
伊勢・鳥羽†志摩の旅をたっぷり楽しめるパスポート畢

松阪・伊勢・鳥羽・志摩地域の

約29の観光施設に入場・入館できまも（右記マップをご参照ください。）

■観光施設にご入場・ご入館の際、パスポー
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トをご呈示のうえ、各施設からご利用の
チェックをお受けください。

※各施設お一人様1回限り入場・入館できます。
※休詑日・営業時間および内容（展示・催しなど）・入館料金等は予告なく変更する場合
がございます。あらかじめ電話等で直接各施設にご確認ください。

※一部施設の休館等による払戻はいたしません。
※中学生が小人の料金になっている施設もございますが、当パスポートでは
中学生以上をすべて大人として適用いたします。

（ご利用可能施設一例）
志摩スペイン村パルケエスパーニャ（パスポート）・伊勢志摩温泉志摩スペイン村「ひまわりの

湯」・二見シーパラダイス・鳥羽水族館・ミキモト真珠島・本居宣長記念館・神宮徴古館など
※志摩スペイン村（「ひまわりの湯」含む）は2／3～2／28は休園となります。

田盲芸蒜芸蒜盲諾蒜こ
書哨l料金で入館できます。

大人300円→200円※小中学生は入鹿料100円（割引なし）

●伊勢市駅下車徒歩約5分（伊勢神宮外宮勾玉池池畔）

団松阪・伊勢・鳥羽・志摩地域の約80店のお店でご利用いただけます。
■伊勢・鳥羽・志摩スーパーパスボードまわりやんせ”（特典利用施設〉

のステッカーが提示されている店舗で、パスポートをご呈示ください。
※お食事、お買上げのお客様が対象です。
※税金、サービス料については各店舗により異なります。

内容、営業時間、休業田等詳しくは各店舗へお問い合わせください。
このステッカーが目印です。

※ほかのサービス券との併用はできません。一部サービス除外品がありますのでご了承ください。
※ご精算前にあらかじめ“まわりゃんせ”ご利用の旨をお伝えください。

白岩≡；莞誌紺三瓶
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■特急券・デラックス券・サロン券およびしまかぜ特別車両券の

引換えは近鉄主要駅でお取り扱いいたします。
■松阪馴声勢市駅・五十矧l厭に停車しない特急がありますのでご注意ください。

■デラックスカーのご利用について（アーバンライナー・伊勢志摩ライナー）／

特急券のほかに特別車両料金が必要です。
●諾語浣誤認架設詔諾諾㌫浣諾⊂⊃軌剛自由区間

途個室券（1室1，000円）が必要となります。

堤賑・伊勢e鳥羽・志摩地域の

三重交通祐鰻バス・鳥羽市かもめバスが乗り降り自由！

二‥二二二一二二∴一一／鮭‘「
■伊勢・二見・鳥羽周遊バス（CANぼす）を含め、松阪・伊勢・鳥羽・志摩地域の三重交通

路線バス・鳥羽市かもめバスがご利用になれます。
■パスポートで高速パス・南紀特急バスにはご乗車になれません。
※運行路線は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
※一部運行本数の少ない路線がありますのでご注意ください。
お問い合わせ／●松阪営業所℡0598－51－5240●伊勢営業所℡0596－25＿7131

●志摩営業所℡0599－55－0215

白鳥羽市営定期船・志摩マリンレジャーあご湾定期船が乗り降り自由！
※天候不良などによる欠航での払戻はございませんのであらかじめこ了承ください。

田割引サービス
①海士窯遼割引智ふ磨潔
●中部国際空港⇒津駅　高速船＋三重交通バス2，600円→1，920円俄込み）
※セントレア潜営業所で乗船券購入の場合に限ります。
：ニッニiて■■ンi∴′．・∵十十だ中一∴指告悠・て∴二1町字斗ただ七・ミミで，｛

