
京の半日～世界遺産金閣寺・銀閣寺・清水寺～■運慧悪日

■運行期間：2013年10月1日～2014年3月20日の毎日運行

■乗降垂場所：」R京都駅烏丸口10：30出発
■所要時間：約4時間30分～5時間

大人5．100円 小人（小学生）2．800円

金閣寺（35分）＝銀閣寺（45分）＝清水寺（1

【あぶらとり紙と絵葉書セット付き】

※昼食は清水寺付近での自由食となります0　　　　宰≡≡≡竺≡旦室⊆寧051910

比叡山と大原三千院（暴食何部■運慧禁Ⅲ
■運行期間：2013年10月1日～70月31日の月・水・金・土・休日運行、
2013年11月1日～12月8日の毎日運行

●乗降車場所一」R京都駅烏丸口9：20出発　■所要時間二約7時間

小人（小学生）5．390円大人8．950円

巨∵∴燕攣

．‾　‾‥‾　U．一札．■三∴■⊥・｛二∴＿rt揮丁主Jq＋‾∴這、．1．「二二、二㌧呼止二心‾

豚日比凱ドライブウェイ〉＝延暦寺根本中堂（70分）＝〈奥比叡三
二＿∴＿ドライブウェイ＼＝三千野与下原削利白由靭鮒16叩1

※昼食代は料金に含まれております。※昼食：芹生（三千苧弁当）または魚山園（大原女弁当）となります。
敷昼食時間は大即）自由散策の時間腑1紆分）に含まれております0璽華璽竪琴準型畢璽缶191K

世界通産と嵯峨・嵐山　　　■運慧悪口
1運行期間．2013年10月1日～12月8日・2013年12月30日～2014年1月3日・2014年調1日
～娼20日の毎日運行、2013年12月帽～12月29日・2014年順4日～2月28日の土・休日

運行■乗降辛場軒」R京都駅烏丸口1030出発　●所要時間．約6時間～6時間30分

小人（小学生）3．080円大人6．500円

薪・大覚寺（40分）＝天龍寺と嵐山散策（自由散策約140分）二幸＝仁和等（45分）＝寵安等（45分）

※畢睾尽日申卑阜なソ牢す㌔軍鱒章畢ま天龍寺と軋山散策の型酪101L
時間（約140分）に含まれております。

世界遺産金閣寺・清水寺と高台寺ねねの道■運慧票田
■運行期間：2013年10月1日～2014年3月20日の毎日運行

■乗降車場所：」R京都駅烏丸口12：30出発
t所要時間：約4時間30分

大人4．480円 小人（小学生）2．190円

金閣寺（35分う＝清水寺（70分）＝二年坂・三年坂・董
ねねの道と高台寺（90分）　　　　　　　至

オプショナルコード詔覆E旺

京料理と武園＆夜景展望　■運慧票田
■運行期間2013年10月1日～11月15日・2014年3月7日～5月20日の毎日運行、2015年

12月13日～2014年調2∈］の金・土・休日運行※ただし、ギオンコーナー休業日は運休

1棄降車場所■」R京都駅烏丸口17：00出発　■所要時間：約4時間

小人（小学生）5．740円大人7′900円

巨㌫∴京料理［食事処］（50分）＝ギオンコーナー亡舞妓の京舞・雅楽・

過野澤▼　文楽・狂言などの観鄭（50分）＝夜景展望〈乗山山頂〉（10分）を
縛食付ギオンコ十一歳賞代は料釦含まれて別ます。絹翫急ホテル、リーガロイヤルホテル京臥ホテル京蔽京乱酔翫テルに絹治のお客弧］－ス終了鮒

テ憤お紬た肌脱臭件偏帆働ドライ欄とな硯胱服す・⊆型お191H

郡を槻た脚脚りの地をたず駅腰附剖■運慧禁8

1運行期間：2014年1月10日～3月18日の毎日運行

1乗降車場所：」R京都駅烏丸口10：20出発
■所要時間●約6時間

大人9．000円 小人（小学生）5．930円

汽＝り高森毒面前遠海扇面三着面廟板前玩有戸
巨一三　高台寺（40分）＝知恩院三門（60分）

※軍華甲享甲金に含まれております0昼食：洛中悠庵花伝画竺払191N
となります。

※8名以上のグループのお客様、複数コースを同時にご購入されるお客様は、2コース目より割引料金が適用となります。詳しくは京阪バスにお問い合わせください。（TEL：075－672－2100）

奈良公園3名所と春日奥山めやリ

写真提供奈良市観光
協会（撮影矢野建彦）

■運営管理者：奈良交通
■乗降車場所：近鉄奈良駅9．05出発

※」R奈良駅での降車も可能です。

■所要時間．約5時間30分

大人4．800円 小人（′博生）2．500円

東大寺（大仏殿・ミュージアム）＝春日大社（宝物殿含む）＝興；

縛福寺・国宝館＝若草山（車窓）＝〈新着章山ドライブウェイ〉＝‘－滋・春日山原始林倖窓）＝＜春日奥山ドライブウェイ＞＝平城宮…

跡壌雀門l特典】乗車記念品膚日大社の奈良墨割引券　萱
＿　＿＿＿　＿　　　　　－・■　▲　－　ヽ　　ヽ　　ヽ　　　一I l l　＿ヽ＿　l　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　1　　－　、　－－、　、　、－　　　‾　　－　、‾　　　、　‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾、　、　‾　－

