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慧絆桓憮離慧棒を霹∵轡腰　　’登

女性にうれしい傭品やアメニティをご用頼！

王F、．冒‥芸∴、．．，臨小．rJ　　生山
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●出発空港：福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島・那覇・宮古・石垣空港
●設定期間：2013年10月1日～2014年4月6日の毎日出発

（設定除外臼：11／3～11／16、12／29～12／31出発）

●食事条件：2泊2朝食付き　●最少催行人員：1名

日程 � �行　程 �食事 

1 �各 ㊥ �匝室画卜新千歳空港＝〈各自負担〉＝ホテル（札幌） � 
到着後フリータイム 

2 �B B �ホテル（7：45～8：35発）后諸〈ANA旭山動物園胃〉＝砂J旧＼イウェ イオアシス（休憩・15分）＝旭山動物園〈各自昼食〉（3時間）＝JR旭 �画 

川駅＝美瑛パッチワークの丘（車窓）＝想い出のふらの（休憩・ 10分）＝サッポロファクトリー経由（※下車のみ可能。ご宿泊ホテ ルまでは各自負担となります。）＝ホテル（札幌）（18：40～19：20） 

ホテル（7：30～8：25発）招くANA旭山動物国号〉＝旭山動物園〈各 自昼食〉（220分）＝サッポロファクトリー経由（※下車のみ可能。ご宿 泊ホテルまでは各自負担となります。）＝ホテル（札幌）（18：25～19：20） 

3 �◆ ホ �出発までフリータイム �画 
テル＝く各自負担〉＝新千歳空港卜直垂司 

くJRコース〉
日程 �行　程 �食事 

1 �直垂画す新千歳空港盟札幌駅＝〈各自負担〉＝ホテル（札幌） � 
◇到着後フリータイム 

2 �ホテル＝〈各自負担〉＝札幌駅主監旭川駅諦＝旭山動物園 �回 
〈各自昼食；暫旭川駅主監札幌駅＝〈各自負担〉＝ホテル（札幌） 

3 �◆出発までフリータイム �画 
ホテル＝〈各自負担〉＝札幌駅主監新千歳空港十・匝頭 

圏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ページをご覧ください。

※緑字の観光施設は基本代金に含まれております。

最速で札幌一旭川間を約80分で行ける日

札幌⇔旭山動物園JR＆パス由。
●JR（札幌⇔旭川）のご案内

自由席のご利用となります。ご利用日当日、空席があれば指
定席をご利用いただけます。

主な利用列車：特急スーパーカムイ、特急オホーツク
特急スーパー宗谷、特急サロベツ
田澗特急鳩山動物園胃亡、霊≡≡

追加代金にて旭山動物国号の

事前座席確保が可能！
12／2ト12／29、り2～

り5、2／5～2川

数に限りがございます。同一グループであっても座席が離
れる場合がございます。座席の希望をお受けできません。

山 承 定 �追出■※事前に指定席の希望をお受けできません（ただし、旭 物園号事削座席 ます。）※」Rご不 がこ利用いただけ �確保」を」利用の場口のみ、申し姓み時に リ用当日に空席があれば追加代金なしで指 ます。」Rみどりの窓口へお申し出ください。 

●バス（旭川閉一旭山動物国）のご案内（所要時間片道約40分）
路線バスのご利用となります。自由席のため、座れない場合
がございます。また、満員の場合は次の便をご利用ください。

t運行管理者：旭川電気軌道

行程中に必要な」R乗車票・バス乗車券は
すべて行程1日日でご予約ください。

■運行管理者：北海道旅客鉄道

蛸腿戯御調
大人にも子供にも大人気！肋lわいい動物達と一緒に旅しよう！

し∴葦㌫警雷撃

●運行時刻：札幌8：30発→旭川10：07着　旭川16：05発→札幌17：46着

∴

※時間は2013年7月現在に予定されているものとなります。ご利用前に最新の」R時刻表でご確認ください。

●運行日：口は旭山動物園号の運行日

火 �水 �木 �金 �土 �臼 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �B �月 �火 �水 

10月 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �2 �25 �2 �27 �28 �29 �30 �31 � � � � � � 

11月 � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �2 �25 �26 �27 �28 �29 �30 � � � � 

12月 � � � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 � 

1月 � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �‖ �12 �13 �14 �15 �16 �1 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �2 �25 �2 �27 �28 �29 �30 �31 � � � � � 

2月 � � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �2 �25 �26 �27 �28 � � � � � 

3月 � � � � �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �2 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 � � 

4月 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �2 �25 �26 �2 �28 �29 �30 � � � � � � � 



轟欝腹掛感責闇摂濃蘭魁竃鷹服緩測窃

＝コ噂∴」仁」捏
※ANA特別仕様ヘッドカバーはペイ

※状況によりペイントパスにご乗車できない場合もございます。ントノでスのみの特別仕様となります。

※各ホテル出発時刻の10分前にご集合ください。

享鯛警凛 �謎， � �㌫＝二間「撃一野墨l ．長一1㌔ � � �緑≠訃㍉即膵 ��3㌔川 �1㌃′盤才 

アートホテルズ札幌 ����7 �45 �7 �55 �7 �30 

札幌エクセルホテル東急 ����7 �55 �8 �05 �7 �40 

札幌東急イン ����8 �05 �8 �20 �7t �50 

ホテルサンルートニュー札幌 ����8 �10 �7 �45 �7 �55 

センチュリーロイヤルホテル ����8 �25 �8 �05 �8： �0 

札幌全日空ホテル ����8 �35 �8 �20 �8 �25 

※パスが停車しないホテル
は下記の最寄りのホテルで

乗降車してください。ホテル
モントし札幌→札幌全日空

ホテル、三井ガーデンホテル

札幌→センチュリーロイヤル

ホテル、メルキュールホテル

札幌→札幌東急イン

※ご乗車の際は「旅程表」をバス乗務員にご提示く 

ださい。※道路事情により、到着時問が遅れる場合や、やむを 
得ず行程を変更する場合がございます。また、高速道路通行止 
めの場合、ANA旭山動物園号の運行は中止となります。※当 
バスは他のツアーのお客様と混乗となり、バスガイドが同行、ご 

案内いたします。※パスの座席は原則自由席ですが、予約状 
況により乗務員の判断で座席を指定させていただく場合がご 
ざいます。補助席のご利用となる場合もございます。※朝早い 

