
ユニュ′l子些ブイズで作興年型チエザ三ア
約90種類以上あるお仕事や習い事か
ら、自分のやりたいことを選んで、本物
そっくりの体験をしようl
■営業時間：【第1部】9：00～15：00

【第2部】16：00～21：00

※完全入れ替え制
●設定除外日：なし
※予告なく除外日が追加となる場合がございま

す。あらかじめご了承ください。
■交通アクセス：阪神本線「甲子園」駅より南へ徒

歩約1

塞な
※「園児または小学生」と「大人またはシニア」の組み合わ

学生のみの入場は可能です。

4分。ららぽーと甲子園内

やここ．uL一、11－し　中

※「幼児（2歳以下）」は無料でご入場いただけます。ただし、アクティビティ参加対
象年齢は3歳以上のため「大人またはシニア」と「幼児」の組み合わせでのご入
場はお断りしています。

※一部、身長制限のあるパビリオンがございます。
※子どもは途中退場および再入場はできません。
※飲食物のお持ち込みは禁止となります。
※その他、施設内に各種規定がございます。詳しくはお問い合わせください。

「キツザ二ア甲子園インフォメーションセンター0570－06－4343

24時間自動応答（オペレーター受付時間9：00～18：00）」

血二二二二二二二二二二二二二∵

■運営管理者：キッザ二ア甲子園

＼ �平日第1部 �平日第2部 �料金（お 休日第1部 �人・ 休日 �臥葛 �部 �H・5第2部 （6時間） �（5時間） �（6時間） �（5、・ �綻 �＝；＝l �（5時間） 

溺児（濾～小学生未満） �3．400円 �2．800円 �4．000円 �3．100円 �4．200円 ��3．300円 

小学生 �3．800円 �3．100円 �4．500円 �3．400円 �4．700円 ��3．600円 

中学生 �3．900円 �3．200円 �4．600円 �3．500円 �4．800円 ��3．700円 

大人（16歳～） �1．800円 

シニア（60歳～） �900円 

※子ども料金にはすべてのパビリオン（子ども達がお仕事をする施設名称）の参加費が含ま
れております。

※休日とは、土曜・日曜・祝日、キッザ二アが定めた学校の休日です。H．Sとはホリデーシーズ
ンのことです。キッザ二ア甲子園が定めた冬休み・春休み・ゴールデンウイークが対象とな

ります。H．Sは2013年12月21日～2014年1月6日、3月21日～4月2日です。ご予約は12月分：

9／1、1月分：10／1、2月分：11／1、3月分：12／1、4月分：川よりそれぞれ承ります。

詳しくはキッザ二ア甲子園オフィシャルサイトの予約カレンダーで指定された日をご確認
ください。www．kidzaniaJp／koshien

四顧珂日印廟コ届第1部64085A　第2部64085B

伊丹空港または関西空港～ユニバーサル・スタジオ・ジャパン◎闇の片道乗車券です。

料金（お �人・ �オプショナルコード �所要時間 

伊丹空港～ユニバーサル・スタジオ・ジャパン◎間リムジンバス（片道） �大人900円 �小人（小学生）450円 �60885A �約45分 

関西空港～ユニバーサル・スタジオ・ジャパン◎間リムジンバス（片道） �大人1．500円 �小人（小学生）750円 �60886A �約70分 

※未就学のお子様でも座席を必要とする場合は小人料金が必要となります。※予約制ではございません。満席の場合は、ご希望の時間帯でご利用いただけない場合もございます。あらかじ
めご了承ください。※運行スケジュールは、ご予約時にこ確認ください。ただし、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。※補助席利用となる場合がございます。
※乗車矧こ係員へクーポンをご提出ください。