※昼食代は含まれておりません。
※昼食時間は設けておりません。車内に軽食をお持ち込

み、ご飲食いただくことができます。

オプショナルコード崇拭船舶

ロ法隆寺・西の京早回り
■運営管理者：奈良交通

■乗降重場所：近鉄奈良駅13．15出発
※」R奈良駅での降車も可能です。

■所要時間：約4時間35分

写真提供●奈良市観光協会

料金（お一人様 ��蓑） 

10／1～11／30、1／1－1／15 �大人4．600円 �小人（小学生）2．200円 

※12／1～12乃1、1／16－3／31 �大人4．300円 �小人（小学生）2．100円 

※上記期間は薬師寺大唐西域壁画は非公開となります。
※薬師寺の東塔は解体修理中のため、ご覧いただけません。

箸毒茫声法隆寺＝薬師寺＝平城宮跡・朱雀門（車窓）【特則乗車記念品…

オプショナルコード晃注記賢首

法隆寺・西の京
■運営管理者：奈良交通

■乗降車場所：近鉄奈良駅10ニ05出発
※JR奈良駅での降車も可能です。

■所要時間：約7時間

写真提供奈良市現光協会

料 �斗金（お一人様 �牒）　　　　1 

10／1～11／30、1／1－1／15 �l �l 

※12ノト12月1、1／16～3／31 �大人6．700円 �小人（梢生）3．260円 

※上記期間は薬師寺大唐西域壁画は非公開となります。
※薬師寺の東塔は解体修理中のため、ご覧いただけません。

∴；‾－．、∴．∴l・ト∴
※昼食代は含まれておりません。当日手配ご希望の場合は乗車前に窓口

にてお申u駅だ乱＼宿料）等畢璽寧些璽璽！嶺1氾G

※連続2日間で2コースをご利用いただく場合は、2コース目より連続乗車割引料金が適用となります。詳しくは、奈良交通にお問い合わせください。（TEL●0742－22－5110）

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⑳間の片道乗車券です。

料金（お �一人様） �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 �60885C �約45分 

関西空港～ユニバーサル・スタジオ・ジャパン㊦問リムジンバス（片道） �大人1．500円 �小人（小学生）750円 �50886C �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、ご予約時にご確認ください。ただし、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめこ了承ください。※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）24
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匿垂蔓〕ユニバーサル・スタジオ・ジャパン㊥オプショナルプランのご案内・運営管理者‥（株）ユー・エス・ジェイロ

●入場当日すべてのアトラク
ションを体験できるパス

●障がい者の方は、身体障かい

者手帳等の提示により、本人
および付添人1名に限り、大人
3．300円、子ども2．200円で購

入できます（ただし、シニア料
金の設定はありません）。

●連続した2日すべてのアトラク

ションを体験できるパス

箪簑1キツザニア甲子園
か1‾T，．．▼　‥

よこ′l孟宗㌶諾至芸宗雷鳥言説
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！

■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14分。ららぽーと甲子園内

：‥＿二二　■∴，∴一！・■－ゝ∴震∴．．，　，‥　　　　■＿

※「園児または小学生」と「大人またはシニア」の組み合わせでご入場ください。
．中学生のみの入場は可能です。
※「幼児（2歳以下）」は無料でご入場し
年齢は3歳以上のため「大人またはシ

ただけま
／二ア」と

お断りしています。

「キッザ二ア甲子園イ

す。ただし、アクティビティ参加対象
「幼児」の組み合わせでのご入場は

※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。下記オフィシャルサイトの「施設利

用規約」・「よくあるご質問」をご確認ください。
※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。

ションセンター0570－06－4343

なんばグランド花月よしもとクリエイティブ．警莞禁中ロ

しこ云二二二号．！

■定休日：なし
※12／28～1／5は特別興行期間となり

通常の開演時間とは異なる場合が
ございます。詳しくはお問い合わせ

ください。
※一公演の所要時間は、約2時間15分

です。
※全席指定となります。ただし、座席の

指定はできません。
※公演時間・内容は都合により変更
する場合がございます。あらかじ
めご了承ください。

※日程により開演回数が異なりますの
でご予約時に、ご確認願います。

25

おなじみの漫才、落語、新
喜劇など連日好評を博し
ております。

★スタジオ・パスの利用日は、ツアーご購入時にお決めくださ
い。現地での変更はできませんので、ご注意ください。

※3歳以下の幼児は無料です。
※価格等は、予告なく変更する場合がございます。
※表示価格には消費税が含まれております。
※ユニバーサル・スタジオ・ジャパン㊥に関する情報は、2013年

7月現在のものです。予告なく変更することがございます。
※写真はイメージです。
※イベント、アトラクション、レストラン、ショップは、季節や時間

帯、天候などにより、予告なく内容や営業時間の変更、または
中止する場合があります。

※アトラクションによっては、身長や健康上の理由により、ご利用

基準を設けております。事前に各種制限をご確認ください。
※年間スタジオ・パスへのアップグレードについては、インフォ

メーションセンタq TEL．0570－20－0606（※PHSや一部のFP

電話からは利用できません。ご了承ください。）、オフィシャル
WEBサイトwww．∪弧⊂0．jpでご確認ください。

◎WalteTLantzProduCT【OnSLL〔◎＆⑳UnlVerSalStudIOS AllnghtSreSerVed

CR13－2080－D／SA13－426

オプショナルコード延司語廻

■運営管理者：キッザニア甲子園瞥臼

＼ �平日第1部 �平日第2部 �料金（お 休日第1部 �人様） 休日第2部 �目刺 �H・S第2部 （6時間） �（5時間） �（6時間） �（5時間） �（6時間） �（5時間） 

園児（濾～り学生未満） �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．桝IO円 

中学生 �3．900円　3．200円 ��4．刷IO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6日、4月26日～5月6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：1／1、5月分：2／1

