 �52．300巨56．8扇 ��57．800 �58，300 �60．800 �84．800 �65，800 �68．800 �76．8 

3名1王 �43．300 �46．300 �47，M �50．300 �50，800 �51．300 �≡53．800L55．800 ��56，800 �60．300 �63．300 �古も．800 �67．300 �75．3 

グ∫たプ �2名1重 �46．300 �48．800 �50，800 �52．800 �53．300 �53．800 �…56，800再8，800 ��59．300 �61．800 �65，300 �68．800 �69，300 �76．80 
1名1婁 �52，800 �55．300 �56，800 �59，300 �59．800 �60．300‡63，300り4．800 ���65，800 �69．300 �72．300 �75，300 �75，800 �84．30 

2 泊 �タ搬タニラ1タ �3名1主 �41，800 �42．300 �44．300 �44，800 �45，800 �48．300 �50，800け2．880 ��53．800 �54．800 �58．800 �60，800 �，61，300 �い姐．30 

2名1主 �42．300 �42，800 �45．800 �46，300 �47，300 �47．800 �52．300154，300 ��再5，300 �56，300 �60．300 �62．300 �62，800 �70．80 

1名1圭 �44．800 �45．300 �48．300 �48．800 �49．800 �50．300 �54，800 �56，800 �57，800 �58，800 �62，000 �ぎ64．800 �65，300 �73，300 

1も が抄コヲ �3名1王 �42，800 �43，800 �45．800 �48，300 �47，300 �47，80・0 �51，800 �54，300 �54，800 �56．800 �60．300 �62．300 �63，300 �69，800 
2名1主 �45．300 �45，800 �40．800 �49．300 �50．300 �51，300 �55，300 �57．300 �58．300 �59，300 �63．800 �65，300 �槌，300 �74，300 

1名1童 �47，800 �48，300 �51．300 �51．800 �52，800 �53．800 �57，800 �59．800 �60．800 �62．300 �66．300 �67，800 �68，800 �76，800 

フ己二 三■三一二g：＿才一＝子；■．二 �3名1主 �47，800 �48，800 �50．800 �51．300 �51．800 �52，800 �57，300 �59．3〇・〇 �59．800 �61．300 �65．30・0 �67，300 �67．800 �74．800 

2名1呈 �48．800 �49，800 �52，800 �53．300 �54．300 �け4，800 �58，800 �60．800 �61．800 �63，300 �67．30・0 �69，800 �70，300 �78．300 

1名1主 �51．300 �51，800 �54．800 �55．300 �56．300 �58．800 �61．300 �63．300 �64．300 �65．300 �69．30。 �71，300 �71．800 �79，800 

頑 多き抄＝号テr �2名1圭 �50．300 �51．300 �53．800 �54．800 �55．300 �58，300 �60．300 �62．300 �63．800 �65．300 �69．30。 �70，800 �71．800 �80，300・ 

1名1圭 �53．800 �54，800 �57．300 �58．300 �58，800 �59，800 �63．800 �65．800 �67．300 �69．300 �73，30・0 �74，300 �75．300 �85，300 

3名1圭 �49．800 �51．800 �52，800 �54．300 �54．800 �55．800t58．800 ��61．300 �61．800 �65．800 �68，300 �68，800 �72．300 �78，800 

2名1主 �53．300 �54．800 �56，800 �58，300 �58，800 �59．800≧63．300 ��65．800 �66，300 �69．300 �72．300 �73．300 �75．800 �83．800 

1名1皇 �58．800 �60．300 �62，300 �63，300 �63，800 �64．800 �67．800 �L　71．300 �71，800 �75．300 �77，300 �77，800 �80．800 �88．3 

守 が肋コ‘フ‘ �3名1呈 �51．300 �53．300 �53，800 �55，300 �55，800 �5・6．300 �≡62．800と　63，300 ��64．300 �69．300 �71，300 �71．800 �73．800 �82．800 
2名1皇 �54，800 �55．800 �58．300 �58．800 �59，800 �60．300 �バ5．8叫67，的0 ��68．300 �71．800 �74，300 �74，800 �76，800 �86．30 

1名1圭 �61．800 �63．300 �84．800 �65．300 �65，800 �86．300圭73．300 ��74，800 �童75．300 �80，8∞ �82，300 �82．800 �84．800 �95．30 

3名1圭 �56．300 �60．300 �60．800 �62．300 �62，800 �64．300再6，800 ��70，300 �71，300 �77．800 �78．300 �82．300 �82，800 �91．30 