松阪・宇治山田・鳥羽・鵜方の各営業所でご利用になれます。
お問い合わせ／●松阪営業所℡0598－52－0577●宇治山田営業所℡0596－28－0295

●鳥羽営業所℡0599－25－3929●鵜方営業所℡0599－43－1098

15　伊勢志摩スカイライン通行料金割引1タ220円→850円働込み）

鳥羽水族館カピバラ（イメ掌

田讐警既琵票誤認温ま蒜諾誓謡）革
対象ホテル：海辺ホテルプライムリゾート貿島、志摩観光ホテル、

貿島宝生宛、ホテル志摩スペイン村
※ホテル近鉄アクアヴィラは警島駅にて送迎パスと接続。

国手荷物の無料配送サービス
指定宿泊施設にお泊まりの場合、お帰りの手荷物（1個）をご自宅まで無料配送いたします。

担萎畢型璽型昼型萱越廼市刊m＿■　　　　　　　　．

地ノ

※まわりやんせ1枚につき手荷物1個（縦・掛高さ合計170cm、30kgまで）の配送となります。

包装資材は別途お買い求めください。
※クール便はサイズが変わり別途追加代金が必要となります。
※配送先は国内に限ります。

国鳥羽帯内指定旅館の日帰り入浴書矧

その他・賢島宝生苑伊勢志摩温泉「朝なぎの湯・夕なぎの湯」を、宿泊または食事のご利
用なしでもご利用いただけます。（大人1，200円、小人600円）※通常は宿泊または
食事利用者限定。

●運営管理者：近畿日本鉄道（株）



繭近鉄伊勢・鳥羽・志摩フリーきっぶ！！
名古屋⇔松阪駅または津駅⇔松阪駅の往復乗車券と、
松阪⇔賢島間の乗降車フリーきつぶがセットになっています。

料副お一人様） � 

名古屋相島大人3．500円 �小人1．800。 

津駅⇔賢島大人2．000。 �小人1．000。 
（現地販売価格（参考）名古屋⇔箕島（往復）3．840円津⇔買島（往復）2．340円）
※きっぶの有効期間は乗車開始日を含め連続4日間となります。