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

正郎コ■第1部融085Cl第2部融085D重

し⊥攣讐書スルツとKANSAl　（株，才深認諾．爛日
間西地区の指定の路線で電車＆バスが乗り放題＋色々な観光施設での割引
がついて、観光するのにとても便利なパスです。
■設定期間：2013年10月1日～2014年3月31日

臨群編！ ��オフショナ �トルコード 
大人 �小学生以下 

土・日・祝 特別興行 期間 �9：45 �60909K �60909L 

12：45 �醐0ミ厄 �6090gP 

15：45 �60909S �60909T 

平日 �11：00 �60909M �60909N 

14：30 �60909Q �60909R 

鍼警頑法夢 �料金（お一人様） �■駈義弘塩 

照黙照野紆ブック何部稲 �2．000円 （大人・小人岡持） �1日間 

慧浣洛奈良・和歌山儲地区の圏 私鉄と／†スに使えます。（一部除外あり） �大人3，帥〇円 小人（小学生） 1．，00円 �連続した 2日間 

慧浣諾・奈良・和歌山・滋賀地区の圏 私鉄とバスに使えます。（一部除外あり） �大人5，000円 小人（小学生） 2，500円 �連続した 3日間 

利用可能区間については、お渡しする「スルツとKANSAlのご案内」をご覧ください。
割引対象の観光施設については、現地にてお渡しする冊子をご覧ください。
※受け渡し場所は往路到着空港（関西地区の空港）となります。ただし大阪周遊パスは神
戸空港でお受け取りいただけません。※伊丹空港の受取窓口は8：30～21：15、関西空港
の受取窓口は7：00～22：00までの営業となります。営業時間外の引き取りについては行

程案内書にてご確認ください。※有効期限はご旅行滞在中となります。

スルッとKANSA】の素材は、ご利用日にかかわらずお客様の出発日で素材を
adamにてご予約ください。



華葦なる宝塚歌劇　　阪急義認窃ロ

きらびやかなステージで繰り広げられる歌とダンスは感動的です。

⑥宝塚歌劇団（写真はイメージです。公演内容とは異なります）

※場内はすべて指定席、入れ替え制です。
※公演開始30分前の開場となります。公演時間は

約3時間です。
※指定席のご希望はお受けできませんので、

あらかじめご了承ください。
※公演時間など詳しくはお問い合わせください。

※予約の受付は、公演単位で各公演初日の3カ

月前より開始しますが、各公演スケジュール
により多少前後します。

S席8．000円 A席5．50tH弓

■休演日：水曜日および不定休

ガシ≡ナルコード �S席 �A席 

11：00開演 �60741M �60741N 

13：00開演 �607416 �60741P 

15：00開演 �607410 �60741R 

勘乗映太秦映画村人材券　惑慧荒磯璽紬

時代劇の主人公気分で映画村をお楽しみいただけます。

■設定除外日：
1／1～1／3、1／17～1／21、4／28～5／6

■営業時間：
9：00～17：00

（12／1～12／28は9：30～16：30（土・

日・祝は17：00）3月以降は未定のた

め、お問い合わせください。）

（終了1時間前までにご入村ください。）

（現地販売価格大人2．200円、中人1．300円、
小人1′100円）

踊論罰臨膿堰帽幅0055B

※メニューの内容やご予約方法など詳細は行程案内書にてご確認ください。※設定店舗およびクーポンメニューは季節により内容が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。※各クーポンをご利用にならなかった場合でも払戻はできませんので、あらかじめご了承ください。

関西ええとこどりMAP＆クーポン

地元スタッフ太鼓判のお店をピックアップ！

天下の台所「大阪」を味わう厳選グルメや京都・神戸のスイーツ、観光に便利な
フットワーク（移動手段）などに使えるおトクなクーポンメニューをご用意しました。

贅お一人様につき1冊のみご購入いただけます。

抗・享モ頼巨二・ 嶋諾品舶！
5

畠雷電諾詫て

言＝‾　　二⑳

二■－i葦、千㌦雪・■≒・．∴k∵こ’r・丁ミ

r関西ええとこどリMAP＆クーポン」には掲載の施設でご利用いただけ
るおトクなクーポンが6枚付いています。施設ごとにクーポン校数が決
まっているので、組み合わせてご利用ください。

くメニューの一例〉

清遊館入館券
オリジナルグッズ付き

巨大な水槽で悠々と
泳ぐジンベイザメをは
じめ世界の魚たちと出
違える水族館。
●現地販売価格：

大人2．300円

通天閣入場券

なにわのエッフェル塔？大

阪のランドマーク通天閣。

大阪市を一望できる展望

フロアにはあの有名など

リケンさん屈の裏を撫で

ると願いごとが叶うとか？

●現地販売価格：
ソ　大人600円

，．一大賑セット
明石産の上質のたこ
と、7種類の粉をブレン

ドしたこだわりの生地
が織り成すハーモニー
がたまりません。

●現地販売価格：
1．500円

お買い物券
（1枚500円分）

たこ焼きが走り出すナン

センスさが光るたこ焼きー】チヨロQや、決して癒さ

篭れない「大阪におい缶道

＿蓋曇菜‡禁

転義惑逗逗澄重要
空票町　patisserie

雷詣認諾蒜　も功
「傭正書院沌あります。　　＿〆ド

●メニュー：ゆどうふセット

（ゆどうふ、天ぷら、田

楽．ごま豆腐、鯛の昆

毎惑．法認課。。

脅謂謂分）
等猥鎧鎧竺

●ご利用可能店舗：京都市内

よ－じゃ各店舗（京都大丸

は除く）（よ－じゃカフェでも

ご利用いただけます）

※500円以上のお買い物

でご利用いただけます。

ケーキセット

神戸で生まれ、神戸に育った、神

戸にし力囁しけ一手屋さんです。

●メニュー：お好きなケーキ

1種類とドリンクセット

紹内でのご飲食に限ります。

●現地販売価格：

設定なし

●9館券3，500円、5餞券

2，000円、単館券「うろ

この家・うろこ美術館」

1，000円のいずれかの

チケットをお買い求め

の場合、r500円割引

券」としてご利用いた
だけます。

伊丹・関西空港での引き換えとなります。引き換え田でご予約ください。
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南禅寺順正
南禅寺の門前に位置するお店。清雅な京風建築庭囲を配した園の登録有形文化財の庭園「順正書院」があります。