グーたプ �2名1王 �61．300 �64．300 �与る．800 �67，300 �68，300 �69，8叫72，卸0姜75，800 ���76，300 �80．300 �81，800 �85．800 �86，300 �94．80・ 
1名1王 �74．300 �77．300 �78，800 �80，300 �80，800 �82．300ぎ85．300再8，300 ���89，800 �95．800 �96，300 �99，800 �100．300 �110．30 
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●出発空港：福岡・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島空港
●設定期間：
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
●最少催行人員：1名
●添乗員：
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。

■旅行代金について

旅行代金とは「基本代金として表
示した金猿」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
トをこ参照のうえ、代金をご確認
ください。小人代金の設定はござ
いません。（3歳以上は大人と同旅
行代金となります。）またご旅行中
にお客様のご都合で使用されな
かったクーポン券類の払戻はでき
ません。

●1募集型企画旅行契約

1泊 �2泊 �行　程 �食事 

1 �1 �［萱至司卜中部国際空港＝〈各自負担〉＝ホテル◆到着後フリータイム � 

中日 �◆終日フリータイム �回 

最終日 �最終日 �◆出発までフリータイムホテル＝〈各自負担〉＝中部国際空港ト［萱萱司 �画 

匿堅司についてはお客様のご利用空港となりまも利用空港・路線・便についてはフライト情報をご覧ください。

■お客様へのご案内（必ずお読みください。）

お申し込み／1名様以上でお申し込みください。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日前までこ予約を承っており
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／便名はこ予約いただいた

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
哉されている便以外はこ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
日に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で表示されている場合、
指定はできません。記載されている客室写真は一例となります。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。〈洋室〉宿泊施
設により1室1名～3名様でご利用いただけます。特に記載のない限り1名1室はシングルルーム、2名1室はツインルームのご利用となります。（3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。）「ホテルからのおもてなし」は記載のない限り、滞在中1回のご利用となります。各宿泊施設チェッ
クイン暗にお申し出のうえご利用ください。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。代金を適用しないお子様（3歳未満）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。（現地払い）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。その他／ツアー中、当社の手配による旅行サー
ビスの提供が一切行われない日（これを当社では「無手配臼」といいます）については、当該日にお客様が被った損害について補償金は支払われません。

この旅行は、ANAセールス株式会社（以下「当社」という）が企画・募

集・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型
企画旅行契約を締結することになります。また、旅行契約の内容・条件
は、募集パンフレソトまたはホームページ（以下「契約書面」といいます。）

本旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅程表および当社旅行業約款
募集型企画旅行契約の郡（以下「約款」といいまも）によります。

●2　ご旅行のお申し込みおよび契約成立

①所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記お申し込み金を添
えてお申し込みいただきます。お申し込み金は、旅行代金、取消料ま
たは違約料のそれぞれ一部として取り扱います。

②当社らは電話、郵便、ファクシミリ、インターネットおよびその他の
通信手段（以下「電話等」という）による旅行契約のお申し込みを受
け付けることがあります。この場合契約はご予約の時点では成立し
ておらず当社らが電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知し
た日の翌日から起算して3日以内（インターネットでの予約の場合
当社が定める期間内）に申込書の提出とお申し込み金のお支払い
または会員番号（クレジットカード番号）を通知していただきます。
この期間内にお申し込み金を提出されない場合または会員番号
（クレジットカード番号）を通知されない場合は、当社らはお申し込
みがなかったものとして取り扱います。

③ただし、特定コースにつきましては別途募集パンフレソトまたはホームペー
ジに定めるところによります。当社とお客様との旅行契約は当社が契約の

締結を承諾し、お申し込み金を受理した時に成立するものといたします。

●3　お申し込み条件

①20歳未満の方が単独でご参加の場合は、親権者の同意書が必要
です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
15歳未満の方が契約責任者となるお申し込みは受け付けません。

②特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する
旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する

おからだの不自由なお客様へ
ご高齢のお客様やおからだの不自由なお客様の、
ツアー参加に関するご相談を伺っております。
※旅行参加に際し介助をしていただく方の同伴をお願いします。
※取扱旅行会社の方もお気軽にご相談ください。

ッァーアシストデスク03－6251－8550
受付時間10‘00～12■00／1300～1800（土・巳・祝日および12／29～り3を除く）

※詳しくはhttp／／WWWanaCOJP／traveVinfo／assISt／をこ覧ください。

条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
③お客様が暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場

合は、お申し込みをお節りする場合があります。
④その他当社の業務上の都合がある時には、お申し込みをお断りす

る場合がございます。

●4　お支払い対象旅行代金

参加されるお客様は旅行開始日当日を基準に満12歳以上の方は大
人代金、満3歳以上12歳未満の方は小人代金が適用となります。ただ
し、コースによって小人代金を設定していない場合があります。この場
合大人代金が適用となります。また、コースによっては幼児代金・乳幼
児代金等の設定がございます。「お支払い対象旅行代金」とは、募集広
告またはパンフレットまたはホームページの価格表示欄に「旅行代金
として表示した金額」または「基本代金として表示した金貌」と「追加代
金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金
額」を差し引いた金額をいいます。この合計金麓が「お申し込み金」「取
消料」r違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。

