
［二コ基本フライトは、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。

※発着時刻が、掲載の予定時刻表の出発時間よリ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。

【AIRDO（エア・ドゥ）（HD便名）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。
・AM〔ダイヤモンド・プラチナ・SF〔の各会員の方も空港ラウンジをご利用いただくことができません。

【SNA（ソラシドエア）便ご利用の場合】
・フライトマイル・プレミアムポイントは貯まりません。
・AM〔ダイヤモンド・プラチナ・SF〔の各会員の方も空港ラウンジをご利用いただくことができません。

何‥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

★【スターフライヤー／ANAコードシ土ア（共同運行）便ご利用の場合】
・スター．フライヤーの機材および乗務員にて運行し脳内のサービスはスター

フライヤーの基準により行いま‾先
・羽田空港では第2ターミナルでの発着となります。

＊【AJRDO（エア・ドゥ）／ANAコードシェア（共同運航）便ご利用の場合】
・AIRDOの機材および乗務員にて運航し脳内のサービスはAIRDOの基準により行いまも

【AIFIDO（エア・ドゥ）（HD便名）便ご利用の場合】
・AIRDOの機材および乗務員にて運航し機内のサービスはAIRDOの基準により行いまも

・パソコン、携帯電話からチェックインを行うサービス、事前座席指定および

SKiPサービスはご利用いただけません。

【SNA（ソラシドエア）便ご利用の場合】
・SNAの機材および乗務員にて運航し脳内のサービスはSNAの基準により行いまも

りヾソコン腰帯電話からチェックインを行うサービスおよびSKiPサービスはご利用いただけません。

●発着空港は同一空港となりまも　●往復とも同日乗り継ぎに限りまも●ご利用便の発着時間変更により、目的地まで同日乗り継ぎできない場合は、設定中止となりまも　●乗り継ぎ地での宿泊はできません。

※乗り継ぎは新千歳空港ご利用のみとなりまも　※新千歳・旭川・帯広・オホーツク紋別発は直行便のご利用となりまも　※函館・釧路・女満別・根室中標津・稚内発は直行便および新千歳空港乗継優がご利用いただけまも