1　　　　　　　　－－　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　‾

中部国際空港　轟くANA文盲才軒汚塀貯シ盲七滴簸て潅ぎこて香蓋
○∴　　　古屋⇔松阪駅または津駅⇔松阪駅の往復乗車券と、松阪⇔

近鉄電車　伊勢市駅
（乗車券区間）」＿√√

戸三翌日禦　買雷撃完重翳芸詣姦髭宗完志文錆きよ吉話芸翳

名古屋駅⇔松阪駅または
津駅⇔松阪駅往復（途中下車不可）

松阪駅⇔賢島駅（4日間乗車フリー）

能時間／平日10：00－19：00、土日祝9：00～18：00

調臨物日臨朋艶⊆帽名古屋発着：62761F　津発着：62761G

adamにて乗車開始日にてご予約（受け取り）ください。

■運営管理者：近畿日本鉄道（株）

｛中部国際空港～

津なぎさ雷ち（津新港）
●所要時間／約45分

大人2．400。 小人1．200。
※12歳の小学生は小人料金にてご
予約いただけます。

※右記出発時間は2013年7月現在のものです。

中部国際空港⇒津新港 ���津新港⇒中部国際空港 

10 �00発 �P2964E �6 �00発 �P2964V 

11 �00発 �P2964F �7 �00発 �P2964W 

12 �00発 �P2964G �8 �00発 �P2964X 

14 �00発 �P2964K �9 �00発 �P2964Y 

16 �00発 �P2964L �10 �00発 �P2964Z 
1 �18 �00発 �P29640 �11 �00発 �65311A 

19 �00発 �P2964R �13 �00発 �P2964M 

20 �00発 �P2964S �15 �00莞 �P29糾N 

21 �00発 �P2964T �17 �00発 �P29646 

22 �00発 �P2964∪ �18 �00発 �P2964P 

●中部国際空港での飛行機との乗り継ぎ時間は40分以上お取りください。

雷伊勢志摩フリー観光タクシー（5時間）（美し国観光タクシー）
■設定除外日：2014年1月1日（水）～1月6日（月）

■中部国際空港～

松阪港（津新港経由）
●所要時間／約75分

※12歳の小学生は小人料金にて

ご予約いただけます。

中部国際空港⇒松阪港 ��松阪港⇒中部国際空港 

※18：00発 �65311C �訂16：30莞 �65311E 

※210：00発 �65311Ⅰ �※2　9：30発 �55311F 

※214：00発 �65311D �※212：30発 �65311B 

※218：00発 �65311J �姦217：30発 �65311G 

※121：00発 �65311K �※119：30発 �65311H 

※1津新港経由となり所要時間が約75分となります。泣‡2津なぎさ

まち棄矧更となります。上記出発時闇は2013年7月現在のものです。

■運営管理者：津エアポートライン（株）

（り思悪霊悪警）1乳200。 駒ンポタクシー）26．100円

有料施設のご案内（2013年7月現在）

★せんそう飴／大人300円、小・中学生100円、未就学児童無料

驚綿聖神禰ん騨鮎誓藩関凛市
伊　　伊　　せ　　　　　夫＿　伊

新　　患　館　丁　　岩再　駅

間・最終終了地・配車場所をご確認ください。

喜●小型は4人乗り、中型は5人乗り、ジャンボタクシーは9人乗りとなります。●料金はタクシー貸切料金のみとなります。（観光施設の入場料・駐車場料金・有料道

輝代・食事代・タクシー延長代金等は含まれておりません）●乗車時は「旅程表」をご提示ください。●配車場所は伊勢市、鳥羽市、志摩市内。南伊勢町内の宿泊ホテ
黎浄・りレまたは」R、近鉄の駅となります。周遊および降牽エリアも伊勢市・鳥羽市・志摩市内・南伊勢町内となります。●交通事情等により多少時間が変更になる場合がご

…ざいます。●モデルコース内の★印の施設は有料入場施設（お客様負担）です。●交通渋滞などによるスケジュ⊥ル変更や電車などの乗り遅れについては、一切の

漕票諾；鎧ざ詔㍊簑濡踪識認諾翳詣認諾器諾琶蒜㌫諾糟譜だります。●遷
■運営管理者：（株）観光販売システムズ

鳥羽水族館は飼育種類数が日本一。約1，200種もの海や川の生きものを飼育しています。なかで
も人魚伝説のモデルとも言われるジュゴンに会えるのは日本の水族館ではここだけ。毎日アシカ
やセイウチのショーも開催しています。
■入館時間：10／1～10／31、

3／21～4／2　9：00～17：00

11／1～3／20　9：00～16：30

（入矧は閉餞時間の1時間前
まで）

■定休日：なし

彗露珊猿潔

大人2．160。 志諾2．000円 （月払1．080。
（現地販売価格大人：2．400円小人：1，200円）※未就学児垂の方も3歳から入館料が必要となります。
（現地にてご購入ください。）　　　　　　　　　　　　■運営管理者：（株）鳥羽水族館

16世紀大航海時代のスペイン帆船型遊覧船「エスペランサ」で、紺碧のあご湾を真珠筏や美しいリアス式海岸を見ながら、豪華に快適な
1周50分のクルージング。波も穏やかな船上でのひとときを、潮風に吹かれながら優雅に味わえます。

■時刻表

※110／1－10／31、3／21～4／2の土・田・祝のみエスペランサ（大型遊覧船）で運航予定。

※210／1～10／31、3／21～4／2のみ運航。また、真珠モデル工場への寄港はいたしません。
・青文字はエスペランサ（大型遊貰船）で運航予定。・黒文字は、小型遊覧船で運航予定。
・エスペランサがドック（点検・修理）入りや天候不順等の場合は、小型遊覧船で運航します。