昼食3．100円

昼食＿ゆどうふコース
メ二i－ゆどうふ、田楽、野菜天ぷら、鯛の昆布メ、

ごま豆腐、御飯、春物

■予約時間：11：30
※予約時間以外をご希望の場合は、お申し込み時

にお問い合わせください。
＃食事提供の都合上、当日連絡可能なお客様の電

話番号をお矢口らせください。

閉頑四国毎日廟＝屈　60059C 夕食6．200円

夕食湯葉会席
メニュー前菜、造り、焚合せ、引上げ湯葉、

焼物、油物、止椀、御飯、香物、水物

■予約時間：18：30

※予約時間以外をご希望の場合は、お申し込み時
にお問い合わせください。※4・10・11月のご予約
は、お申し込み時に一里お預かりさせていただい
たうえでのご予約となります。予約状況によっては
ご希望に沿えない場合もございますのであらかじ
めご了承ください。※食事提供の都合上、当日連
結可能なお客様の電話番号をお知らせください。

躍四　60059D

■営業時間：11：00～21：30（ラストオーダー20：00）■定休日：不定休（要問い合わせ）※メニューは季節により内容が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。

京おばんざい百足屋
京都洛中にある京のおばんざい会席料理「百足屋」。四季折々の美しさと、歴史のはやくみが格子の奥に感じられます。古い復元寮と本格的な味をお楽しみください。

夕食おばんざい会席新町
メニューおばんざい盆盛、造り、焼肴、強者、御飯、香物、水物

お金雲の方に「くろちく」和柁買付き（お一人椋につき一個）

■予約時間：17：00～21：00　※お客様ご自身で時間をご予約ください。電話番号：075－256－7039

■営業時間：11：00－15：00、17：00－21：00

●定休日：水曜日（祝日の場合は営業、翌日振替休業となります）

夕食5．700円
※メニューは、仕入の都合により内容が変わります。

田功阿房副圃エロ160935B　　ぁらかじめご了承ください。

創業明治32年、平安神宮の近くに建つ京料理の店。目の前には美しい疏水が流れ、季節のうつろいを感じながら、お食事を愉しむことができます。

i　　　　　、、jr、∴＼

攣昼食手をけ弁当　　　　　　夕食手をけコース（今月のおすすめ料理）
メニュー季節の御飯、漬物、赤だし、手をけ〈約15品〉　ヌ二ュ二手をけ弁当と京の四季折々を味わうおすすめ料理です。

■予約時間：昼食：11：30　夕食：17：00～19：00

※予約時間以外をご希望の場合は、お申し込み時にお問い合わせください。

※11・4月のご予約は、お申し込み時に一旦お預かりさせていただいたう
えでのご予約となります。予約状況によってはご希望に沿えない場合
もございますのであらかじめご了承ください。

季節の京料理をたくさんつめた手をけ弁当。
手をけは名匠の作ったものを利用しています。 昼食3，400円 夕食8．000円

京料理祇園実費幸
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■営業時間：平日11：30～14：00、

17：00～21：00（ラストオーダー19：30）、

土・日・祝日11：30～21：00（ラストオーダー19：30）

■定休日：月曜日（祝日の場合は営業、翌日振替休業となります）
■設定除外日：12／24～1／1

手をけ弁当（昼食）／60471C

手をけコース（夕食）／60471D

※メニューは、季節により内容が変更となる場合も

ございます。あらかじめご了承ください。

昔ながらのお茶屋さんや料亭が軒を連ねる町、祇園の中心に位置する美豊幸。京都らしい風情の中で、本格的な季節感あふれる京料理をお楽しみいただけます。

夕食懐石料理八坂票書聖諸賢裂き竜誌警諾戻賢で－。
メニュー　ごま豆腐、八寸、吸物、造り、おしのぎ、湯豆腐、焼物、進肴、薫物、

赤だし、御飯、春物、デザート

夕食7．700円

■予約時間：17：30、18：30、19：30、20：30

■営業時間：11：30～15：00、16：00－22：00

■定休日：年中無休
※11・4月のご予約は、お申し込み時に一旦お預かりさせ
ていただいたうえでのご予約となります。予約状況によっ
てはご希望に沿えない場合もございますのであらかじめ
ご了承ください。

閉弛甲戻り属国□個　60467Bl※メニューは、季節により内容が変更となる場合もございます。あらかじめこ了承くだ乱1。



［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、⊂］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）

〈直行便〉

出発地 �便名 �弓 イ ト �出発　一　　　　　　　　直行　　　　　　　　■　到着 ���到着地 

福岡 �01672 � �07 �05　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　08 �15 �伊丹 