出発のため、こ宿泊ホテルによっては、朝食を召し上がれない 

場合がございますのであらかじめこ確認で了承ください。 
■運営管理者ニANAセールス（株） 

ご利用ホテル※特に記載のない限。バス．ト．レ付き　絹本ホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

札幌（すすきの

園田二二・

a由m上の地域名札幌　書

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常日：00）

★新千歳空港から幸で
約60分

adam上の地域名札幌　札

●洋室（1～3名1室）
洋室または和室（4名1室）

●1泊朝食付き
●tN13：00／

OUT12：00（通常日：00）

★新千歳空港から車で
蓋…三冊雷諾★地下鉄すすきの駅から』遜撼★琵誤通訳から徒歩

徒歩約1分

団園

烏嘲億を昼食に変更可能

adam上の地域名札幌

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝会付き
●lN14：00／OUTll：00

★新千歳空港から車で約60分

★地下鉄中島公園駅から
徒歩約2分

※露天風呂は女性用のみとなり

ます。男性用はございません。

田園因回田
Ar大浴場を利用可能

adam上の地域名札幌　札

飼匡仁二二
adam上の地域名札幌　札

●洋室（1－4名1室）
洋室タブル（2名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★新千歳空港から電車
で約36分

★」R札幌駅から徒歩
約5分

●洋室（1－4名1室）
●1泊朝会付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常11：00）

★新千歳空港から華で
約60分

★地下鉄中島公園駅から
徒歩約3分

adam上の地域名札幌

∫朝会を昼食に変更可能

adam上の地域名札幌　札

国田園にヨ

■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）
日 �月 �火 �水戸木 �金 � �r日 ��月 ��火 � � �木 ��金 �土 ��El �月 � � � �金土 ��lヨ �月l �火 �水 �木 ��】岳 � � �lヨ � � �火 �水木l盆 �土恒 �月 

●　＝ � � �1 D＿ �空 �4 E 1 D ■ ⊂ �圭 � � � �J �草 � � � � �準 � �重富 ��1■ D � �13 ‾了i ⊂ �■すブ D ii fi ⊂ 10 1＝ 13 ⊂ 13 ＿⊂ 17 �苛 �】19 E ‾1も �20 D 17 ▲ 力 E J● く： i8 （＝ 1古 ⊂ 20 �21 D 18‾ ▲ ii D 20 l＝ 17 1＝ 17 宗主 �堰 21 ⊂ ‾うt C＿ 1d D 222 �23 D －20 A i盲 D 2i ⊂ i香 l⊂ 19 D 23 �2 1 8 2 日 2 ⊂ 2 ⊂ 2 E 2 � �25 是 B i7 J 24 ∈ 衰‾‾ 1亡 霊 � �○ �槽 � �● �稽 �宣L芸【 �「 � 

rlO ��11 �1ユ iす ⊂ ����������������≦ ��晋ユ‘‡晋 �芸j � 
I A �2 A �3 4 �苧 ��� ����10 ⊂＿ 「昌 コ貰 4 1⊂ �����澤 7▲ D ��L空 し芸 ⊥芸 9 1⊂ 13 ��10 ⊂ 汚 1＝ 10 H iも C 1▲ ����靂○ d �澤 ���������i 「i 2 �示 ‾豆i ⊂ 23 ⊂ 溜 】27 【 ��○ �31 �ll 

3 」L ��l ！ ��������������ノ �15 く＝ 12 （； 12 1こ ‾16 ��17 ．1⊂ 14 1⊂ 14 D 1‾8 �運 仁諾 ������������7 �ュt P iF 基 D 29 � �∃ † � 

l l ��������������董11¶ ����������������■ ▲ 8 

11 （＝ 15 �������������������29ユ0 E　D �31 ＿D 

l F �三t… �■ F �� ����8 �����11 ����������������25 ��8 �����面 

■基本代金（お一人様）〈福岡発／バスコース・基本ホテル・往復新千歳直行便利用〉
※福岡発着往復新千歳直行便利用以外は、フライト追加代金が必要となります。

辺）　adam上の地域名札幌

●洋室ダブル（1～2名1室）

洋室（2～3名1室）
洋室コネクティングルームまた

はファミリールーム（4名1室）

※全室禁煙となります。
●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常日：00）

★新千歳空港から車で約60分
★地下鉄すすきの駅から徒歩約3分

☆ウエルカムドリンク付き

※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。※ご宿泊ホテルにより、追加代金が必要となります。

※基本フライト以外をご利用の場合は、追加代金が必要となります。

◆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（羽田中部国際空港乗り継ぎの場合）③規定の宿泊頁、食事代　④ANA旭山動物園号乗車代（10／1～ 
11／2、3／17～4／6出発）／バスコースのみ　⑤」R新千歳空港駅⇔」R札幌駅の往復」R乗車票代および」R札幌駅⇔」R旭川駅の往復」R乗章票代および」R旭川駅⇔旭山動物園の往復バス乗車券代／」Rコースのみ 

⑥旭山動物園入園利用券（高校生以上のみ※中学生以下は無料）※④⑤⑥をご利用にならなかった場合の払戻はございません。※規定以外の交通賢、食事代、入園料等はお客様負担となります。 

■ホテル追加代金（お一人様／大人・小人同額／1泊につき）

札幌全日空ホテル �1，500 �アートホテルズ札幌 �2，000 �ホテルモントレ札幌】1．500 

三井ガーデンホテル札幌 �1．500 �メルキュールホテル札幌 �2．000 � 
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しき：※高校生以上のみ（中学生以下は入園無料）
※ホテルチェックイン時にお渡しいたします。