■運営管理者：大阪空港交通（株）・関西空港交通（株）

［：コ基本フライトは、基本代金に含まれております。

⊂］Aフライト、［コB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〕

出発地 �便名 �2 ■＝7 イ ト �出発■到着 ���到着地 

福岡 �01672 � �07 �05108 �20 �伊丹 

匂422 � �08 �30ト09 �35 

424 � �10 �00ト11 �05 

01674 � �10 �50り2 �05 

01676 � �12 �00日3 �15 

01678 � �13 �15日4 �30 

四426 � �14 �45り5 �50 

●3156 � �15 �50り7 �00 

●3158 � �16 �55ト18 �00 

田428 � �17 �50－18 �55 

430 � �19 �25■20 �35 

貯1702 � �07 �50■08 �50 �関西 

大分 �01686 �B �09 �25■10 �25 �伊丹 

◆1688 �A �12 �20ト13 �20 

01690 �A �15 �30ト16 �30 

01692 �A �18 �55日9 �55 

長崎 �162 �A �08 �．10■09 �20 

164 �A �13 �：45り4 �55 

168 �A �17 �35■18 �45 

出発地 �便名 �2 ■＝：7 イ ト �出発■到着 ���到着地 

伊丹 �01671 � �07 �05■08 �20 �福岡 

払421 �A �08 �00■09 �15 

◆1673 �A �09 �05日0 �20 

423 �A �09 �55ト11 �05 

01677 �A �11 �30■12 �45 

担425 �A �13 �00日4 �10 

●3155 �A �14 �10り5 �20 

●3157 �A �15 �15日6 �25 

01683 �8 �15 �55り7 �10 

427 �A �17 �30り8 �40 

匹429 �B �20 �20ト21 �30 

関西 �幻1709 �A �20 �20■21 �30 

伊丹 �01685 �A �07 �55■08 �55 �大分 

◆1687 �A �10 �50り‖ �50 

01689 �A �14 �00■15 �00 

01691 �B �17 �25ト18 �25 

161 �A �10 �：00■11 �：15 �長崎 

167 �A �12 �00日3 �：15 

169 �A �18 �：40■19 �：55 
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由・・・プレミアムクラス設定便（追加代金が必要となります）

○…プロペラ機材での運航

出発地 �便名 �’2 ■＝7 イ ト �出発■到着 ���到着地 

熊本 �522 �B �08 �00■09 �05 �伊丹 

524 �A �‖ �00日2 �05 

01626 �8 �13 �35日4 �50 

01628 �8 �15 �40日6 �55 

526 �B �17 �10日8 �15 

超528 �B �18 �30ト19 �40 

宮崎 �502 �B �07 �50■08 �55 

504 �8 �10 �00日1 �05 

●3142 �A �13 �30り4 �35 

508 �A �15 �50■16 �55 

510 �A �17 �15■18 �20 

512 �A �18 �50り9 �55 

鹿児島 �542 �8 �07 �35■08 �45 

鰐544 �A �09 �05日0 �15 

飽546 �A �12 �20日3 �30 

548 �A �14 �25日5 �35 

550 �A �17 �00■18 �10 

協552 �A �18 �45■19 �55 

※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猿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。

出発地 �便名 �2 ’；：ブ イ 卜 �出発■到着 ���到着地 

伊丹 �521 �A �07 �30■08 �35 �熊本 

523 �A �09 �20■10 �25 

01625 �A �11 �50■13 �05 

01627 �A �13 �55■15 �10 

嘔527 �A �16 �50日7 �55 

529 �B �19 �25■20 �30 

501 �A �07 �10■08 �10 �宮崎 

505 �A �10 �10り＝ �15 

●3141 �A �11 �55■13 �00 

507 �A �15 �35日6 �40 

509 �B �17 �25り8 �30 

511 �B �19 �40ト20 �45 

541 �A �08 �10■09 �20 �鹿児島 

匹543 �A �10 �30日1 �40 

545 �A �12 �40■13 �50 

547 �A �15 �15■16 �25 

屯549 �A �16 �50り8 �：00 

551 �8 �19 �20■20 �：30 

⑳E旧EX（アイペックス）エアラインズ／ANAコード

シェア（共同運航）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IBEXエアラインズの基準により行います。