〈乗り継ぎ時間のご案内〉乗り継ぎには・右記の乗り継ぎ時間が必要となります。予約時にlに、注意くだ乱、。　　　　　　　　麻千歳空風㈱

〔復　路）

出発地 �便名 ��Z ■＝フ イ ト �出発　一　到着 ���到着地 

新千歳 �畷50 ��A �07 �30◆09 �10 �羽田 

＊4712 ��A �08 �00－09 �35 

也52 ��A �08 �■30ト10 �10 

＊4714 ��A �09 �00■10 �35 

広54 �� �09 �30日‖ �10 

＊4716 �� �10 �20日2 �00 

函館 �HD44 �� �09 �00日0 �25 

8854 �� �12 �40り4 �10 

旭川 �HD52 �く1 � �08 �55日0 �40 

HD54 �・1 � �13 �25日5 �10 

帯広 �HD62 �� �09 �15－11 �00 

HD64 �� �14 �30り6 �15 

出発地 �便名 �毒 イ ト �出計一到着 ���菜り 犯ぎ 

函館 �04854 � �11 �45日2 �25 �卜新千歳 

04858 � �16 �15■16 �55 

釧路 �◆4872 � �09 �15■10 �05 

04874 � �15 �10日6 �00 

女満別 �04862 � �10 �50－11 �45 

04866 � �14 �15－15 �10 

根室中尉 �04882 � �09 �25110 �25 

04884 � �13 �20日4 �20 

稚内 �04842 � �12 �20ト13 �20 

04844 � �17 �05日8 �05 

出発地 �便名 ��フ ラ イ ト �出発　■　到着 ���至情地 

羽田 �＊4735 �� �18 �：50120 �20 �新千歳 

印77 ��A �19 �00◆20 �30 

昭79 ��A �20 �00121 �35 

＊4737 ��A �20 �15121 �45 

田81 ��A �20 �40122 �10 

串4739 ��A �20 �55◆22 �30 

HD45 �� �14 �40り6 �00 �函館 

865 �� �17 �25－18 �45 

HD53 � � �11 �15日2 �50 �旭川 

HD57 �壬1 � �17 �35119 �10 

HD63 �� �12 �10り3 �45 �帯広 

HD67i：‡1 �� �17 �00－18 �35 

匪鎧 � �便名 �三 イ ト �出発一到着 ���出発地 

新千歳 �＊ 』 ■ ＊ ■ �4718 � �11 �20日3 �00 �羽臼 

58 � �11 �30－13 �10 

60 � �12 �00日3 �40 

4720 � �12 �20日4 �00 

62 � �12 �30日4 �10 

貯 �64 � �13 �30日5 �10 

＊ �4724 � �14 �00日5 �40 

lヨ �66 � �14 �30日6 �10 

＊ �4726 � �15 �20日6 �55 

巴 �68 � �15 �30日7 �05 

●発着空港は同一空港となりまもただし、小松・能登空港の組み合わせは可能でも

〔往路〕　　　〔復路1
〈直行便〉

出発地 � �便名 �三 イ ト �出発　卜　到着 ���到着地 

秋田 �飽 �872 � �07 �35108 �45 �羽田 

q �874 � �09 �35日0 �45 

由 �876 � �12 �15－13 �25 

田 �878 � �16 �05117 �15 

li �880 � �19 �10120 �20 

爛代 �屁 �788 � �10 �40111 �55 

790 � �17 �55－19 �15 

庄内 �屯 �894 � �07 �10108 �15 

896 �A �08 �55ト10 �00 

匹 �898 � �14 �20←15 �25 

貯 �900 � �18 �15119 �20 

出発地 � �便名 �⊇ ブ イ ト �出発　卜　到着 ���到着地 

羽田 �飽 �871 � �07 �45108 �：50 �秋田 

飽 �873 � �10 �：35111 �：40 

昭 �875 � �14 �：20115 �25 

田 �877 � �16 �55－18 �00 

！ヨ �879 �A �20 �25121 �30 

惑 �787 � �08 �55日0 �05 �爛代 

789 � �16 �10日7 �20 

893 � �06 �55107 �55 �庄内 

畷 �895 � �12 �35113 �35 

D �897 � �16 �15117 �15 
飴 �899 �A �20 �15■21 �15 

出発地 �便名 �フ ラ イ ト �出発　卜　到着 ���到着地 

釧路 �HD72‡き‡1 � �09 �50■11 �30 �羽田 

742 � �14 �05日5 �55 

女満別 �HD78射 � �13 �45日5 �40 

HD80封 � �18 �25ト20 �20 

舶嶋津 �840 � �14 �20116 �15 

媚－ツ欄 �印846 � �13 �25日5 �15 

稚内 �旺572 � �13 �50－15 �45 

〔復　路〕

出発地 �便名 ��三 つ イ ト �出発　■　到着 ���到着地 

羽田 �HD73曇り �� �13 �50115 �・25 �釧路 

743 �� �17 �15日8 �・50 

【D77 �1 � �11 �15ト13 �00 �女満別 

HD79 �1 � �16 �15■17 �55 

837 �� �12 �05日3 �45 �根室中標章 

飽845 �� �11 �00日2 �45 �オ恭一ツ爛 

lヨ571 �� �11 �20日3 �10 �稚内 

※110／26までは次の便名になります。旭川⇔羽田：HD52→HD56、HD54→HD58

羽田⇔旭川：HD53→HD57、HD57→HD59　羽田⇔帯広：HD67→HD65

釧路⇔羽田：HD72→HD90　羽田⇔釧路：HD73→HD99

女満別⇔羽田：HD78→HD52、HD80→HD54

羽田⇔女満別：HD77→HD51、HD79→HD53

〈茫‥卦荘〉

出発地 � �便名 �＝フ ラ イ ト �出発卜　到着 ���琵刃 腿ぎ 

羽田 �嘔 b 小 曲 ■レ �57 � �09 �・30111 �－05 �闇千歳 

59 � �10 �00り1 �35 

4719 � �10 �15■11 �45 

61 � �11 �00り2 �35 

4721 � �11 �50・13 �25 

b �63 � �12 �00113 �35 
＊ �4723 � �12 �50日4 �20 

彪 �65 � �13 �00日4 �30 

超 �67 � �14 �00り5 �30 

』 �965 � �14 �30－16 �00 

し　経億∵）

〈直行便〉

出発地 � �便名 �三 イ ト �出発　■　到着 ���到着地 

小松 �ロ �752 � �07 �45108 �50 �羽田 

ロ �754 � �10 �05■11 �15 

』 �756 � �11 �30日2 �35 

970 � �15 �20日6 �25 

瑠 �758 � �17 �00■18 �10 

辺 �760 � �20 �05■21 �15 

冨山 �囚 �882 � �07 �10■08 �15 

匹 �884 �A �08 �20109 �25 

凸 �886 � �11 �25日2 �30 

昭 �888 � �15 �25日6 �30 

飽 �890 � �17 �10118 �15 

■ �892 � �20 �10121 �15 

能登 �旧 �748 � �11 �35日2 �40 

750 � �16 �55－18 �00 

蟻茎 �便名 �二フ ラ イ ト �出発　卜到着 ���出発地 

薪千歳 �04853 � �10 �35■11 �15 �「函館 

04857 � �15 �05日5 �45 

04873 � �13 �55114 �40 �釧路 

4875 � �16 �50■17 �35 

04865 � �13 �00日3 �45 �女満別 

04867 � �18 �40日9 �25 

04883 � �11 �55日2 �50 �枢室帽津 

04885 � �16 �35■17 �30 

◆4841 � �10 �55■11 �50 �稚内 

04843 � �15 �40－16 �35 

出発地 � �便名∴ �フ ラ イ ト �出発　■　到着 ���到着地 

羽田 �q �751 � �08 �15109 �：20 �小松 

ロ �753 � �09 �45日0 �：50 

969 � �13 �15114 �15 

D 紹 ロ �755 � �15 �15■16 �15 

757 �A �18 �15ト19 �20 

759 �A �20 �00ト21 �05 

畷 �881 � �06 �40■07 �40 �富山 

田 �883 � �09 �25日0 �25 

田 �885 � �13 �35日4 �35 

lヨ �887 � �15 �30116 �30 

畷 �889 �A �18 �25日9 �25 

匹 �891 � �20 �05■21 �05 

747 � �09 �55日0 �55 �能登 

屯 �749 � �15 �20－16 �20 
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⊂］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、⊂］Bフライトは、フライト追加代金が必要となります。