草諦賢狛預繹漕樟鞘闘
、一　　一一　　　　■　　　■－

2000平方メートルもの広さの中にバスや
サウナを豊富にとりそろえています。

●営業時間：月t水曜日（祝日除く）15：00～24：00、

火・木～日曜日・祝日11．00～24：00（最終受付23：00）

でご参加の場合、何度でも
針イ㍉窪　㍗∵1㍍で「ナ

三’　－、‾　．．にて

、　　　　■■

早い者宴ち！！　　　　　壬と≡

㌣叫∵㌫

㌍がで雄
去　　、瑚　　　－リじ五日号ふう門

ル　　l押「、㌣∴γり

スイートスリーパーベッドの
37rパのお部屋

3日間 �4日間 �行　程 �食事 

1 �1 �匝童画4－新千歳空港＝〈各自負担〉＝ホテル � 
＋・到這籠フリータイム 

2 �2 �㌻妻慌器憲蓋空自昼 �回 
闇四季彩の丘（60分）＝フラノ・マルシェ（40分）＝ 蔓．．； 

罠岩見沢サービスエリア（休憩・10分）＝ホテル（19：30着） 
rV隼うホテル（9：00発）招くシェラトンライナー〉＝ 

蒜砂川サービスエリア（休掛10分）＝ 
・日旭山動物園〈各自昼食〉（3時間30分）＝ 

；ザ　サ／くろつと …∨八．jTheSun蔵人本店（30分）＝ホテル（18：05着） 

－ �3 �G＞終日フリータイム �画 

3 �4 �◇出発までフリータイム �回 
ホテル＝〈各自負担〉＝新千歳空港十匝童画 

直垂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ページをご覧ください。
※赤字は下車観光地、緑字の観光施設は入場料等が基本代金に含まれております。　※天

候および道路状況により上記パススケジュールが変更となる場合がございます。変更にともな
うご返金はございませんので、あらかじめご了承ください。　※シ工ラトンライナーはシェラトン

ホテル札幌による運営・札幌観光バス（株）の運行となり、他のお客様と混乗となります。出発の
10分前までにホテル1階ロビーにご集合ください。添乗員およびバスガイドは同行いたしませ

ん。3歳未満のお子様のパスの座席はございません。

シェラトンホテル札幌

と‡エコ

麺伊「

●洋室（2－3名1室）
洋室ファミリールームまたは和洋室
または和室（4名1室）
※4名1室は全室禁煙となります。

●lN15：00／OUT12：00

★新千歳空港から電車で約28分
★JR・地下鉄新札幌駅から徒歩約2分

圏園

工至王室至三二1

1日のはじまりは北海道

の食材をふんだんに使っ

た和洋バイキングで！



l

ホテルから
直行バスで

旭山動物園へ！

く3・4田間共通〉

』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）

＼2013年冬完成予定！／

悟りゐ愈0かば館」
楽しく観察できる
旭山動物匿らし
い工夫がいっぱ
いの施設がまた
また誕生！

※掲載のイラストはすべて
イメ丁ジとなります。

■基本代金（お一人様）く福岡発／往復新千歳直行便利用〉
※福岡発着往復新千歳直行便利用以外は、フライト追加代金が必要となります。

，忘㌫高一＼讐ヲ �A �8 �C �D �E �F �G �H �l �J �K �L �M �N �0 

4名1皇 �37．800 �39，000 �41．800 �43．800 �46，800 �47，800 �48，800 �50．300 �53．300 �57．800 �59，800 �62．800 �69．800 �74．800 �76，800 

3毛1主 �38．800 �40，000 �42，800 �44．800 �47．800 �48．800 �49，800 �51，300 �54，300 �58．800 �60，800 �83．800 �71．300 �75．800 �77，800 

2毛1圭 �39．800 �41．800 �43．800 �45．800 �48．800 �49．800 �50．800 �52，300 �55，800 �朗）．300 �62．300 �64．800 �72，抑0 �77，300 �79，300 

小人 �37，300 �39．300 �41，300 �43．300l46．300 ��47．300 �48．m �49，800 �52，800 �57．300 �59．300 �62．300 �68，… �73．800け5，300 

4日間コースは、お一人様5，500円（2／6～2／8出発のみ8′500円）の追加代金が必要となります。（大人0小人同額） 

※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。

※基本フライト以外をご利用の場合は、追加代金が必要となります。

◆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（羽田・中部国際空港乗り継ぎの場合）③規定の宿泊費、食事代 
④規定のバス代（ただし行程に記載分のみ）（9おトクポイント代 
※④（亘をご利用にならなかった場合の払戻はございません。※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。 

｛夕食付きプラン追加代金（お一人様／1回につき）　　　　　　　　　　　　単位：円

大人
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回十勝川2・3日間／十勝川＆帯広3日間

回阿寒湖2・3日間／阿寒湖＆釧路3日間

回網走2・3日間／網走＆北見3日間

回層雲峡2・3日間／層雲峡＆胤It3日間
●出発空港：福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島・那覇空港
●設定期間：2013年10月1日～2014年4月30日の毎日出発

●食事条件：2日間：1泊1朝食1夕食付き
3日間：2泊2朝食1夕食付き（※ただし、ご利用ホテルによっては2夕食付き

※詳しくは、各ご利用ホテルのご案内をご覧ください。）

●最少催行人員：2名

1訃＼ �雪間 �濡　居 �� � 

1 �1 �匪頭十回※＝く各自負担〉＝ホテル ���互 
㊦到着後フリータイム 

2 �◆終日フリータイム ���回 準「＆帯広・劉 �路・北見・旭川3日間」をご利用のお客様は 
各自負担にてご宿泊ホテルへご移動となります。 

2 �3 �◆出発までフリータイム ホテル＝く各自負担〉＝圏※十・直垂画 ���匝］ l ��′蒜】－■．　川　　　　　　　　l2凸妄言広遠昌妄担〉≧由※ナ直垂画　l凸 

7－′．‥ぺ＿＿粟欒禦讐‖壷豪っいてはお客様のご利用空港とな脚調空港蘭・便についてはフライト情報ページをご覧ください。 
＿▼】＿．＿山▼．、＿rr、＿．＿－，〉．■【－．＿．．一〔－【・mU¶一叩、∨一・一・‥－「、・－【【Y一一7－－ノーー”γ－一丁一・一一・一1・一叩一一・〉¶■‘‾Y一ゝ‾く－「〉‾Mかγ‾叶‘‾‾‾■‘「■‾■■‾→‾【■　　　　　　　　　　※ご利用空港は、P38をご覧ください。 

● �帯．帯闇．．　腐轍鮒蔓紛う三贅j…　墓・1㌦一望粟▲螺橙絡誓澤▲▲一八■一一・一■一・叩肌血■一一W仙一七・・▲■′ノ〝川■・▲・・ノ▲Ⅷ・川Ⅳ叫仙〉一肌一血－ � 