A・B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〕A・Bフライト利用　追加代金（大人・小人同額／お一人様）

大分発 往路搭乗日 �右記以外 ��10／12 11／2 �12／21 1／11 �12／28、3／14～3／20 　3／22～3／31 ��12／29～1／5 �3／21 

月～金・日 �土 ���月～金・日 �土 

大分Aフライト �1．000 �1，000 �追加なし �7．000 �追加なし �追加なし �追加なし �6500 

大分Bフライト �1．000 �3．5【川 �1．000 �10．080 �追加なし �2．500 �追加なし �6．500 

熊本発 �右記以外 �10／12 �10／14 �11／1 �11／ �4 23 � �1／1 �1／2～1／5 �2／11 �3／14～3 �／20 ／31 

往路搭乗日 ��11／2 �12／21 3／21 �12／28～12／31 �12／ ������3／22～3 

熊本Aフライト �2．500 �4．800 �13，000 �2．500 �17．5 �0 �0 �6．500 �追加なし �4．000 �5．50 �0 

熊本Bフライト �5，000 �4．080 �13，008 �6．000 �17．5 �0 �0 �6．500 �追加なし �6．500 �8，00 �0 

宮崎発 �10／1～10／10 ��10／11、10／13 �10／14～10／31、11／4～11／30 ��10／12、日／2、12／1～12／20、12／22 ��12／21 1／‖ �1／2～1／5 �3／21 

往路搭乗白 �12／23～ �12／27 �11／1、11／3 12／28～1／1 �3／14～3／20、3／22～3／31 ��1／6～り10、1／12～3／13 
月～金・日 �土 ��月～金・日 �土 �月～金・日 �土 

宮崎Aフライト �5，500 �5，500 �8．000 �6，500 �6．500 �4．000 �4000 �13008 �15tIO �10000 

宮崎Bフライト �5，500 �6，5叩 �8．000 �6．500 �8．008 �4．000 �5．500 �13，0m �1．500 �10． �000 

鹿児島発 往路搭乗日 �10／1～10／10 3／1～3／13 ��10／71、10／13、10／14、11八日／3、Ⅲ4 12／ト12／20、1〟2ト1封27 �10／1 �2 � �10／15～10／31、11／5～1り30 12／28～1／1 �����12／21 �1／2～1／5 �り6 �3／20 �3／21 �3／14～3／19 3／24～3／31 

月～金・日 �土 �1／7～1／10、研卜封28 �11／2 ���月～金・日 ���土 ��1／‖ ���3／22～3／23 

鹿児島Aフライト �5．800 �5，000 �4．000 �14，5 �0 �0 � �6．5 �08 � �6．500 �23．50tI �追力］なし �13500 �55tI0 �20500 �7000 

鹿児島Bフライト �5．000 �6．500 �4．000 �14．5 �0 �0 �6．500 ���8．000 ��23．500 �追加なし �13．500 �5．500 �20：500 �7．000 

復路　A・Bフライト利用追加代金（大人・小人同級／お一人様）　　　　　　　　　　　　　単位：円 

福岡発 復路搭乗日 �右記以外 �10／14 日／4 3／20 �12／23 �12／28～12／31 �1／1 �1／3～り5 

月～木・土l日・金 ��1／13 ��1／2 

福岡Aフライト �追加なし �9．000 �追加なし �17，5m �6，500 �6，500 

福岡Bフフイト �追加なし12．500 �11．500 �2，580 �17．500 �6，500 �9．000 

大分発 �右記以外 ��10／11 �10／14 �12／23、1／13 �12／28～ �1／1 1／2 �1／3 �3／14～3／19、3／21、3／22 　3／24～3／31 