（往　路〕　　　　〔復・層1
〈直行便〉

出発地 �便名 �弓 イ ト �出発、■　到着 ���到着地 

伊丹 �962 �A �07 �05ト08 �15 �羽田 

14 �A �07 �30108 �40 
16 �A �08 �00109 �10 

18 �A �09 �00110 �10 
20 �A �10 �00■11 �15 

22 � �11 �00日2 �15 

24 � �12 �00り3 �10 

26 � �13 �00日4 �15 

28 � �14 �00日5 �10 

30 � �15 �00日6 �15 

32 � �16 �00日7 �10 

34 � �17 �00◆18 �15 

36 � �18 �00日9 �15 

38 � �19 �00■20 �10 

40 � �20 �20ト21 �35 

出発地 �便名 �⊇l ■＝ア イ ト �出発　一到着 ���到着地 

羽田 �961 � �06 �10■07 �20 �伊丹 

13 � �07 �00108 �10 

15 � �08 �00←09 �10 

17 � �09 �00日0 �05 

19 � �10 �00日1 �05 

21 � �11 �00日2 �05 

23 � �12 �00日3 �05 

25 � �13 �00日4 �05 

27 � �14 �00日5 �05 

31 � �15 �00日6 �05 

33 � �16 �00－17 �05 

35 �A �17 �00日8 �05 

37 �A �18 �00－19 �05 

39 �A �19 �00－20 �15 

41 �A �19 �20120 �35 

払…プレミアムクラス改定便（追加代金が必要となります）

〔復路∵）

出発地 �便名 �三 イ ト �出発　■　到着 ���至情地 

関西 �★3820 �B �06 �30■07 �40 �羽田 

142 �A �07 �00108 �10 
144 �A �08 �10■09 �25 

★3822 �B �11 �05日2 �15 

★3824 �B �14 �00日5 �10 

★3826 �B �17 �20日8 �30 

★3828 �B �19 �25■20 �35 

148 � �19 �55■21 �15 

150 � �21 �35■22 �45 

神戸 �412 �A �07 �05■08 �20 

414 � �18 �00■19 �15 

416 � �21 �15■22 �30 

●発着空港は同一空港となります。ただし広島・岩国発の復路は広島・岩国空港からお遊びいただけますも

ト往路1　　　　〔復∴眉」

〈直行便〉

出挙地 � �便名 �2 7 －イ’ ト �出発　←到着 ���到着地 

広島 �貯 �672 �B �07 �35108 �55 �羽田 

鰹 �674 �B �09 �05－10 �25 

E �676 �A �10 �10－11 �30 

tヨ �678 � �12 �50日4 �10 

辺 �680 � �15 �20日6 �40 

ぬ �682 �B �16 �20日7 �40 

幻 �684 �B �17 �20■18 �40 

8 �686 �B �19 �45■21 �05 

損 �688 �B �20 �45ト22 �05 

岩国 �脇 �632 �B �07 �30109 �00 

634 � �11 �20日2 �50 

636 �A �16 �10日7 �40 

頂 �638 �A �20 �00■21 �30 

岡山 �り �652 �A �07 �30◆08 �45 

頂 �654 �A �10 �05■11 �20 

ロ �656 � �12 �25り3 �40 

li �658 �A �17 �25日8 �45 

′） � � � � � 

山田 宇部 �中 lヨ �660 692 �A �19 08 �55◆21 00109 �15 25 

694 � �09 �25110 �55 

凸 �696 � �12 �50■14 �15 

q �698 � �16 �50■18 �15 

lヨ �700 � �19 �00ト20 �25 

鳥取 �嘔 �292 � �07 �05ト08 �15 

l四 �294 �A �08 �40■09 �50 

広 �296 � �12 �45113 �55 

298 � �18 �15■19 �30 

米子 � �812 � �07 �15■08 �30 

り �814 �A �09 �00ト10 �15 

816 � �12 �25ト13 �40 

992 � �15 �20ト16 �40 

屯 �818 � �17 �30■18 �50 

820 � �20 �50■22 �05 

萩石見 � �576 � �13 �35日5 �00 

出発地 � �便名 �2 フ イ ト �′出発　卜到着 ���到意地 

羽田 �q �671 � �06 �50108 �20 �広島 

嘔 �673 � �07 �55109 �25 

ぬ �675 � �09 �25日0 �55 

E �677 � �10 �35日2 �05 

E �679 � �13 �05日4 �35 

咽 �681 � �15 �05116 �35 

鮎 �683 � �17 �30119 �00 