連山コ■■■一染髪、磯還鼓≡琵：憲麺血毒攣＿華撃攣帆華〉ノ抑ノ．仇〝．．攣攣率．睾蔓室．．… � 
■　■ �髄脳抑駆り三・＝臼・三・”＝剛・三…t試蔓り誌飛－′二　　　代等ノ空相：節電硫譜転、ここ‾葦竿㍗竿㌍㌣∵∵㌻三適齢 

グJ W ��　　　　　弓⊆冥萱匙一　※ETCカードは客の　LLO レープにおすすめ！　　セレナ摩種一例）巨富十一㌧・∴＿蘭鋳矩堆慄堆陽払＿くく憂璽蟄E弧帽■65333Jlラ H・RV・WA・WBクラスがおトクにご利用いただけます！蒜壷遠肉の空港営業所にて配車かつ返車をされるお客様が対象となりまT。 � 

■矧1台）※醐定は不可とな。ます0（WBクラスは除く）竃窪謡諾慧謡羞慧慧二ゐ 利用日数日農芸（品㌘完）竃蒜（蒜芳志）荒淫長至芸芸経書禁要課金慧票差諾のでご希望に添えない場合がご 

／′じ′ヽ○● 5・000円10・000円10・000円12・500円　　Ei彊彊罰遍朋巨■■65333Plう ；＝10，000円20，000円20，000円25，000円萱※台数に制限がありますのでこ希望に添えない場合がございまも ；＝15・000円30・000円30・000円37・500円瞳前垂些聖竺痩彗堅塵墾墜軋∴二二閻野 �墓 室 葛 篭 

月■　65333Q　65333R　65333S　65333T ※適用料金・延長料金については利用開始日が基準となります。 ※料金は1日単位（同日中）となり24時間（時間制）ではありませんのでご注意ください。 �� 

※営業時間内に返車となります。　　　書 ■エリア内乗捨無料 エリア名配返牽対応地区エリア名配返車対応地区 

旭Jtt　旭川空温旭川市内　　帯広帯広空乱帯広市内　　慧消議漂驚聖書慧浩讐禁と警讐票深警 �� 

女満別嫡闇・紋別払北見市内・網走釧路　釧路玖中部陛乱闘師内、脚　芸ぢ呈諾男君き悪習至濫翳警漂諾講話器量話芸走琵琶票讐賢 ��� 

※上記地区の中にはホテル配返車のみの対応となり、営業所がない場合もございます。空港⇔営業所間は送迎となる場合がございますのでご了承ください0※当該クラス（上記記 　　　　　　　　　　　　　　　　載しているクラス）は当社の定めるクラスとなり、ニッポンレンタカーで定めるクラスとは異なりま ��� 

す。※降雪および路面凍結時は運転に十分ご注意ください。※降雪時は山間部など走行 ��� 

場所や天候状況によりスタッドレスタイヤが必要になる場合もございます。標準装備期間 ��� 
（1りト3／31利用開始分）以外でご希望のお客様は、ご予約時にお申し込みください。（リクエ 
スト対応）※カーナビにつきましては、新設道路や新規宿泊・観光施設は表示されない場合 ��� 

がございますので、道路状況など詳細は、貸し出し時にレンタカー係員へご確認ください。 

t運営管理者：ニッポンレンタカー 

相思脈右辺慧芸墓聖篭篭忍悪賢警実票怨讐漂ま誓監禁慧深謀驚き－までご連絡くだ乱、。 

37



●和室または
和洋室（2－5名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★釧路空港から車で約60分
★女満別空港から車で約75分

▲Jウェルカムスイーツ付き（18：00までに

チェックインの場合のみ）

贈摩罵；票蕗憲㌘）
●lN14：00（通常15：00）／

OUTll：00（通常10：00）

★女満別空港から車で約25分

琴★」R網走駅から車で約6分

九㌻モーニングコーヒー付き

鰯雲顔夢訳練夢馳
●和室（2－6名1室）

和洋室（6－7名1室）
●1泊朝夕会付き
●tN15：00／OUTlO：00

★旭川空海から車で約90分
★JR上川駅から車で約25分

国回国国－2日副因

料理長からのひとこと
「3種類のカニを堪能できるカニの
コース料理をお楽しみください。」

料理長からの抄とこと
「季節の旬の幸と地元の幸を取り入れた
お食事をご用意しました。」

通常（お一人様）2，600円→2－000円

（120分飲み放題）
※苗場の雛臥フロントにお申し出ください0

馴髄等で四則艦だ1循い雛もご凱歌）

∵・ヽ　∫、・ニ∴

麺垣．中京重り
困弧冒割引

通常（お一人様）2，700円→2・100円

（％分飲み放題）
※苗周の場合は、フロントにお申し出くだ乱lo

鰍鯛等で苛順いた伽ない給もご乱軌）

ご利用可能空港：釧路空港

adam上の地域名：釧路
■ゝ‾■l几■、爪■ll■、几■、‾仙l　‾l▲l

鋼を務弊婚雄藩㈲
削叩「●洋室（2～4名1室） バ

；第品蒜還■王′　晃

！鎧豊監護蒜も拐諾
★」R釧路駅から徒歩約10分

J朝食を昼食に変更可能

ご利用可能空港：女満別空港

adam上の地域名その他道東

●洋室ダブル（1～2名1室）
※バスなレシャワーブースのみ

●1泊朝食付き
●IN15：00／OUTll：00

★女満別空港から車で
約45分

★」R北見駅から
徒歩約3分

回国団団醤

ご利用可能空港：旭川空港

童話云三主j
過剰お一人様）2，500円→21000円

（90分飲み放題）
※ご利抑場合は、フロントにお軋出くださいゥ

掛漁網でご利馴た伽ない雛もご乱隠）

建築葺地か攣

adam上の地域名旭川

膨謬〇年脂茹夢

田園圏

●洋室（2－3名1室）
和室（4－6名1室）

●1泊朝食付き
●lN12：00（通常13：00）／

OUT12：00（通常11：00）

★旭川空湾から車で約40分
★」R旭川駅から車で約5分

☆朝食を昼食に変更可能
誉スパ入浴料割引券付き

（通常2，200円→500円）
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回け勝川2・3日間／十勝川＆帯広3日間

t　ご注意l※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。

◆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。

■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）

十勝川2日間

※沖縄発でお申し込みの場合、商品コー
ドの先頭を「Y」にてご予約ください。

フライト追加代金は

必要ありません。

■出発旧カレンダー（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）

回阿寒湖2・3日間／阿寒湖＆釧路3E憫

Lご注意l※1圭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0

◆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。

■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）
阿寒湖2日間

※沖縄発でお申し込みの場合、商品コー
ドの先頭を「Y」にてご予約ください。

フライト追加代金は

■基本代金（お一人様） ���������必要ありませんo　l単位‥円 

，忘蒜適＼竺ヲ �Aト　8 ��C　j　D ��E‡F ��6㌦　H　l…Jt　Ki ��L �弓　州　圭　N ��0 

4－5名1量 �60．800 �62800　63800 ��64，8叫6も300t67，00些型軋70．80079，80081・300 ����82，800 �84，800 �91．800 �122．800 �128．80 