復路搭乗日 �月～木・土1　日・金 ��11／1 �11／4 �3／20、3／23 �12／31 �1／4 �1／5 � 

月～木・土l　日・金 
大分Aフフイト �1，000 �1．000 �13．50tl �4．500 �13．500 �15．000 �6，080 �6，000 �追加なし 

大分Bフフイト �1．808 �3．500 �16．OtIO �4．500 �13．500 �15．000 �6．800 �8．500 �追加なし‡　2．500 

熊本発 �右記以外 �10／12 12／21 �10／13 12／27 �10／14 �11／1 11／3 �12／23 113 �12／28～ �1／1～1／5 �1／10 �3／14～3／20 

復路搭乗田 ��1／11 ��11／4 �12／20 �／ 3／21 �12／31 �3／23 ��　3／22 3／24～3／31 

熊本Aフフイト �5．500 �29．000 �5，桐0 �12，00tI �塁．500 �21．000 �6，000 �12．000 �6．500 �8，800 

熊本Bフフイト �5．000 �29．000 �6．500 �12，000 �7．000 �21．000 �6，m0 �12，0的 �6，51川 �8，000 

宮崎発 復路搭乗日 �10／2～10／10、12／24～12／27 　　4／1′－4／4 ��10／11、10／12、10／15～‖／2 日／5～‖／30、3／14～3／21、3／24～3／31 ���10／13、10／14 ��12／1～12／22、1／6～1／12 114へ■1 ���12／23 り1～1／5、1／13 �12／28～12／31 �3／22 

月～土 �日 �月～土 �日 ��11／3、11／4 ��月～土 ��日 ��3／23 

宮崎Aフライト �5，000 �5，Ot柑 �6，500 �6，580 � � �8．500 �4，0 �m �4000 �21000 �15500 �6100 

宮崎Bフライト �5．000 �7．000 �6．500 �8．400 ��8．508 ��4，000 ��5、900 �21．000 �】 15．5tIO �8．800 

鹿児島発 復路搭乗日 �10／2～10／10、3／1～3／13 3／20～3／22、4／1～4／4 ��10／11、10／12、11／1、11／2、12／1～12／21 12／24～12／26、1／6～1川、1／14～2／28 ���10／13、日／3 ��10／14 日／4 3／23 �10／15～10／31、日／5～11／30 314～319　24～ ���12／23 �12／27 �12／28～ �1／1～ 

月～土 �日 �月～土 �日 ��12／22、1〃2 ���月～土 ��白 �1／13 ��12／31 �1／5 

鹿児島Aフライト �5，000 �5，000 �4．000 �4，000 � �10．50 �0 �33，080 �6 �．500 �6500 �43000 �23000 �9500 �16500 

鹿児島Bフライト �5．808 �6．500 �4．000 �5．掴0 ��12．000 ��33．800 �6，500 ��8．800 �43．000 �24．000 �9，500 �17．500 

臼日本の空に、すべてがプレミアムなひとときを0芸器■j≡脚蔭等 
●ANAこだわりのお食事・軽食※やお飲み物をご用意しています。 

．芸云岩芸警≡諾謡蒜ミ諾芸認諾篇芸㌢ご提供とな。ます0　　　；…と　　　　れ・1・1・■ご 
●伊丹・関西・福岡・熊本・鹿児島空港では国内線の低NALOUNGE」をご利用いただけます。 

●ご搭乗の際には優先搭乗案内で横内にお入りいただけます㌔ 

●プレミアムクラスご利用のお客様は通常の搭乗マイルに加えてさらに区間マイルの50％を加算いたします。 

※座席仕様や機内サービス等、詳しくは、ANAホームページをご確認ください。 
※A・Bフライトをご利用の場合、別途A・Bフライト追加代金が必要となります0プレミアムクラス設定機材路線でもご利用いただけない区間・便がございます。また、対象となる座席 数には限りがあり、ご希望の座席がお取りできない場合がございます。 