暫 �685 �A �18 �30ト20 �00 

払 �687 �A �19 �25■21 �00 

631 � �08 �55■10 �40 �岩国 

633 � �13 �30I15 �15 

b 山 �635 � �17 �35日9 �20 

637 �A �19 �45121 �30 

山 田 q b B �651 � �07 �50109 �10 �岡山 

653 � �10 �20■11 �40 

655 � �15 �10－16 �30 

657 �A �17 �55日9 �15 

659 �B �19 �35121 �00 

691 � �06 �55108 �40 �山口 宇部 

ロ �693 � �10 �20日2 �05 

町 �695 � �14 �20116 �05 

q 匹 �697 � �16 �25日8 �10 

699 �A �19 �15121 �00 

B �293 � �06 �40108 �00 �鳥取 

l匹 �295 �A �10 �40日2 �00 

297 � �15 �55日7 �20 

li �299 �B �19 �30120 �55 

ロ �811 � �06 �55108 �20 �米子 

813 �A �10 �20日1 �45 

991 � �13 �15－14 �40 

lヨ �815 � �15 �30日6 �55 

817 �8 �18 �35120 �00 

819 � �20 �05121 �30 

575 � �11 �15日3 �00 �萩石見 

出発地 � �便名 �言 イ ト �出発　■　到着 ���到着地 

松山 �田 �582 � �07 �40■09 �00 �羽田 

l； �584 �A �09 �40■11 �05 

b �590 � �11 �50日3 �10 

D �592 � �14 �25日5 �45 

li �596 � �17 �15日8 �40 

暫 �598 � �19 �55121 �20 

高松 �『 �532 � �07 �40108 �55 

鉱 �534 � �09 �30ト10 �45 

也 �536 � �14 �00115 �15 

998 � �15 �40り6 �55 

中 �538 � �16 �45日8 �00 

咽 �540 � �19 �25120 �40 

徳島 �屯 �280 � �08 �05■09 �15 

凸 �282 � �10 �50日2 �00 

凸 �284 � �13 �05日4 �15 

嘔 �286 � �18 �15日9 �25 

高知 �田 �562 � �07 �40108 �55 

田 �564 � �10 �40日1 �55 

B �566 � �13 �35り4 �50 

甫 �978 � �15 �55117 �10 

払 �568 � �18 �25■19 �40 

出発地 �庵名 �ヨ ■＝フ イ ト �出発l到着 ���到着地 

羽田 �141 � �07 �30ト08 �45 �関西 

★3821 �B �09 �10り0 �25 

★3823 �B �12 �00日3 �15 

★3825 �B �15 �10－16 �25 

★3827 �B �17 �20り8 �35 

145 �A �18 �00り9 �20 

147 �A �20 �40121 �55 

149 �A �21 �00122 �10 

★3829 �B �21 �45122 �55 

411 � �06 �20107 �30 �神戸 

413 � �16 �05日7 �15 

415 �A �20 �15121 �30 

出発地 �便名 �2 7 イ ト �出発　卜到着 ���到着地 

羽田 �E583 � �07 �20108 �55 �松山 

嘔585 � �09 �30り1 �05 

町589 � �12 �05113 �40 

屯593 � �14 �55日6 �30 

貯595 �A �17 �35・19 �10 

lコ599 �A �18 �55■20 �30 

B531 � �07 �25ト08 �45 �高松 

嘔533 � �09 �25日0 �45 

田535 � �11 �55－13 �15 

997 � �13 �30日4 �50 

嘔537 � �17 �15－18 �35 

頂539 �A �19 �30ト20 �55 

町281 � �08 �55り0 �15 �徳島 

B283 � �10 �55日2 �15 

田285 � �16 �20日7 �40 

ロ287 �A �19 �35121 �00 

嘔561 � �08 �30り0 �00 �高知 

B563 � �11 �25日2 �55 

b565 � �16 �10り7 �35 

E977 � �13 �50日5 �15 

569 �A �18 �55■20 �25 

旬⑧



●発着空港は同一空港となり京‾先ただし、福岡。佐賀発の復路は、福岡。佐賀空港からお選びいただけます。
●大分、熊本、長崎、宮崎発は鹿児島発の基本代金にP．22の追加代金が必要となります。

（服〕　　　　（復　路）　　　　〔往路）
〈直行便〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く直行便〉