83．80：0 �85．800 �92．300 �123，800毒130月00 3名1婁 2名1嘉 �61300 �63000 �64000 �65800 �67300t � �わ0．800を71，的080．30081．800 喜雷雲垂画室乱撃些0 

62800 �64800 �65800 �68800 �68800 ���84，00≦ �86，800 �93．300 �124．80・0 �133．300 

1蒜蒜「 �ラi．3両76月00再7．800 ���100，80 小人 �57．300 �59，300 �59，800　60300再1．800 ����62，800　66，30・0　75，800　77，300 

■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）

フライト追加代金は

●基本代金（お一人様）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l必要ありません。l単位：円 

忘盲元卜竺ヲ �A �「丁　C　j　。トt⊥」 ������G �H‡1 ��J　宣　K ��L　∃　州 ��を　N �○ 

4、5名1皇 �67800 �70300 ��71800 �74800 �7　800モ　77300≡　78800■　81300　84800　98800 ������104．80：0 �111，300 �129．800 �135．800 �141．30 

3名1王 �餌．800 �71 �．300 �72．800 �しこ毒壷 177800 �78，800 �卜；聖許芸悪意翫；票，認諾 �����108，300 �113，800130，800 ��138，300 �145．800 
115．800133．300 �� � 

2名1塞 �71300 �73800 ��75300 ��81．300 ������108．300 ���141．800 �150，30 

小人 �62，300 �64．300 ��66．300 �隠00・Or隠帥0弓織300汚毒諒う2，800 �����≦　72．800璽　81．800 ��99，300 �101．800！102，300 ��105，300108．300 

「阿寒湖＆釧路3日間」基本代金は、「阿寒湖3日間」基本代金よりお一人様－2′000円（大人・小人同額）となり富す0 



回網走2・3日間／網走＆北見3日間
l　ご注意l※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。

◆基本代金に含まれるもの　①個人包括旅行凱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。

■出発日カレンダー（下記等本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください）

l疇疇

※沖縄発でお申し込みの場合、商品コー
ドの先頭を「Y」にてご予約ください。

＼＼　出発8 1義和用人扁＼＼＼ �A �81（：【D �E �F �G �H �l �J！　K ��盲　L　　川　上N ��0 

4－5名1圭 �62，300 �63．8叫65．800い7．800 �68．800 �70，300 �72．800 �76．300 �81，800 �83，800 �90，800 �92，800を123，800j124．800 ��127．300 

3名1圭 2名1圭 �62800 �64800　66800　68300 �69300 �71300 �73800 �77300 � � �91800 �93800124800125800 ��【1茎隻！些 ∈130．800 

64．300 �66．30馴68．300り9．800 �70．800 �72．800 �上ね．300 �78．800 �83，800 �85，800 �93，300 �95，300 �126，m】127．300 

小人 �58．300 �59，800再1．300l62，800 �⊇　84．800 �6与．300 �68，300 �71，800 �【75．300 �76．800 �82．800 �76，300194．300再5300 ��96，300 

■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）

フライト追加代金は
必要ありません。

国層雲峡2・3日間／層雲峡＆旭川3日間
l　ご注意l※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。

◆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、入国料等はお客様負担となります。

■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）

層雲峡2日間

※沖縄発でお申し込みの場合、商品コー
ドの先頭を「Y」にてご予約ください。

フライト追加代金は
必要ありません。

，孟i福、讐8 �Al �弓　8 �⊂ �D �E �F �G　　　H ��】I �J �K　…　LIM ���N �0 

4－7名1圭 �61．300 �62．300 �63．300 �64．300 �65．800 �68，300 �70．800 �72．300 �79，800 �81．800 �03．800 �85．300再2．300 ��123．300 �132，300 

3名1塞 �61．800 �62，800 �63．800 �64．800 �66．300 �68．800 �71．800 �72．800 �80．300 �82．300 �再4．300 �85，800 �．92，800 �123．80・0 �133．30 

2名1圭 �62，800 �63，800 �64．800 �66．300 �67，300 �6乳800 �≧72．8・00 �73．800 �81．300 �83，300 �85．30。 �86．800 �93．800 �124．800 �134，80 

小人 �57，300 �57．800 �58．800 �59．800 �60．300 �63．800 �いほ．800 �66．300 �71．800 �73．800 �74，300 �75，800i75，800 ��91．300 �97．30 

■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）

フライト追加代金は
必要ありません。

1品㌫斎」讐 �A �8　トC ��D �E　室　F＝　巨万」　H　I ����J �K �L　トMIN ���0 

4－7名1圭 �67．300 �68，800 �69，800 �70．800 �71，800盲73．800 ��75．300い8，300 �81．800 �90．300 �103．300 �111，300 �128．300 �138，300 �∃146．800 

3名1重 �67，800 �69，300 �70，300 �71．300 �72，300 �74．300 �76．3垂79．300 �82．800 �99．300 �104，300 �112．300 �129．300 �139，300 �149．300 

2名1壷 �69．800 �70．800 �71，800 �72．800 �73，800 �い柏．300 �77，300再1．300 �85．300 �10・0．80・0 �106．300 �114．800 �131．300 �141，300 �151．300 107，800 

小人 �61．300 �62．300 �62．800 �63．800 �64．800 �67，800 �68．300壱　69，800星73．300 ��78．300 �92．800 �94．800 �94．800 �101．300 

「層雲峡＆旭川3日間」基本代金は、「層雲峡3日間」基本代金よりお一人櫻－2′000円（大人・小人同額）となります。 
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朋