※ご予約便が予告なく使用機材の変更により、プレミアムクラス庶手配不可能になった場合、同便の一般席による座席の振替手配での対応とさせていただきます。 ※事前にご予約いただかない場合でも当日空港にて空席がある場合は、ANAカウンターにてプレミアムクラス席の申し込みができます。（この場合は一区間片道8，000円となります。） 
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お客掛こ・よりご満足いただける■IlIH；嚢i弘王コ■ 旅づくりを目指します！ 

≡慧≡芸賢に．霊崇慧霊芝：忠霊慧云≡l岡 
お答えいただいたANAマイレージ会員のお客様全員に 

ANASKYコイン50コインプレゼント！ 

●1募集型企画旅行契約
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、募集パンフレットまたはホームページ（以下「契約書面」といいまも）

本旅行条件訃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」といいます。）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

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、お申し込みをお断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、お申し込みをお節りす

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
告またはパンフレソ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紋」と「追加代
金として表示した金罷」の合計金額から「割引代金として表示した金
額」を差し引いた金紋をいいます。この合計金額がお申し込み金」「取
消料」「違約料」「変更補償金」の枚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、お客様のこ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額代金をい
ただきます。

取消日 �脈t別■■■ 

旅行開始日の 削弛、ら起算して さかのぼって � � 

20日冒以降8日目にあたる日まで �旅行代金の20％ 

7日目以降2【泊にあたる日まで �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。

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。

お申し込みのお客様へ　～ご協力ください～

ツアーお申し込みの時には下記の内容をあらかじめメモしていただくか
順番にお申し出いただくとお早く予約申し込み手続きが完了します。
○ご希望のコースはどのコースですか叫でンフレットに記載されているl冨陪臣コヨ番号をお申し出くだ乱1。）

◎ご出発日はいつですか？
◎何名様でご参加ですか？（3歳未満の幼児を含めない人数をお知らせください。）
0ご希望の往復の航空便を便名または出発時間帯でお知らせください。
◎ご希望の宿泊施設名またはルームタイプをお知らせください。
◎その他コースに応じて必要なメニューやオプショナルメニューなどございましたらお申し出ください。

ご参加される万全昌のお名前と年齢を必ずお申し出ください。

※ANAマイレージクラブ会員のお客様は、ご予約時に販売店係員へ会員番号をお伝えください。

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東京都海区乗新橋1丁目5番2号

◎ポ⊃H憬旺会員 愈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（Dり

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。

総合旅手 業所での ご不明な � ��� 業粍 �取扱管理 に関する あれば、 �書（国内）と �ま、 の 己の �お琴 ��様の �旅 �を取り扱っ旅行会社・営 し、担当者からの説明に におたずねください。 

取引 点が ��住着です。 、遠慮なく右 ��旅 取 �行契約 扱苦理 ��に 書 

パンフレット請求コード SL－3A210－021 座品区分コードロ

※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・旅行代金の基準日
この旅行条件は、2013年7月1日を基準日としていまもまた、旅行代金

は、2013年7月現在の有効な運賃・規則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

様よりすべてご提供いただきます。ご提供いただきましたお客様の個
人情報（氏名・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囲内で、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：／／www．anaS．COJP）をこ参照ください。

●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、お客様が酒頬・料卦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。

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矧こご相談ください。

ツアーアシストデスク

03・6251－8550
受付時間10：00～12：00／13：00－18：00

（土・E・祝日および12／29～1／3を除く）

※詳しくはhttp：／／VVVVVV．ana．⊂0．jp／traveL／lnfo／assISt／をご覧ください。

宿泊、レンタカーまたは観光施設の入場のみをご利 前日（一部を除く）までお申し込みいただける「あなたび」 �用の場合にご出発の 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。 

（お客様専用ダイヤル＞　ご参加を奉 �検討中の �客様 
・ご希望のご出発日と商品コードをお知らせください。 � � 

℡福岡（092）720・ �860 �0 
営業時間9：30～18：00 � � 

（12／31－1／3を除く） � � 