出発地 � �便名 �三 二フ イ ト �出発　■　到着 ���到着地 

福岡 �咽 �240 � �07 �0010 �：30 �羽田 

払 �242 � �0 �0010 �：30 

咽 �244 � �0 �00日 �：35 

也 �246 �A �0 �：30日1 �：05 

四 �248 � �1 �：05日1 �：40 

田 �250 � �1 �：10日 �：45 

田 �252 � �1 �：35日 �：10 

由 �254 � �1 �：30日5 �05 

飽 �256 � �1 �：15日5 �50 

埠 �258 � �15 �10日 �：45 

舷 �260 � �16 �10ト1 �45 

野 �262 � �1 �：40ト18 �15 

也 �264 � �1 �40日9 �15 

q �266 � �1 �：20日9 �：55 

畷 �268 � �1 �：20120 �：55 

lヨ �270 � �1 �：55121 �：30 

lヨ �272 � �2 �：50ト22 �：25 

274 � �21 �：30■23 �：00 

佐賀 � �452 � �0 �：45108 �15 

454 � �09 �：50日1 �25 

984 � �15 �：30日7 �00 

456 � �18 �：40120 �10 

大分 �畷 �192 �A �07 �50■09 �15 

飽 �SNA88 �A �08 �■55ト10 �25 

194 �A �10 �15日1 �40 

196 �A �12 �50日4 �15 

SNA90 �A �14 �25日5 �55 

SNA92 �A �16 �55■18 �25 

超 �200 �A �18 �20日9 �45 

SNA94 �A �20 �00ト21 �30 

熊本 � �SNA12 �A �07 �35109 �15 

野 �642 �A �08 �55日0 �25 

SNA14 �A �09 �20日1 �00 

召 �644 �A �11 �30日3 �00 

貯 �646 �A �13 �05日4 �35 

SNA16 �A �13 �5日4 �55 

SNA18 �A �16： �5117： �55 

舷 �648 �A �17： �45日9： �5 

SM22 �A �18： �45■20 �25 

650 �A �20： �40■22： �5‡ 

●発着空港は同一空港となります。

出発地 � �便名 �フ ■：＝7 イ ト �出発　◆　到着 ���到着地 

羽巴 � �239 � �0 �：2510 �：25 �福岡 

四 �241 � �0 �20109 �15 

凸 �243 � �0 �：20日 �：20 

q �245 � �0 �00日 �：55 

匹 �247 � �0 �：45日 �：45 

罰 �249 � �1 �：30日 �：30 

匹 �251 � �1 �：30日 �：25 

畷 �253 � �1 �：30日 �：25 

取 �255 �A �1 �：25ト1 �：20 

q �257 �A �1 �：00日 �55 

辺 �259 �A �15 �00日 �：55 

畷 �261 �A �15 �15日7 �10 

昭 �263 �A �1 �：3011 �：30 

略 �265 �B �17 �00日 �：55 

鰹 �267 �B �1 �：00日9 �：55 

彪 �269 �B �19 �00ト21 �：00 

暫 �271 �8 �19 �：30■21 �：25 

惑 �273 �B �20 �00■21 �：55 

451 � �07 �15109 �15 �佐賀 

983 � �12 �：45日4 �：50 

453 � �16 �00日8 �・05 

455 �A �18 �：25■20 �30 

SNA89 �A �06 �・40■08 �15 �大分 

191 �A �07 �50109 �35 

由 �193 �A �10 �25日2 �10 

SNA91 �A �12 �15日3 �50 

SNA93 �A �14 �45日6 �20 

暫 �197 �A �15 �55■17 �40 

SNA95 �B �17 �45日9 �20 

匹 �199 �B �19 �15121 �00 

SNAll �A �07 �05◆08 �45 �熊本 

彪 �641 �A �08 �30日0 �25 

田 �643 �A �10 �30ト12 �25 

SNA13 �A �11 �05■12 �45 

SNA15 �A �14 �05り5． �45 

好 �645 �A �15： �00■16： �55 

SNA17 �A �16： �30日8： �0 

647 �A �17： �45日9： �40 

彪 �649 �B �19： �05ト21 �00 

SNA21 �B �19： �5120 �55 

出発地 � �便名 �言 イ ト �出発　一　到着 ���到着地 

長崎 �匹 �662 �A �08 �：35ト10 �：10 �羽巳 

SNA34 �A �09 �：15110 �：55 

召 �664 �A �11 �：05112 �：40 

SNA38 �A �12 �：25り4 �：05 

超 �666 �A �14 �：00り5 �：35 

SNA40 �A �15 �：40日7 �20 

惑 �670 �A �18 �：50120 �：25 

SNA42 �A �21 �：00－22 �：40 

宮崎 � �SNA52 �A �07 �35109 �・10 

E �602 �A �08 �：10■09 �：40 

604 �A �09 �：55日1 �30 

SNA54 �A �10 �：25日2 �00 

印 �608 �A �11 �：40り3 �10 

SNA56 �A �11 �：55り3 �30 

SNA58 �A �14 �：45日6 �20 

飽 �610 �A �15 �50日7 �20 

SNA60 �A �17 �00日8 �35 

SNA62 �A �18 �20◆19 �55 

SNA64 �A �19 �30■21 �05 

618 �A �19 �55121 �30 

鹿児島 F r �田 払 払 �SNA72 � �07 �35109 �15 