［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⊂フライト、［コDフライト、［コEフライトは、フライト追加代金が必要となります。
臨…志宗諾器量警思す）○…プロペラ鮒での運航

〈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。 羽田・関西空港

●発着空港は同一空港となります。●羽田・中部国際・関西・福岡・那覇空港での乗り継ぎは同日乗り継ぎに限ります。

（往　路）　　　　　　　　　　　　　　（復　路〕

く直行便〉

出発地 �便名 �Z ■＝7 イ ト �出発　■　　　　　　　　直行　　　　　　　　■　到着 ���到着地 

福岡 �由289 � �11 �55　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　14 �05 �l新千歳 】 

那覇 �鰹994 �A �12 �45　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　15 �55 

出発地 �便名 �三 イ ト �出発　■　到着 ���i二＿・ナぎ ；．トご・＿∧ 

福岡ト �240 � �07： �0ト08 �0 �羽田　－ 

242 � �08： �0ト09： �0 

244 � �09： �0■10 �5 

246 � �09： �0日1 �5 

248 � �10 �5ト11： �0 

250 � �11 �0ト12： �5 

252 � �12： �5日4： �0 

254 � �13 �0■15： �5 

256 � �14 �0115： �5 

258 � �15： �0－16： �5 

260 � �16： �0り7： �5 

262 � �16： �0－18： �5 

212 � �08 �0ト09： �0 �中音鍋 

214 � �09： �0日0： �0 

218 � �1 �00日2： �0 

222 � �12： �0日 �0 

228 � �15： �5■1 �25 

1702 � �07： �0■0 �0 �関西 

佐貫 �452 � �06： �5■08： �5 �羽巴 

454 � �0 �55ト1 �0 

984 � �15： �0■17 �0 

大分 �192 � �07・ �0■09 �5 

194 � �10 �5■1 �0 

196 � �12 �0ト1 �5 

●3166 � �0 �50ト1 �55 �中部富源 

熊本 �642 � �0 �50日 �20 �羽田 

644 � �1 �30■1 �0 

646 � �1 �5ト1 �35 

332 � �09 �0日 �20 �中部国際 

0334 � �1 �55日6 �5 

長崎 �662 � �0 �35■10 �0 �羽由 

664 � �1 �05■12 �0 

666 � �1 �50日 �5 

372 � �0 �：55り �：05 �申爵国際 

宮崎 �602 � �0 �0ト09 �0 �羽田 

604 � �0 �：50日 �：25 

608 � �1 �40■13 �0 

610 � �1 �0日7 �0 

342 � �0 �：55日 �5 �中部国帯 

344 � �1 �：50■1 �：00 

4954 �A �0 �0日 �：00 �福岡 

鹿児島 �620 � �0 �：50ト0 �：25 �羽田 

622 � �10 �0■11 �45 

624 � �12 �20日 �：55 

626 � �1 �40日 �5 

352 � �07 �45ト0 �：00 �中訪国際 

354 � �1 �：00ト1 �5 

那覇 �120 � �0 �05り �：15 �羽田 

124 � �1 �：35日 �45 

126 � �1 �：30ト1 �45 

128 � �1 �40日 �：55 

130 � �1 �：50日 �：05 

302 � �1 �45日 �：40 �中認国際 

306 � �1 �：0011 �：55 

1732 � �0 �：00ト0 �45 �関西 

1734 � �1 �：40日 �：25 

480 �A �0 �05■0 �40 �福岡 

482 �A �0 �：35日 �：10 

便名 �Z ■；フ イ ト �出発　一到着 ���到着地 

羽田‡ �55 �A �09： �0－10： �5 �新千歳 

57 �A �09： �0り1 �5 

59 �A �10 �0ト11 �35 

＊4719 �A �10： �5■11 �5 

61 �A �11 �00日2： �5 

＊4721 �A �＝ �50日3 �25 

63 �A �12： �0り3 �35 

＊4723 �A �12： �0■14 �20 

65 �A �13： �0日4 �30 

67 �A �14 �00■15： �0 

965 �A �14 �30ト16 �00 

69 �A �15： �0日6： �0 

＊4727 �A �15 �0り7： �0 

71 �A �16： �0■17： �0 

＊4729 �A �16 �20ト17： �5 

＊4731 �A �16 �50り8 �25 

73 �A �17： �0日8 �30 

75 �A �18 �00ト19． �0 

；：；4735 �A �18 �50■20 �20 

77 �A �19 �0■2 �30 

79 �A �20 �5ト2 �5 

＊4737 �A �20 �5ト2 �5 

81 �A �20 �0■22 �0 

＊4739 �A �2 �55■22 �0 

申告国際 �703 �A �0 �5ト1 �5 

707 �A �＝ �0■1 �20 

711 �A �1 �55り �35 

715 �A �15 �05日6 �45 

717 �A �19 �00■20 �40 

関西 �1713 �A �1 �．05■1 �：55 

1715 �A �1 �：25日6 �5 

1717 �A �1 �：50日8 �40 

1719 �A �19 �45■2 �：35 

福岡 �289 �】 ��：55日 �：05 

羽巴 �853 �A‡ ��30日 �：50 �函館 

863 �A �13 �40ト15 �00 

HD45 �A �1 �40■16 �00 

865 �A �17 �5日 �35 

中蟄国際 �393 �A �1 �：50■1 �5 

羽由 �741 �B �12 �00－13 �35 �釧路 

HD73 �8 �1 �：50■1 �：25 

845 �B �1 �：20り3 �0 �抽－ツ湖 

837 �B �12 �05■13 �45 �・：訓と　＝ 

HD77 �B �1 �5113 �00 �女満別 

HD79 �B �16 �5り7 �55 

中部国際 �327 �B �1 �05■1 �：55 

羽田 �HD53 �B �1 �：15－1 �50 �旭Hl 

HD57 �B �1 �35ト1 �10 

HD63 �B �1 �10■1 �45 �層広 】 

HD67 �B �17：0・0日 ��：35 

571 �⊂ �11：00日2：55 ���稚内 

出発地 �便名 �三 イ ト �出発　■　　　　　　　　直行　　　　　　　　■　到着 ���到着地 

新千歳 �臨290 � �15 �00　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　17 �35 �福岡 