昭422 � �08 �30　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　09 �35 

424 � �10 �00　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　11 �05 

01674 � �11 �00　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　12 �10 

01676 � �＝ �30　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　12 �40 

虹980…：！2 � �12 �00　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　13 �05 

01678 � �13 �00　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　14 �10 

屯426 � �14 �55　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　16 �00 

016恥：り � �15 �00　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　16 �10 

●3156 � �15 �50　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　17 �00 

●3158 � �16 �55　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　18 �00 

也428 � �17 �50　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　18 �55 

暫430 � �19 �25　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　20 �35 

野1702 � �07 �50　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　08 �50 �関西 

大分 �01686 �8 �09 �30　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　10 �30 �伊丹 

01688 �A �12 �20　　　　　　　　　■　　　　　　　　　13 �20 

01690 �A �15 �30　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　16 �30 

◆1692 �A �18 �55　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　19 �55 

長崎 �162 �A �08 �00　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　09 �05 

164 �A �13 �35　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　14 �40 

986台三㌔≒3 �A �16 �20　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　17 �25 

168 �A �17 �35　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　18 �40 

熊本 �522 �B �08 �00　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　09 �05 

524 �A �11 �10　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　12 �15 

988；：≒3 �B �12 �20　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　13 �3・0 

01626 �B �13 �35　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　14 �45 

01628 �B �15 �40　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　16 �50 

526 �B �17 �20　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　18 �25 

暫528 �B �18 �35　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　19 �40 

宮崎 �502 �B �07 �45　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　08 �45 

504 �B �10 �05　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　11 �05 

●3142 �A �13 �30　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　14 �35 

968‡：j4 �A �14 �40　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　15 �40 

508 �A �15 �50　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　16 �50 

510 �A �17 �50　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　18 �55 

512 �A �18 �50　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　19 �55 

鹿児島 �542 �B �07 �35　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　08 �45 

暫544 �A �09 �10　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　10 �20 

974†：lS �A �10 �45　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　11 �55 

嘔546 �A �12 �30　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　13 �40 

548 �A �14 �35　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　15 �45 

550 �A �17 �00　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　18 �10 

萬552 �A �18 �45　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　19 �55 

匿ト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

（復　路）
※福岡発はんなり京都では、Aフライト追加代金は不要です。

出発地 �便名 �三 二ブ イ ト �出発　卜　　　　　　　直行　　　　　　　卜　到着 ���到着地 

伊丹 �01671 � �07 �05　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　08 �25 �福岡 

由421 �A �08 �00　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　09 �15 

01673 �A �09 �10　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　10 �30 

423 �A �09 �50　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　11 �05 

01675‡：まも �A �11 �15　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　12 �35 

6425をi‡7 �A �13 �00　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　14 �15 

○柑7裾1 �A �13 �05　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　14 �25 

取979※2 �A �13 �40　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　14 �55 

●3155 �A �14 �10　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　15 �20 

●3157 �A �15 �15　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　16 �25 

01683 �B �15 �45　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　17 �05 

野427 �A �17 �30　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　18 �45 

舷429 �B �20 �20　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　21 �35 

関西 �埠1709 �A �20 �20　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　21 �35 

伊丹 �01685 �A �07 �55　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　09 �00 �大分 

01687 �A �10 �45　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　11 �50 

01689 �A �13 �55　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　15 �00 

01691 �B �17 �20　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　18 �25 

161 �A �09 �50　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　11 �10 �長崎 

167 �A �11 �45　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　13 �05 

985‡…こ3 �A �14 �30　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　15 �50 

169 �A �18 �40　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　20 �00 

521 �A �07 �30　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　08 �40 �熊本 

523 �A �09 �30　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　10 �40 

987‡：毒3 �A �10 �30　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　11 �50 

◆1625 �A �11 �45　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　13 �05 

01627 �A �13 �50　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　15 �10 

筋527 �A �16 �45　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　17 �55 

529 �B �19 �25　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　20 �35 

501 �A �07 �15　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　08 �20 �宮崎 

505 �A �09 �55　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　11 �00 

●3141 �A �＝ �55　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　13 �00 

967‡ミミ4 �A �13 �00　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　14 �05 

507 �A �16 �15　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　17 �20 

509 �B �17 �25　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　18 �30 

511 �B �19 �40　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　20 �■45 

払541 �A �08 �10　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　09 �25 �鹿児島 

973‡ii5 �A �08 �55　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　10 �10 

6543 �A �10 �35　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　11 �50 

545 �A �12 �45　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　14 �00 

547 �A �15 �10　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　16 �25 

549 �A �16 �50　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　18 �05 

551 �B �19 �25　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　20 �40 

※112／28～12／30、1／2～1／5の運航。※210／27～1／31、2／12～2／28の運航。※312／26～1／6の運航。※412／20～12／21、12／23～1／6の運航。※512／21、12／23～1／6の運航。

※610／27～3／29の運航。※710／1～12／27、12／31、1／1、1／6～3／29の運航。

※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。

●【IBEX（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。

ヨ 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、茶共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。

●伊丹・関西・福岡・熊本・鹿児島空港では国内線のrANALOUNGE」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；

●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問マイルの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。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。）
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〈粧㌍ト㌢」正目守皇鳶ヨイス（航空券＋㈲白）p・5ノ

A・Bフライトをご利用の場合は、往臥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　追加代劃大人・小人同額／お一人様）

大分発 往路搭乗日 �右記以外 ��12／28、3／14～3／20 3／22～3／31 ��10／12 1り2 5／3 �12／21 1／11 �12／29～1／5 �3／21 �4／26 �4／27 4／29 �5／2 5／4～5／6 

日～金 �土 �日～金 �土 

大分→伊丹Aフライト �1，5榊 �1，500 �500 �500 �追加なし �7，000 �追加なし �6，500 �8，000 �3，080 �500 

大分→伊丹Bフライト �1，500 �4，001I �500 �3，080 �1，000 �10，000 �追加なし �6，500 �11，000 �3，000 �5，000 