大人1．300円

（悪法，650。
（現地販売価格　大人：1．500円

小人：750円）

●受付窓口にANAスカイホリデークーポンをご提出のうえ、ご乗船ください。

●小学生未満の幼児は大人1名に対して1名無料です。●出航時刻の10分前にはご集合ください。

旺運営管理者：志摩マリンレジャー（株） 16
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［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、［コCフライト、［コDフライト、［コEフライト、⊂］Fフライト、［コGフライト、

［コHフライト、［コl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。

〔‥復　曙〕

駁…プレミアムクラス設定便（追加代金が必要となります）

〇・・・プロペラ機材での運航

出発地 �便名 �2 7 イ ト �出発l　　　　　　直行　　　　　　　卜　到着 ���到着地 

福岡 �212 � �08 �00　　　　　　　　　■　　　　　　　　　09 �■10 �中部国際 

田214 � �09 �00　　　　　　　　ト　　　　　　　　10 �10 

218 � �11 �00　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　12 �10 

222 � �12 �：10　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　13 �20 

●3136 � �13 �：10　　　　　　　　　■　　　　　　　　　14 �25 

屯228 � �15 �：10　　　　　　　　　－　　　　　　　　16 �20 

230 � �17 �35　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　18 �45 

大分 �●3166 �A �09 �■50　　　　　　　　　■　　　　　　　　10 �55 

熊本 �332 �A �09 �10　　　　　　　　ト　　　　　　　　10 �20 

0334 �A �14 �55　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　16 �15 

長崎 �野372 �A �09 �55　　　　　　　　　■　　　　　　　　　11 �05 

宮崎 �342 �A �08 �55　　　　　　　　　■　　　　　　　　10 �05 

344 �A �11 �50　　　　　　　　　■　　　　　　　　13 �00 

鹿児島 �352 �A �07 �45　　　　　　　　　－　　　　　　　　　09 �00 

四354 �A �13 �00　　　　　　　　　■　　　　　　　　14 �15 

8358 �A �17 �20　　　　　　　　　－　　　　　　　　18 �35 

松山 �01822 �B �07 �55　　　　　　　　　－　　　　　　　　　08 �55 

01826 �B �12 �50　　　　　　　　ト　　　　　　　　13 �50 

㊥1828 �B �17 �20　　　　　　　　　－　　　　　　　　18 �20 

那覇 �駐302 �C �11 �45　　　　　　　　　－　　　　　　　　13 �40 

唱306 �C �16 �00　　　　　　　　　－　　　　　　　　17 �55 

●【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。

※発着時刻が、掲載の予定時刻表の出発時闇より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

時亥U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。

17

出発地 �便名 �Z ■ブ イ ト �出発　一　　　　　　　直行　　　　　　　卜到着 ���到着地 

中部国際 �む213 � �08 �：00　　　　　　　　　←　　　　　　　　　09 �：30 �福岡 

217 � �09 �00　　　　　　　　　－　　　　　　　　10 �：30 

219 � �10 �00　　　　　　　　　■　　　　　　　　　11 �：35 

221 � �11 �00　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　12 �：30 

225 � �14 �00　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　15 �25 

●3135 � �15 �10　　　　　　　　　－　　　　　　　　16 �：30 

拡229 � �17 �00　　　　　　　　　←　　　　　　　　18 �：25 

231 � �18 �15　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　19 �：40 

町235 � �19 �15　　　　　　　　　■　　　　　　　　　20 �：45 

匂237 � �20 �20　　　　　　　　　■　　　　　　　　　21 �■45 

●3165 �A �08 �05　　　　　　　　　■　　　　　　　　　09 �20 �大分 