620 � �07 �50109 �25 

622 � �10 �10－11 �45 

SNA74 � �10 �50◆12 �30 

624 � �12 �20■13 �55 

SNA76 � �12 �25日4 �05 

旧 �626 � �14 �35日6 �10 

SNA78 � �15 �20日7 �00 

E �628 � �16 �55日8 �30 

田 �630 � �19 �20120 �55 

SNA82 � �20 �35122： �15 

（復∴滝上）

出発地 �便名 �言 イ 卜 �出発　卜　到着 ���到着地 

羽田 �5NA31 �A �06 �50108 �：40 �長崎 

ぬ661 �A �08 �：15日0 �：20 

SNA33 �A �10 �00■11 �：50 

佐古63 �A �11 �：15日3 �：15 

SNA35 �A �13 �・15り5 �05 

幻667 �A �16 �05日8 �：05 

SNA39 �A �18 �：35■20 �：25 

必669 �A �19 �25121 �：30 

SNA51 �A �06 �20■08 �：00 �宮崎 

601 �A �07 �25109 �：15 

SNA53 �A �07 �50109 �：30 

巴603 �A �09 �15■11 �：00 

SNA55 �A �09 �45日1 �：25 

SNA57 �A �12 �15■13 �・55 

拓609 �A �13 �15■15 �05 

SNA59 �A �14 �45ト16 �25 

613 �B �16 �30り8 �15 

SNA61 �B �17 �05日8 �45 

ね617 �A �18 �40120 �30 

SNA63 �A �19 �15■20 �55 

正619 � �06 �35■08 �30 �鹿児島 

SNA71 � �08 �20110 �05 

昭621 � �09 �40日‖ �35 

SNA73 � �09 �55■11 �40 

飽623 � �11 �55■13 �50 

SNA75 � �13 �00日4 �45 

畷625 � �14 �15■16 �10 

SNA77 � �15 �30117 �15 

印627 �A �16 �30－18 �30 

SNA79 �A �18 �05日9 �50 

超629 �A �18 �50■20 �45 

●往復とも同日乗り継ぎに限ります。●ご利用便の発着時間変更により、目的地まで同日乗り継ぎできない場合は、設定中止となります。
●乗り継ぎ地での宿泊はできません。●宮古発は那覇空港で乗り継ぎとなりまも石垣発は直行便および那覇空港乗継便がご利用いただけまれ

〈乗り継ぎ時間のご案内〉乗り継ぎには、右記の乗り継ぎ時間が必要となります。予約時にはご注意ください。

仁復　顔卜・〕

票轟慣き

盈⑳



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フライト利用勘帽似・小人開／お一人様）単位‥円

10／1～5／6

新千歳→羽田Aフライト

〔往路）Aフライト利用勘憎臥・小人棚／お一人様）単位＝。

10／1～5／6

庄内→羽田Aフライト

（往路1Aフライト利用釧憧臥・小人同額／お一人様）単位：。

10／1～5／6

富山→羽臼Aフライト

仁往路」A・Bフライト利用劃㈹鋸臥・州覗／お一人様）学位：円

往路搭乗日 �右記以外 ���3／14～3／31 ��12／28－1／5 
月 �火～金 �日・土 �月 �日・火～土 �月 �白・火～土 

伊丹・関西・神戸→羽田 　Aフライト �4．000 �1，000 �追加なし �1，000 �追加なし �追加な．し �追加なし 

関西→羽田Bフライト �1，500 �1．500 �1．500 �1．500 �1，500 �1，500 �1，500 

し　往時〕A・8フライト利用勘椚念は人・小人同額／お一人様）単位‥。

往路搭乗日 �右記以外 �10／12、11／2、12／21、 1／11、3／21、4／27～5／4 �12／28～1／5 

広島→羽田Aフライト �1．500 �1．500 �追加なし 

広島→羽包Bフライト �2，500 �2，500 �追力］なし 

岩国→羽田Aフライト �1．000 �1，000 �追加なし 

岩国→羽臼Bフライト �2，000 �1，000 �追加なし 

岡山→羽田Aフライト �2，000 �2，000 �迫力ロなし 

〔骨路…〕Aフライト利用過仰憶映人・小人開／お一人様）単位：円

10／12、11／2、12／21、12／28～

1／5、1／11、3／21、4／26～5／4

鳥取・米子→羽田Aフライト

（往路〕Aフライト利用追師憶はん小爛／お一人様）単位＝円

10／12、11／2、12／21、12／28－1／5、

1／11、3／21、4／26、4／27、5／3、5／4

松山→羽日Aフライト

別

〔復路〕Aフライト桐釦僧映人・dl入閣／お一人掛　単位＝。

10／2・～5／13

羽田→新千歳Aフライト

し復路」Aフライト利用勘憎似・鋸屑／お一人様）単位＝。

12／28～1／9、

4／26～5／6

羽田→秋田Aフライト

羽田→庄内Aフライト

〔復路」Aフライト利用創脈凱払・小人開／お一人様）単位：。

羽田→小松Aフライト

12／28～1／5

羽田→富山Aフライト

〔∴復路1A・8フライト利用蹴腑途臥小人開／お一人様）単位＝円

復路搭乗日 �右記以外 ����3／14～3／31 ��12／28～ 12／30 �12／31－ 1／5 
月～水 �木 �金 �白・土 �日月一木・土 �金 

伊丹駆西・神戸→ 羽由Aフライト �1，000 �4．000 �6，000 �追加なし �追加なし �3，000 �4，500 �追加なし 

常西→羽田Bフライト �1，500 �1，500 �1．500 �1，500 �1，500 �1，500 �1，500 �1．500 

し復路〕A・8フライト利用凱代引快人l入関／お一人様）単位：。

復路搭乗日 �右記以外 ��12／27 �10／13、11／3、 12／22、1／12、 3／21、4／27 �70／14、m4、12ノ刀、 1封28－日5、1／13、 3／a4／29－5／6 
月～木・土 �金・目、2／11 