熊本発 往路搭乗日 �右記以外 �2／11 3／14～3／20 3／22～3／31 �4／1～4／25 4／28、4／30 5／1 �10／12 11／2 �10／14 12／21 3／21 �11／1 12／28～12／31 �11／4 12／23 �1／1 5／3 �1／2～1／5 �4／26 5／4 5／5 �4／27 �4／29 5／6 �5／2 

熊本→伊丹Aフライト �2，000 �4，000 �3，000 �4，000 �13，000 �2，500 �17，500 �6，500 �追加なし �13，580 �10，000 �16，500 �2，000 

熊本→伊丹Bフライト �4，500 �6，500 �5，500 �4，000 �13，000 �6，000 �17，500 �6，500 �追加なし �13，500 �10，000 �16，500 �4，500 

宮崎発 往路搭乗日 �右記以外 ��10／14′）10／31、11／4～11／30 3／14～3／20、3／22～3／31 ��4／1～4／25 ��10／11、10／13 11／1、11／3 12／28～り1 �12／21 り11 4／28～5／1 �1／2′）1／5 �3／21 5／2～5／6 �4／26 4／27 

日～金 �土 �日～金 �土 �日～金 �土 

宮崎→伊丹Aフライト �4，500 �4，500 �6，0的 �6，080 �8，000 �8，000 �8，000 �13，000 �1，500 �10，000 �19，0¢0 

宮崎→伊丹Bフライト �4，5研 �6，000 �6，00tI �7，500 �8，000 �9，5m �8，000 �13，800 �1，50・0 �10，000 �19，000 

鹿児島発 �10／1～10／10 ��10／11、10／13、10／14 �10／15～10／31、11／5～11／30 12／28（ノ1／13／14（一3／19 �� � �1／2～1／5 �1／6 �3／20 �3／21 

往路搭乗日 �3／1～3／13 ��11／1、11／3、11／4 72／1～12／20、12／22～12／27 1／7（一り10、1／12～2／28、5／3 �3／24～5／2、5／4～5／6 ��10／12 11／2 �12／21 1／11 ���3／22 3／23 

日～金 �土 ��日～金 �土猥 

鹿児島→伊丹Aフライト �4，000 �4，00tI �4，000 �5，OtIO �5，000 �14，500 �23，500 �追加なし �13，500 �5，500 �20，500 

鹿児島→伊丹Bフライト �4，000 �5，500 �4，000 �5，000 �6，500 �14，508 �23，500 �追加なし �13，500 �5，500 �20，500 

※4／27～5／1は土師日の追加代金か通用となり窯す。

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

福岡着 �右記以外 ��4／1～4／26 �10／14 �12／23 �12／28～12／31 �1／1 �1／3～1／5 �5／2（ノ5／4 �5／5 

復路搭乗日 �月～木・土 �金・日 �5／7′）5／13 �1り4、3／20 �1／13 ��1／2 ���5／6 

伊丹・関西→福岡Aフライト �追加なし �追加なし �追加なし �9，000 �追加なし �17，500 �6，500 �6，500 �3，080 �10，000 

伊丹→福岡Bフライト �追加なし �2，500 �追加なし �11，500 �2，500 �17，500 �6，500 �9，000 �5，500 �12，500 

大分着 �右記以外 ��3／14～3／19、3／21 ��10／11 11／1 �12／231／13 �10／14 11／4 �12／28〈一 �1／1～1／5 ��4／26 �4／27 �4／29 �5／2 5／4 

復路搭乗日 ���3／22、3／24へ′3／31 ���3／20、3／23 ��12／31 5／3 �����5／5 5／6 

月～木・± �金・日 �月～木・土 �金・日 �����水・木・土 �金・臼 

伊丹→大分Aフライト �1，500 �1，500 �580 �500 �13，580 �13，500 �4，500 �12，500 �6，Ot柑 �6，800 �5，000 �5，000 �15，500 �12，500 

伊丹→大分Bフライト �1，508 �4，000 �500 �3，000 �16，000 �13，500 �4，500 �12，500 �6，000 �8，500 �5，000 �7，500 �15，5Ⅲ �15，000 

長崎着 �10／2～10／13 ���＝〃～日月 ���12／1～12／22 ＿12／24～12／27 1／1へノ1／12 �3／14（ノ 322 � � �12／29 �4／26～ �5／3 �12／23 

復路搭乗日 �10／15～10／31 ���11／5～1り30 ���1／14～3／13 4／1～4／25 5／7（ノ5／13 �／ 3／24～ 3／31 �10／14 11／4 �12／28 12／31 �12／30 3／23 �5／2 5／4 ��1／13 5／5 5／6 

月～木・土 �金 �日 �月～木・土 �金 �日 

伊丹→長崎Aフライト �3，500 �5，500 �6，500 �4，588 �5，580 �7，000 �3，00tI �4，5t川 �7，000 �500 �27，000 �6，0佃 �21，500 �13，500 

熊本着 �右記以外 �10／12 12／21 �10／13 �10／14、11／4 �1り1 1り3 �12／23 1／13 �12／28′－ 12／31 �1／10、3／14（一3／20 �4／26 �4／27 �4／29 5／3 �5／2 5／5 �5／6 

復路搭乗日 ��1〃1 �12／27 �1／1～1／5、3／23 �12／20 �3／21 ��3／22、3／24（ノ3／31 ���5／4 

伊丹→熊本Aフライト �4，500 �29，000 �5，0用 �12，000 �5，500 �21，000 �追加なし �6，500 �27，500 �18，500 �24，000 �8，500 �13，000 