●3169 �A �18 �30　　　　　　　　　■　　　　　　　　19 �45 

331 �A �08 �00　　　　　　　　　－　　　　　　　　　09 �25 �熊本 

0333 �A �12 �45　　　　　　　　　■　　　　　　　　　14 �25 

335 �A �18 �45　　　　　　　　　－　　　　　　　　　20 �10 

E371 �A �07 �50　　　　　　　　　－　　　　　　　　　09 �20 �長崎 

373 �A �17 �40　　　　　　　　　－　　　　　　　　19 �10 

341 �A �08 �15　　　　　　　　ト　　　　　　　　　09 �35 �宮崎 

345 �A �14 �00　　　　　　　　　■　　　　　　　　15 �20 

347 �A �18 �00　　　　　　　　　－　　　　　　　　19 �20 

351 �A �08 �15　　　　　　　　ト　　　　　　　　　09 �45 �鹿児島 

屯353 �A �10 �50　　　　　　　　　■　　　　　　　　　12 �20 

怒355 �A �15 �15　　　　　　　　　←　　　　　　　　16 �45 

359 �A �19 �25　　　　　　　　　■　　　　　　　　　20 �55 

01821 �B �08 �40　　　　　　　　　－　　　　　　　　　09 �50 �松山 

命1825 �B �＝ �10　　　　　　　　　■　　　　　　　　12 �20 

⑳1827 �B �19 �15　　　　　　　　ト　　　　　　　　　20 �25 

飽301 �C �08 �25　　　　　　　　ト　　　　　　　　10 �55 �那覇 

嘔303 �〔 �10． �40　　　　　　　　　←　　　　　　　　13 �10 

貯307 �⊂ �14 �30　　　　　　　　ト　　　　　　　　17 �00 

⊂：蚕：亘つ二！∴二∴　＝一・て・∴：二二丁・‾二二．－、
〈直行便〉　　用いただけます。

出発地 �便名 �三 二才 イ ト �出発■到着 ���到着地 

伊丹 �01671 � �07 �05■08 �：25 �福岡 

421 � �08 �：00■09 �：15 

01673 � �09 �05日0 �：25 

423 � �09 �：50日1 �：05 

01675 � �11 �：15日2 �：35 

425 � �13 �■00日4 �：15 

979 � �13 �■40■14 �：55 

●3155 � �14 �10■15 �20 

●3157 � �15 �15－16 �25 

01683 � �15 �45日7 �05 

427 � �17 �30■18 �45 

429 � �20 �20ト21 �35 

関西 �1709 � �20 �20ト21 �35 

伊丹 �一冬16・85 �D �07 �55■09 �00 �大分 

01687． �D �10 �45■＝ �50 

01689 �D �1‾3 �55日5 �00 

令1691 �D �17 �20り8 �25 

521 �F �07 �30ト08 �40 �熊本 

523 �F �09 �20■10 �30 

・啓1625 �F �11 �45日3 �05 

－¢1627 �F �13 �50■15 �10 

527 �F �16 �45ト17 �55 

529 �F �19 �25ト20 �35 

161 �E �09 �50り1 �10 �長崎 

167 �E �11 �45■13 �05 

169 �E �18 �40120： �00 

出発地 �便名 �⊇ ▲＝：7 一r ト �出発■到着 ���到着地 

伊丹 �501 �F �0 �15ト0 �：20 �宮崎 

505 �F �09 �：55日1 �：00 

507 �F �16 �10－17 �15 

509 �F �17 �25■18 �：30 

5日 �F �19 �：40■20 �：45 

541 �F �08 �：10■09 �：25 �鹿児島 

543 �F �10 �■35日1 �：50 

545 �F �12 �40■13 �：55 

547 �F �15 �10■16 �25 

549 �F �16 �50－18 �05 

551 �F �19 �25■20 �40 

⑳1631 �H �07 �35ト08 �30 �松山 

1633 �H �09 �00ト09 �55 

冬1637 �H �10 �20日1 �15 

1639 �G �11 �45■12 �40 

ご8ク1641 �G �13 �55日4 �50 

・♪1643 �H �15 �45ト16 �40 

均一1645 �H �16 �40日7 �35 

1647 �H �18 �00■18 �55 

1649 �G �19 �40i20 �35 

関西 �1731 �l �09 �00■11 �15 �那覇 

1735 �l �10 �15ト12 �35 

1737 �l �14 �55日7 �15 

1739 �l �20 �00■22 �20 

伊丹 �103 �l �09 �50■12 �10 

105 � �‖ �05■13 �20 



A～l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～Cフライト利用追加代金（大人・小人同額／お一人様）