幻993 �A �10 �45　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　14 �45 �那覇 

出発地 �便名 �三 イ ト �出発　一到着 ���ノ‘、ノ r：＿‾Tr 

新千歳l 【 �50 �A �07： �0■09： �0 �羽田 

‥：：4712 �A �08 �0■09： �5 

52 �A �08 �0■10： �0 

＊4714 �A �09： �■10 �35 

54 �A �09： �0■11 �10 

；：く4716 �A �10 �0－12： �0 

56 �A �10： �0り2： �0 

＊4718 �A �1 �20■13 �00 

58 �A �1 �30日3： �0 

60 �A �12： �0ト13： �0 

；：：4720 �A �12： �0日4 �00 

62 �A �12： �0ト14 �0 

64 �A �1 �30■15： �0 

＊4724 �A �1 �00■15： �0 

66 �A �14 �30■16： �0 

；：：4726 �A �15： �0り �55 

68 �A �15： �0日7 �0 

＊4728 �A �16t �0ト17 �0 

70 �A �16 �0り8 �0 

72 �A �17 �0り8 �0 

74 �A �17 �0－19 �0 

さ：ミ4732 �A �1 �0日9 �5 

702 �A �0 �00■0 �50 �中沼際 

704 �A �10 �5日2 �0 

706 �A �12 �0ト1 �25 

710 �A �15 �0日 �55 

712 �A �17 �0■1 �：25 

1710 �A �08 �5■1 �：30 �関西 

1712 �A �1 �：25ト13 �40 

1714 �A �1 �：00日6 �5 

1718 �A �1 �：50日9 �05 

290 � �1．5 �0■17 �35 �福岡 

函館 �HD44 �A �09 �0ト1 �：25 �羽田 

854 �A �12 �40■1 �0 

864 �A �15 �40■17 �0 

HD46 �A �16 �40ト1 �05 

394 �A �1 �：55日6 �35 �中部・国際 

1788 �A �1 �05■12 �5 �関西 

釧路 �HD72 �8 �0 �：50■1 �：30 �羽田 

742 �8 �1 �：05■1 �：55 

HD74 �B �1 �：00■1 �40 

抽－ツ爛 �846 �B �1 �：50日 �45 

担帽津 �840 �B �1 �：20■1 �5 

女満別 �HD78 �B �1 �：45■1 �40 

328 �B �1 �：30り �：40 �中洞際 

旭川 �HD52 �B �0 �：55■1 �40 �羽田 

HD54 �B �1 �：25り �10 

326 �B �1 �0■13：15 ��中野国際 

帯広 �HD62：；≡ �1B �0 �5日1 �：00 �羽田 

HD64 �B �1 �：30■16：15 

稚内 �572 �C �1 �：30ト15：30 

ごこ′ニF　う �便名 �言 イ 卜 �出発　一　到着 ���到着地 

羽田‖ 】 ‡ �251 � �11 �0日3 �5 �福岡 

253 � �12： �0り4 �5 

255 � �13 �25日5： �0 

257 � �14 �0■15 �5 

259 � �15： �0ト16 �55 

261 � �15： �5日7： �0 

263 � �16： �0ト18 �30 

265 � �17： �0■18 �55 

267 � �18 �00■19 �55 

269 � �19： �0■21 �00 

271 � �19： �0■2 �25 

273 � �20： �0■2 �55 

中部直際 �221 � �1 �00日2： �0 

225 � �1 �00り5： �5 

229 � �17： �0■18 �25 

231 � �18： �5日9： �0 

235 � �19： �5ト20： �5 

237 � �2 �0■2 �5 

関西 �1709 � �2 �0■2 �5 

羽田 �983 � �12 �5日 �0 �佐賀 

453 � �16 �0■1 �5 

455 � �1 �25■2 �0 

197 � �1 �55■17 �0 �大分 

199 � �19 �5■2 �00 

申認国際 �●3169 � �1 �30■19 �5 

羽目］ �645 � �15 �0り �55 �熊本 

647 � �17 �5日9 �0 

649 � �19 �5■2 �00 

中払国際 �0333 � �12 �5－1 �25 

335 � �18 �5■20 �0 

羽田 �663 � �1 �：05日3 �5 �長崎 

667 � �16 �5日 �05 

669 � �1 �：25■2 �．30 

中訪国贋 �373 � �17 �0日9 �0 

羽田 �609 � �13 �5日5 �5 �冨崎 

613 � �16 �5り �：20 

617 � �18 �0■2 �0 

中部国際 �345 � �1 �：00日5 �20 

347 � �1 �0■1 �：20 

福岡 �4957 �A �1 �：35日9 �5 

羽由 �623 � �1 �：00日 �：55 �鹿児昂 

625 � �1 �5り6 �0 

627 � �1 �：30日 �：30 

629 � �1 �：50■20 �45 

中訪国際 �353 � �1 �：50◆1 �：20 

355 � �1 �5日 �45 

359 � �1 �：2512 �：55 

羽田 �131 � �1 �：05■1 �：55 �那覇 

133 � �1 �：05日 �：55 

135 � �1 �45日 �：30 

137 � �1 �：55日 �40 

139 � �2 �00■2 �45 

中部圏漂 �303 � �1 �40■1 �0 

307 � �1 �：25日 �：55 

関西 �1737 � �1 �：55日 �：15 

1739 � �2 �00■2 �20 

福岡 �493 �A �1 �40ト1 �：20 

495 �A �2 �5■2 �：55 

※110／13運休予定

※10／26までは、次の便名となります。HD73→HD99、HD72→HD90、HD74→HD98、HD77→HD51、HD79→HD53、HD78→HD52、HD53→HD57、HD57→HD59、HD52→HD56、HD54→HD58、HD67→HD65



出発地 �便名 �三 イ ト �出発　一　到着 ���到着地 

宮古 �1722 �D �11 �45ト12 �35 �那覇 

1724 �‾D �1‾3 �35日‾4 �25 

1726 �D �14 �35■15 �25 

石垣 �1762 �E �0・8 �10■09 �05 

1764 �E �09 �20日0 �15 

1766 �E �11 �10日2 �05 

1768 �E �12 �25ト13 �20 

1774 �E �14 �50日5 �45 

出発地 �便名 �三 一＝ブ イ 卜 �出発　一　到着 ���到着地 

那覇 �1725 �D �13 �10日4 �05 �宮古 

1727 �D �16 �20日7 �15 

1729 �D �17 �25日8 �15 

1771 �E �13 �15■14 �20 �石垣 

1775 �E �14 �15日5 �20 

1777 �E �16 �20日7 �25 

1779 �E �17 �50■18 �50 

1781 �E �19 �30■20 �30 

※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。
※SNA（ソラシドエア）運航便はご利用いただけません（ANAコードシェア