伊丹→熊本8フライト �4，5叩 �29，000 �6，50tI �12，000 �7，000 �21，000 �追加なし �6，500 �27，500 �18，5桐 �24，000 �8，500 �13，000 

宮崎着 復路搭乗日 �右記以外 ��10／11、10／12、10／15～11／2 11／5～日月0、3／14′－3／21、3／24～3／31 ��10／13 10／14 1り3、1り4 �12／23 1／1～り5 1／13 �12／28～12／31 3／23 �3／22 �4／26（一4／28 4／30、5／1 �4／29 �5／2（一5／4 �5／5 5／6 

月～木・土 �金・日 �月～木・土 �金・日 

伊丹→宮崎Aフライト �4，5的 �4，500 �6，000 �6，000 �8，500 �21，080 �15，500 �6，000 �19，000 �33，500 �17，580 �24，000 

伊丹→宮崎8フライト �4，580 �6，500 �6，000 �8，000 �8，500 �21，Ot柑 �15，500 �8，000 �19，000 �33，500 �17，500 �24，000 

鹿児島着 復路搭乗日 �右記以外 ��10／15～10／31、11／5～11／30 3／14～3／19、3／24～3／31 ��10／13、11／3 12／22、1／12 �10／14 11／4 3／23 �12／23 1／13 �12／27 �12／28～ 12／31 �1／1 ～1／5 �5／2 �5／3 5／4 �5／5 5／6 

月～土 �∃ �月～土 �日 

伊丹→鹿児島Aフライト �4，008 �4，000 �5，000 �5，080 �10，508 �33，000 �43，008 �23，000 �5，000 �16，500 �15，080 �7，500 �11，Ot柑 

伊丹→鹿児島8フライト �4，008 �5，500 �5，Ot川 �6，5tIO �12，008 �33，00tI �43，000 �24，000 �6，500 �17，500 �15，000 �9，000 �11，OtIO 

2g



‾■‾　【ヨ一一ごなり東都P∴l：

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。

追加代金（大人・小人同額／お一人様）
単位：円 

大分莞 往路搭乗日 �右記以外 ��12／28、3／14～3／20 3／22～3／31 ��10／12 日／2 5／3 �12／21 1／＝ �12／29～1／5 �3／21 �4／26 �4／27 4／29 �5／2 5／4～5／6 

日～金 �土 �日～金 �土 

大分→伊丹Aフライト �1，500 �1，500 �5帥 �500 �追加なし �7，000 �追加なし �6，500 �8，000 �3，000 �500 

大分→伊丹Bフライト �1，500 �4，808 �500 �3，000 �1，000 �10，000 �追加なし �6，500 �11，000 �3，000 �5，000 

長崎莞 往路搭乗日 �10／1～10／‖ ���11／1 ���10／12、日／2 12／1～12／20 �12／21 1／3′、1／5 �12／28～ 1／1 �1／2 �3／21 �4／1～ 4／25 �4／26～ 5／5 �5／6 10／13～10／31 ���‖／3～11／30 ���12／22～12／27 り6～1／10 1／12～3／13 �1／11 3／14へ′3／20 3／22～3／31 

日～木 �金 �土 �日～木 �金 �土 

長峰→伊丹Aフライト �3，500 �5，帥0 �6，5桐 �4，5tIO �5，500 �7，000 �3，OtIO �5，000 �1，00tI �追加なし �14，5tIO �4，008 �5，580 �19，080 

熊本発 �右記以外 �　2／‖ 3／14′㌧3／20 �4／1～4／25 4／284／30 �10／12 �10／14 12／21 �11／1 �＝／4 �1／1 �1／2～1／5 �4／26 5／4 �4／27 �4／29 �5／2 

往路搭乗日 ��3／22～3／31 �5／1 �11／2 �3／21 �12／28～12／31 �12／23 �5／3 ��5／5 ��5／6 

熊本→伊丹Aフライト �2，掴0 �4，000 �3，888 �4，000 �13，000 �2，580 �17，500 �6，5t10 �追加なし �13，5桐 �10，000 �16，580 �2，000 

熊本→伊丹Bフライト �4，500 �6，500 �5，500 �4，080 �13，0的 �6，000 �17，5的 �6，500 �追加なし �13，5t柑 �10，080 �16，5t柑 �4，5冊 

宮崎発 往路搭乗日 �右記以外 ��10／14～10／31、11／4～日月0 3／14～3／20、3／22～3／31 ��4／1～4／25 ��10／日、10／13 11／1、日／3 12／28′）1／1 �12／21 り‖ 4／28～5／1 �1／2～1／5 �3／21 5／2′－5／6 �4／26 4／27 

日～金 �土 �日～金 �土 �臼～金 �土 

宮崎→伊丹Aフライト �4，5tIO �4，500 �6，000 �6，000 �8，000 �8，000 �8，mID �13，000 �1，500 �10，000 �19，000 

宮崎→伊丹Bフライト �4，580 �6，0・08 �6，000 �7，500 �8，伸0 �9，500 �8，掴D �13，000 �1，500 �10，000 �19，0帥 

l �10／1～10／10 ��10／11、10／13、10／14 �10／15～10／31、11／5～11／30 12／28～1／13／14′－3／19 �� � �り2′－1／5 �1／6 �3／20 �3／21 
鹿児島発 往路搭乗日 �3／1～3／13 ��　‖／1、11／3、11／4 12／1～12／20、12／22～12／27 1／7～1〃0、1／12～2／28、5／3 �3／24～5／2、5／4～5／6 ��10／12 11／2 �12／21 1／11 ���3／22 3／23 