往路搭乗日 �10／1～10／11、10／13～11／1 ��3／14～3／20 ��10／12、日／2 �12／21 �12／28～1／2 �1／5 

＝／3～12／20、12／22～12／27 り6～1／10、1／12～3／13 ��3／24～3／31 ��1／3、り4 1／11 3／21′－3／23 

買～金 �土 �日～金 �土 

Aフライト �3，000 �3，0錮 �3，000 �3，000 �3，000 �3，000 �3，000 �3，000 

Bフライト �8，300 �9，300 �4，80tI �5，800 �4，30：0 �14，800 �5，300 �9，300 

往路搭乗日 �10／1～10／11 ��11／1 11／4～12／20 12／23～12／27 ��1り3 12／22 り12 ��3／14′－3／19 3／21 ��10／12 �1／5 �10／13 12／28 12／29 �12／30 �12／21 �1／2 10／14～10／31 ��1／6′－1／10 1／13（一1／31 ��2／1′－2／7 2／‖～3／13 ��3／23～3／31 ��11／2 1／11 �3／20 �2／9 2／10 3／22 �1／3 1／4 �12／31 1／1 �2／8 

日～木 �金・土 �日～木 �金・土 �日～木 �金・土 �日～木 �金・土 

⊂フライト �4，300 �4，800 �3，800 �4，300 �4，800 �5，300 �4，300 �5，300 �追加なし �5，300 �5，888 �6，300 �7，800 �8，80tI 

〔復　路）A～lフライト利用追加代金（大人・小人同額／お一人様）

復路搭乗日 �10／3～10／13、10／15～11／3 11／5～12／221／6～1／10 ��3／14′）3／21 ��12／31 �12／27 �10／14、日／4 �1／1～1／5 �3／22 �12／24へノ12／26 �12／23 
1／14′－3／13、4／1′）4／3 ��3／24～3／31 ��り13 ��12／28′、12／30 　3／23 ���1／12 �1／11 

月～木・土 �金・日 �月～木・土 �金・日 

Aフライト �3，000 �3，000 �3，000 �3，001I �3，0OtI �3，000 �3，800 �3，000 �3，000 �3，000 �3，000 

Bフライト �8，300 �9，30・0 �4，800 �5，800 �50：0 �2，880 �4，300 �5，300 �5，800 �8，30■0　‾ �14，80■0 

復路搭乗日 �10／3～10／12 10／15′）10／31 ��11／1、11／2 11／5′－12／21 12／24～12／26 ��12／22 1／12 2／1′－2／8 ��3／14～3／21 ��10／13 �10／14 11／4 �12／23 �12／28 �12／29～ �2／9 ＝／3 ��12／311／6～1／‖ ��2／10 ��3／23へ′3／31 ��1／1～1／5 �12／27 ���12／30 �2／11 

4／1～4／3 ��1／14～1／31 ��2／12～3／13 ����3／22 �1／13 

月～土 �日 �月～土 �日 �月～土 �日 �月～土 �日 

Cフライト �4，300 �4，800 �3，椚0 �4，300 �4，800 �5，300 �4，300 �5，300 �5，川0 �追加なし �7，300 �800 �6，300 �8，300 

復路搭乗田 �10／3～10／13 10／15～11／3 日／5～12／22 12／24～12／27 1／6′～1／12、1／14～2／10 2／12～3／13、4／1～4／3 ��3／14～3／21 3／24～3／31 ��12／28～ 12／31 �10／14 11／4 �1／1～1／5 �3／22 �2／11 �3／23 �1／13 �12／23 

月～木・± �金・日 �月～木・土 �金・日 

Dフライト �2，00・0 �2，000 �2，000 �2，800 �2，0・00 �2，0・00 �2，000 �2，0・0■0 �2，000 �2，000 �2，000 �2，000 

Eフライト �4，00・0 �4，00■0 �4，000 �4，800 �4，0・OII �4，0的 �4，000 �4，000 �4，0・0・0 �4，000 �4，000 �4，000 