●5　旅行代金のお支払い

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前
までにお支払いいただきます。なお、14日前以降にお申し込みされた
場合は旅行開始日前の当社らが指定する期日までにいただきます。

●6　取消料

旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消しされる場合
には、旅行代金に対してお一人につき下記の料率で取消料をいただ
きます。なお、複数人数でご参加で、一部の方がキャンセルの場合は、
ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差観代金をい
ただきます。

取消日 �取消料 

旅行開始日の 前日から起算して さ力Ⅵぼって � � 

20日日以降8日目にあたる日まで �旅行代金の20％ 

7日目以降2日目にあたる日まで �旅行代金の30％ 

旅行開始日の前日 ��旅行代金の40％ 

旅行開始日の当日 ��旅行代金の50％ 

旅行開始後の解除・無連絡不参加 ��旅行代金の100％ 

※オプショナルプランも上記料率による取消料が利用日を基準として
別途適用されます。ただし、旅行開始後の取消料は100％となります。

宿泊、レンタカーまたは観光施設の入場のみをご利用の場合にご出発の 
前日（一部を除く）までお申し込みいただける「あなたび」をご用意しています。 
※詳しくはANAスカイホリデー取扱旅行会社にお問い合わせください。 

旅行企画・実施ANAセールス株式会社
観光庁長官登録旅行業第1656号
〒105－7134東京都港区乗新橋1丁目5番2号

、二・亡 ボコド懐妊会員 塵旅行業公正取引協議会会員

当パンフレットの記載内容の無断転載を禁じます。　　　10450180（頼

このパンフレットは地球環境にやさしい印刷用紙を使用しています。

亨を取り扱う旅行会社・営業所 し、担当者からの説明にご不 おたずねください。 総合旅守 での取弓 明な点 � ��の旅菅 

lに関する 、ぁれぼ、ご �責任者です。この旅行契約に閑 、遠慮なく右官己の取扱管理者に 

パンフレット請求コード SL－3A130－007 l商品区分コードロ

※当社の定める申し込み期限内に、お客様のご都合で出発日・コー
ス・利用便・宿泊ホテル等行程中の一部を変更される場合にも取り
消しとみなし、上記の取消料が適用されます。

●7　旅程保証

当社は、別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代
金に一定の率を乗じた変更補償金をお支払いいたします。詳しくは別
途交付する旅行条件書（全文）でご確認ください。

●8　旅行条件・旅行代金の基準田
この旅行条件は、2013年7月1日を基準日としています。また、旅行代金

は、2013年7月現在の有効な運賃個別を基準として算出しています。

●9　個人情報の取り扱いについて

①当社およびパンフレットに記載の受託旅行業者（以下「取扱旅行会
社」といいます。）では、旅行お申し込みの受け付けに際し、お客様から
の所定の申込書にて、お申し込みいただいた旅行のサービスの手配
およびそれらのサービスの受領のために必要となる個人情報を、お客
様よりすべてこ提供いただきます。こ提供いただきましたお客様の個
人情報（氏針住所・電話番号・メールアドレスなど）について、お客様
とのご連絡に利用させていただくほか、お申し込みいただいた旅行に
おいて、運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配およびそれら
のサービス受領のための手続きに必要な範詞内で、運送・宿泊機関、

保険会社などに対し、電子的方法などにより提供いたします。
②当社は、当社が保有するお客様の個人情報のうち、氏名・住所・

電話番号・メールアドレス・旅行内容などのお客様へのご連絡に
あたり、必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ
企業との間で共同して利用させていただきます。当社グループ
企業の名称、プライバシーポリシーについては、当社ホームページ
（http／／wwwanascoJP）をご参照ください。

●10　その他

①お客様のご都合による航空便の変更・行程変更はできません。
②旅館ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービスを

追加された場合、原則として消費税などの諸税が課せられます。
③特に記載のない限り、他のお客様との相部屋はお受けいたしません。

旅行代金には諸税・サービス料が含まれております。

お申し込みの際には詳しい旅行条件と個人情報の取り扱
いを説明したご案内をお渡しいたしますので、事前にご確
認のうえ、お申し込みください。

・ご希望のご出発日と商品コードをお知らせください。

管福岡（092）720－8600
営業時間9：30－18：00

（12／31～1／3を除く）

国内旅行傷害保険加入のおすすめ

安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられますようおすすめいたします。