日′）金 �土 ��日～金 �土※ 

鹿児島→伊丹Aフライト �4，朋0 �4，088 �4，088 �5，000 �5，800 �14，500 �23，500 �追加なし �13，500 �5，500 �20，500 

鹿児島→伊丹Bフライト �4，0・00 �5，500 �4，00■0 �5，0・00 �6，500 �14，50・0 �23，500 �追加なし �13，5川 �5，500 �20，500 

※4／27～5／1は土曜日の追加代金が通用となります。

（復　路）A・Bフライト利用　追加代金（大人・小人同額／お一人様）
単位：円

4／1一一4／26

5／7～5／13

10／14、11／4、1／4

3／20、5／3、5／5、5／6

伊丹→福岡Bフライト

大分着 復路搭乗日 �右記以外 ��1／1～1／5、3／14～3／19 3／21、3／22、3／24～3／31 ��10／11 日〃 �10／14、日／4 12／28～12／31 �12／23、1／13 3／20、3／23 �4／29、5／3 5／5、5／6 �5／2 5／4 

月～木・土 �金・日 �月～木・土 �金・日 

伊丹→大分Aフライト �1，500 �1，5tIO �500 �500 �7，000 �追加なし �6，Ot川 �5，00tI �4，000 

伊丹→大分Bフライト �1，500 �4，伸0 �500 �3，000 �10，000 �追加なし �6，0・帥 �5，800 �6，500 

長崎着 �10／2′）10／13 ���11／1′）11／3 ���12／1′－12／22 12／24～12／27 �3／14～3／22 �10／14 �12／23 12／29 �12／28 �4／26～5／2 �5／3 
10／15～10／31 ���‖／5′一日／30 ���1／1～り12 ���12／30 1／13 3／23 

復路搭乗日 �������1／14′－3／13 4／1～4／25 5／7～5／13 �3／24～3／31 �11／4 ��12／51 �5／4～5／6 

月～木・土 �金 �日 �月～木・土 �金 �日 

伊丹→長峰Aフライト �3，引用 �5，5桐 �6，500 �4，500 �5，508 �7，000 �3，000 �4，500 �2，000 �6，000 �5桐 �4，000 �15，088 

熊本着 復路搭乗日 �右記以外 �1／10 3／14～3／20 3／22～3／31 �10／12 12／21 1／11 �10／13、11／1 11／3、12／20 12／27 �12／23 1／13 3／21 �12／28～12／31 �4／26 �4／27 �4／29 5／3、5／4 

伊丹→熊本Aフライト �4，500 �6，500 �13，500 �5，580 �13，500 �追加なし �16，Ol川 �11，500 �13，000 

伊丹→熊本Bフライト �4，580 �6，500 �13，500 �7，080 �13，500 �追加なし �16，000 �11，500 �13，000 

宮崎着 �右記以外 ��10／11、10／12、10／14～11／2 日／4～11／30、3／14～3／21 ��10／13 �12／23 1／1～1／5 �12／28～12／31 �4／26～4／28 �4／29 �5／2～5／6 

復路搭乗日 ���3／24～3／31 ��11／3 �1／13 3／23 ��4／30、5／1 

月～木・± �金・日 �月～木・土 �金・日 

伊丹→宮崎Aフライト �4，500 �4，580 �6，000 �6，800 �8，α00 �10，000 �1，508 �12，抽8 �19，00tI �9，500 

伊丹→宮崎8フライト �4，5別l �6，5tIO �6，000 �8，0抑 �8，00・0 �10，080 �1，500 �12，的0 �19，0冊 �9，5冊 

鹿児島着 復路搭乗日 �右記以外 ��10／15～10／31、11／5～11／30 ��10／13、日月 �10／14 �12／23 �12／28～12／31 3／14～3／19、3／24～3／31 ��12／22 1／1～1／5 1／12、5／2 �11／4 12／27 �1／13 3／23 

月～土 �日 �月～土 �日 

伊丹→鹿児島Aフライト �4，000 �4，000 �5，000 �5，000 �7，000 �15，0伽 �23，000 �追放なし 

伊丹→鹿児島Bフライト �4，桐0 �．5，50・0 �5，000 �6，500 �8，500 �15，000 �23，00・0 �追加なし 
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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r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r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。

（∋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

お客掛こ・よりご満足いただける■▼1▼川；泌⊂ココ 旅づくりを目指します！ 

≡慧≡器さにア㌫慧慧霊芝j忠霊慧≡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！ 

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」の顕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額代金をい
ただきます。

救‡肖日 �取消料 

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 

208日以降8日目にあたる日まで �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
別途適用されまもただし、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

安心してこ瀧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Ⅷ番号をお申し由ください。）

◎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東京都港区乗新橋1丁目5番2号

ポ⊃ド憬旺会員
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。
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 �某稗 �取扱管理 �� ���行 �を取り扱う旅行会社・営 し、担当者からの説明に こおたずねください。 

業 ーl L＿ �所での取引 不明な点が ��に閑 あれl � �� �に開 音l 

パンフレット請求コード SL－3A210－028 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・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す。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「取扱旅行会
社J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。こ協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’／／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も
※旅行参力口に際し介助をしていただく方の同伴をお願いします。

数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・日・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。

宿泊、レンタカーまたは観光施設の入場のみをご利用 前日（一部を除く）までお申し込みいただける「あなたび」 �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＞　ご参カロをホ �奉討中α �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。 � � 

菅福岡（092）720t �8600 � 

営業時間9：30～18：00 � � 

（12／31－1／3を除く） � � 

云踵脚凋畠【肘掛巨雪洞渦コ羞属地