Fフライト �5，0：00 �5，000 �5，000 �5，000 �5，000 �5，000 �5，000 �5，000 �5，000 �5，000 �5，000 �5，000 

Gフライト �3，800 �5，300 �2，800 �4，300 �追加なし �1，300 �1，8t柑 �4，300 �5，300 �7，800 �8，800 �10，300 

Hフライト �5，80■0 �7，300 �4，880 �6，300 �追加なし �3，30・0 �3，8t柑 �6，300 �7，300 �9，800 �10，800 �12，300 

復路搭乗日 �10／3～10／12 10／15～‖／2 ��り14～2／8 ��3／14～3／19 ��10／14 �12／31 �12／27 �10／13 �1／1～り3 �12／29 12／30 � � �3／23 

11／5～12／21 12／24′－12／26 1／6～1／11、4／1～4／3 ��2／10 2／12～3／13 ��3／24～3／31 ��11／4 12／28 ���11／3 12／22 1〃2 �3／20 3／21 �1／4 1／5 3／22 �12／23 り13 �2／9 2／‖ 

月～土 �日 �月～土 �日 �月～土 �日 

lフライト �5，耶0 �6，300 �7，800 �8，800 �8，300 �8，800 �800 �3，300 �6，300 �7，300 �8，800 �9，308 �9，800 �11，800 �12，308 
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●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、旅行契約の内容壌件
は、募集パンフレットまたはホームページ（以下「契約書面」れ＼いまも）

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部（以下r約軌といいまも）によりまも

悪嘉定喜深悪友諾荒警賢覧申し込み金を添
えてお申し込みいただきまもお申し込み金は、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ッ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

お客欄嬬こよりご満足いただける■▼1▼川；腸ロコ 旅づくりを日清します！ 

≡冨≡慧トに霊慧慧慧j霊≡慧慧…】閏 
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！ 

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も
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も「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r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額」と「追加代
金として表示した金額」の合計金額からr割引代金として表示した金
乳を差し引いた金額をいいまもこの合計金額がお申し込み金jr取
消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となりまも

●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額代金をい
ただきます。

※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
別途適用されまもただし、旅行開始後の取消料は100％となりまも

国内旅行傷害保険加入のおすすめ

安心してこ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。
0ご希望のコースはどのコースですかつ（ルフレットに記載されている圃番号をお申し出くだ乱l。）
◎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。）
○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r、ガいましたら荊由l．嬢′伊予LL

ご参加される方全員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東京都港区棄新橋1丁目5番2号

ポ⊃F憬旺会員
増辻巳法人目不潔汚和傘UATA）の正金月です， 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。
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。

総合旅行 業所での ご不明な � ������を取り扱う旅行会社・営 し、担当者からの説明に ‾おたずねください。 業務 取引 点が �取扱管理者（国内）とは、お に関する責任者です。この あれば、ご遠慮なく右記の �客様 旅行契 取扱官 � �旅 に 者 �看 l 

パンフレット請求コード SL－3A130－010

協力：（株）観光販売システムズ

商品区分コード

※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
ス側用便・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も詳しくは別
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、20－3年8月1日を基準配していまもまた、旅行代金
は、2013年8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州こ記載の受託旅行業者（以下「取扱旅行会
社」といいまも）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。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も

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■／／WWWanaS．COjp）をご参照ください。

●10　その他

由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。 

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ム
※旅行参カロ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。

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

（土甘祝日および12／29～1／3を除く）
※詳しくはhttp：／／wvvvv・ana．⊂0．JP／traveL／Info／assist／をご覧ください。

くお客様専用ダイヤル＞ご参加を検討中のお客様 －ヽ，Jl 
・し希望のし出発日と商品コードをお知らせください。 

他山発のお書磯】　℡広島（082）511・8600 
営業時間9：30－18：00（12／31－1／3を除く） 

・九州糊のお珊　霊薦鮒誓え莞莞90 

・開発のお珊　霊庶禦盟麿莞90 