億を含む）。

●【lBEX（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】
・旧EX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

旧EXエアラインズの基準により行います。

＊【AlRDO（エア・ドゥ）／ANAコードシェア（共同運航）便ご利用の場合】
・AlR DOの機材および乗務員にて運航し、機内のサービスはAIRDOの

基準により行います。
【AIRDO（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AmDOの

基準により行います。
・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。
・乗り継ぎをされる場合、出発空港での搭乗手続きは、有人カウンターをご

利用ください。

ANAマイレジクラブ会員の方へのご案内 

【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。 

・AMC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。 

A～E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～Eフライト利用　追加代金（大人・小人同額／お一人様）

往路 �棚1～仰1日0／13～1椚＝2／7～12価 1㍍ト12倣1／れ川0、1／12～2／4 ��‖／1 ��2／5～2／11 ��10／12 �‖／2 �12／27 �12／28～ �1／1 �1／3 �1／11 �5／3 �5／4 

搭乗日 �訓卜3倣う／2ト5／2、5／5、5／6 ��11／3～12／6 ����12／21 3／21 ���12／31 �1／2 1／5 �1／4 

日～木 �金・土 �日～木 �金・土 �日～木 �金・土 

Aフライト �5，000 �5，500 �9，5m �10，000 �5，000 �5，500 �9，川0 �20，000 �37，000 �20，000 �27，500 �26，500 �18，000 �5，500 �11，000 

Bフライト �7，000 �7，500 �11，500 �12，000 �5，0・00 �5，500 �11，000 �22，000 �37，0・00 �20，000 �27，500 �26，500 �20，000 �7，500 �13，000 

Cフライト �8，000 �8，500 �12，500 �13，000 �5，000 �5，500 �12，880 �23，000 �40，000 �23，000 �30，500 �29，500 �21，000 �8，500 �14，00・0 

Dフライト �5，500 �5，500 �5，500 �5，500 �5，5・00 �5，500 �8，800 �8，000 �5，500 �11，500 �凱000 �11，500 �8，do・8 �8，b・00 �5，500 

Eフライト �6，500 �6，50・0 �6，5帥 �6，500 �6，500 �6，5脚 �9，00・0 �9，000 �6，500 �14，0■0・0 �12，00■0 �14，000 �9，0・00 �9，00・0 �6，500 

（復　路）A～Eフライト利用　追加代金（大人・小人同額／お一人様）

復路 �10／2～10／13、10／15～10／31、12／7～12／22 12／24～12／26、1／6～1／12、り14～封4 ���17／1（一11／3 ���2／5へノ2／11 ���10／14 �11／4 �12／27 �12／28′－ �1／2（一り5 �1／13 

搭乗日 �2／12～3／22、3／24～5／12 ���11／5～12／6 ������12／23 3／23 ���7〃 

月～木・土 �金 �日 �月～木・土 �金 �呂 �月～木・土 �金 �日 

Aフライト �5，000 �11，000 �5，500 �9，500 �16，000 �10，000 �5，000 �11，000 �5，500 �9，000 �20，000 �38，00tl �27，500 �20，000 �18，000 

Bフライト �7，000 �13，000 �7，500 �11，500 �18，000 �12，00・0 �5，000 �11，000 �5，500 �11，000 �21，0的 �38，000 �27，500 �20，00・0 �20，000 

Cフライト �8，000 �14，000 �8，500 �12，500 �19，000 �13，000 �5，000 �11，000 �5，580 �12，000 �23，000 �41，800 �30，500 �23，000 �21，008 

Dフライト �5，50・0 �5，5・00 �5，500 �5，500 �5，50・0 �5，500 �5，5．00 �5，500 �8，000 �8，000 �81000 �5＿，如0 �11，500 �11，5・00 �8，0．00 

Eフライト �6，500 �6，500 �6，500 �6，580 �6，500 �6，500 �6，500 �6，508 �9，000 �9，000 �9，0・0・0 �6，50・0 �14，000 �14，00・0 �9，0・0・0 

※宮崎・沖縄発着の福岡乗継便ではご利用いただけません。

ロ 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・福岡・那覇空港では国内線の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フライトをご利用の場合、別途A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。にの場合は一区間片道8，000円となります。）

42

緑

妻

軍

軍

旦

藤

　

一

訝

び

菱

譲

嶺

耳

及

監
裔
極
致
時
流

踊
鼠
は
緒

鳩
山
勤
磯
辺

室
慧
盛
頁
琴
莞
γ



●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r契約書面」といいまも）

本旅行条件卦出発前にお渡しする景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J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投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

お客様に・よりご満足いただける■▼1▼l⇒王焔⊂コ■ 旅づくりを目指します！ 

≡慧≡器さにア監禁慧慧こj霊慧崇l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板」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
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Jr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額代金をい
ただきます。

取だ日 �閲読劉■■■ 

旅行開始日の 前日から起算して さかのぼって � � 

20日日以降8日目にあたる告まで �旅行代金の20％ 

7日目以降2白目にあたる日まで �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％ 

※オプショナルフ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匝問弧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東京都港区東新橋1丁目5番2号

ANAセールス株式鯉社は

ポ⊃ド憬旺会員 塵ヨ
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 業所での取 ご不明な点 � 精取扱管理 �着く国内）とは、お客様の �旅行を取り扱っ旅行耳社・営 に閑し、担当者からの説明に 者におたずねください。 
‖こ関する責任者です。この旅行契約 があれば、ご遠慮なく右記の取扱管理 

パンフレット請求コード SL－3AO50－008 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8月1日を基準日としていまもまた、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ソトに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
様よりすべてご提供いただきます。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・宿泊機関などの綻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．anascojp）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。

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頼政を伺っております；
※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。

※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

03t6251－8550
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：／／www．ana．C0．jp／traveL／info／assist／をご覧ください。

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

仇州各地発のお客様】　℡福岡（092）720・8600 
営業時間9：30～18：00（12／31～1／3を除く） 

【邪か宮古・石垣発のお客様】℡沖縄（098）862・8600 
営業時間9：30～18：00（12／31～1／3を除く） 