羽窃一・広島Aフライト �追加なし �1，500 �10，000 �追加なし �追加なし 

羽田→岩国Aフライト �1．000 �1．500 �10．000 �1，000 �追加なし 

羽巴→岡山Aフライト �追加なし �追加なし �11．000 �追加なし �追加なし 

羽田→岡山8フライト �追力8なし �3，000 �11．000 �追加なし �追カロなし 

羽正→山口宇啓Aフライト �追加なし �2，000 �10，000 �追加なし �追加なし 

〔復層〕A・Bフライト利用追附憶鰊人・小爛／お一人様）単位＝円

復路搭乗日 �右記以外 �12／6－12／22、 12／24～12／26、 1／6～1／12、1／14～ 3／22、3／24～3／31 �12／27 �10／14、11／4、 12／23、12／28～ 1／5、1／13、3／23、 4／29～5／6 

瑚→鰍粁Aフライト �2，000 �追加なし �追加なし �追加なし 

鞘→鰍米子Bフライト �2，000 �2，000 �12，500 �追加なし 

ト復路∵〕Aフライト利用凰酬憧挟人・小人同額／お一人様）単位＝。

復路搭乗日 �右記以外 ��3／24－訓、5／3、5／5～5／13 ��3／14、 3／16 �12／27 �10／13、11／3、12／22、 12／28～1／5、〃12、 3／21、3／23、5／2、5／4 
月～本土 �金・日、 2／‖ �月一木・土 �金唱 

羽田→松山Aフライト �追加なし �1．000 �追加なし �1，000 �1，000 �11，300 �追加なし 

羽田→高塩Aフライト �追加なし �1，ODO �追加なし �追加なし �追加なし �12，000 �追加なし 

羽田→高知Aフライト �追加なし �1，000 �追加なし �1，000 �2，000 �11．600 �追加なし 

追加なし



〔往路1Aフライト利用追加代金（お一人様）単位：円
10／1～5／6

福岡→羽出Aフライト

往路搭乗日 �右記以外 �10／12 11／2 �用／14、11／3 3／23、4／29 �12／23 �12／24～ 12／27 �12／28 －1／1 �1／2 �1／3～ 1／5 �1／6 �1／11 �3／21 �4／26 �4／30～ �5／4～ �5／6 
1／13 ��4／27 �5／3 �5／5 

大分→羽田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 �追加なし �17．400 �10，300 �追加なし �追加なし �900 �迫力□なし �1．000 �5．000 �500 

熊本→羽田Aフライト �500 �追加なし �19，800 �3．800 �500 �500 �500 �追加なし �追加なし �8．900 �追加なし �6．500 �5．000 �500 �12．500 

長崎→羽田Aフライト �1．000 �2，100 �1．000 �追加なし �1，000 �3．600 �3．600 �10，000 �7，000 �追加なし �4．900 �1，000 �3，000 �5，000 �12，500 

宮崎→羽田Aフライト �500 �追カロなし �500 �1．300 �2，500 �500 �12，500 �5．400 �追加なし �追加なし �1．000 �3，000 �3．000 �1，000 �追加なし 

し準渾」A・Bフライト利用追加代金（お一人様）　　　　　単位‥円

復路搭乗日 �10／2～5／13 
月～木・土 �金 �日 

羽巴→福岡Aフライト �追加なし �5，000 �追加なし 

羽臼→福岡Bフライト �追加なし �9，000 �追加なし 

羽田→佐賀Aフライト �追加なし �4，000 �4，000 

復路搭乗日 �右記以外 ���10／11、1m 12ノ20～1封21 �10／12、11／2 1／11 �10／14 11／4 �12／27 �12／28－ 12／30 �12／31 �1／1 �3／21、4／26～ 4／27、5ノ3 �3／23 �4／28 �4／29 �5／6 
月～木・土 �金 �日 

羽田→大分Aフライト �追加なし �追加なし �追加なし �1，000 �追加なし �追力□なし �8，300 �8，300 �11，800 �1，000 �5，000 �3，500 �6．000 �追加なし �5，000 

羽田→大分Bフライト �追加なし �1，000 �1，00・0 �2，000 �追加なし �追加なし �8，300 �8．300 �11，800 �1，000 �5，000 �4，500 �6．000 �追加なし �5，000 

羽田→策本Aフライト �500 �500 �500 �3．800 �19，800 �・500 �5．000 �追加なし �追加なし �500 �17．000 �追加なし �500 �追加なし �9，000 

羽巴→熊本8フライト �500 �500 �1，500 �3，800 �19．800 �500 �5，000 �追加なし �追加なし �500 �17，000 �追加なし �500 �追加なし �9，000 

羽田→長崎Aフライト �1，000 �1．000 �1，000 �1，000 �1，000 �4．200 �追加なし �8，000 �追加なし �3，600 �17．000 �7，000 �5，000 �1，008 �7，000 

羽8→宮崎Aフライト �500 �500 �500 �500 �500 �追加なし �追加なし �3，400 �6．900 �500 �1．000 �2，500 �1．000 �3，000 �7，000 

羽田→宮崎Bフライト �500 �500 �1．500 �500 �500 �追加なし �追加なし �3，400 �6．900 �500 �1，000 �2．500 �1．000 �3．000 �7，000 

羽田→鹿児島Aフライト �追加なし �1，000 �1．000 �1，000 �1，000 �追加なし �1．000 �1．000 �1，000 �追加なし �1，000 �1，000 �追加なし �追加なし �追加なし 

四 日本の空に、すべてがプレミアムなひとときを。

●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。
※一部の飛行時間の短い路線では、お食事・軽食に代えて、茶菓のご提供となります。

●ゆとりのシートで快適なフライトをお楽しみいただけます。
●新千歳・小松・羽田・広島・岡山・牧山・福岡・熊本・鹿児島・那覇空港では国内線の

「ANALOtrNGE」をご利用いただけます。
●ご搭乗の際には優先搭乗案内で機内にお入りいただけますも
●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′ヾ－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。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・健がございます。

※ご予約便が予告なく使用機材の変更により、プレミアムクラス席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。）

東京スカイツリー⑧天望デッキ（350m）日付指定入場券引換券閲堅恕日間翳訂 ：琵苧装誤認β望遠認諾昆品券引換券吉電歪文芸㌫脇塁斑鮎ナます。l・16‥00以降限定・粥川・ 

料金（お一人様） 大人18歳以上 中人（中学生・高校生）12－17歳 小人（小学生）6－11歳 

幼児4・5歳　　　　　　　　　　　　　　600円　■営業時間：8：00～22：00（最終入場21：00） 

※18歳の高校生は中人料金、12歳の小学生は小人料金、6歳の未就学児童は幼児　営業時間が変更になる可能性がございます。 

誤差芦妄瀧凱溺紆fき警君籍プ詣チ君漂莞易1塩害岩慧■アクセス‥東武スカイツリーラインrとうきょうスカイツリー」駅すぐ 歪欝で孟宗芸莞琵諾露翳鵠妥詰梨誓う妄り竺　票霊蒜宝姦㌫三三才発雷註霊歪メトロ半蔵門線‘ 

天望デッキ（350m）で別途購入が必要となります。※復路搭乗日にご予約の場　　　　　　　※東京スカイツリーのある東京スカイツリータウン⑧に直結となります。 
合：見学に時間がかかる場合がご乱1ますので余裕をもってご入場くだ乱1。　　■運営管理者：東武タワースカイツリー株式会社 
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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・条件
は、募集パンフレットまたはホームページ（以下「契約書乱といいます。）
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部（以下「約乱といいまも）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も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

許無療顔巌釣．舛

新千歳空港パーキング軒ロ／
前後泊プラン
（ANAクラウンプラザホテル千歳）由
※詳しくは下記「お客様専用ダイヤル」またはお申し込
み販売店にお問い合わせください。

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。r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r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「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。この合計金額が「お申し込み金」「取
消料」「違約料」「変更補償金」の範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。

‾■礁閻巳 �軒さ肖籾 

旅行開始日の 前日から起算して さかのぼって �21日目にあたる日まで �無　料 

20∈旧以降8日批あたる日まで �旅行代金の20％ 

7日日以降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・無連綿不参加 ��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？（パンフレットに記載されている陪隈司コ遭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東京都漕区乗新橋1丁目5番2号

ポ⊃ド憬旺会員
一軒牡丹法人日本評行王協会UATA）の正金Rですt 二 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 菜 －ヽ �⊂コ旅行業 所での取弓 不明な点が �取扱管理者（国内）とは、 に関する責任者です。この ，小ヽ �客 行 取 �様 契 � �旅行を取り扱っ旅行＝社・営 に関し、担当者からの説明に 書におたずねください。 

」 ��あれば、し遠慮なく右記の ��琶 � 

パンフレット請求コード S8－3A110－020 匝品区分コードロ

伊丹空港・関西空港JPパーキング田口

※詳しくは下記rお客様専用ダイヤル」またはお申し込

み販売店にお問い合わせください。

※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即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ソトに記載の受託旅行業者（以下r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・宿泊憶関、

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
企業との問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・料阻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も
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喜様へ

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も
※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。

ツアーアシストデスク

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

（土・日・祝日および12／29～1／3を除く）

※詳しくはhttp：／／www．ana．co．jp／travel／info／assISt／をご覧ください。

日 �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。 

・ご希望のご出発日と商品コードをお知らせください。営業時間9：30－18：00日2／3ト1／3を除く）

【北海道内各地空港発のお客様】

℡札幌011・222・8600

【小松・富山・能登空港発のお客様】

選⑦0570・011860
※市内通話料金でご利用いただけます。

※03－6251－8508携帯電話・PHSなどからは

こちらにおかけください。

【九州各地発のお専様】

℡福岡092－720－8600

【秋臼・大館能代・庄内空港発のお客様】

曾仙台022－263・8600

【関西・神戸・伊丹空港兜のお客様】

℡大阪06・6530・8600

【馳掛鮎山卸側・粁偏如拙磯根御報】

管広島082・511－8600
【那¶・宮古・石垣発のお喜様】

管沖縄098・862・8600


