
ご利用ホテル絹に記載のない剛肪卜．レ付き娼本グループホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

留　　　adam上の地域名銀座・新橋・汐留・丸の内

●シティビュールーム洋室（ト3名1室）

※ト2名1室はツイン・ダブル

よりお選びいただけます。

●1泊朝会付き
●lN15：00／OUT12：00

★羽田空港から車で約30分

★地下紡夕留駅から徒歩約1分

☆フィットネスジム・屋内プール利用可能
☆ミネラルウオーター付き（お一人様1本）
たコンラツドベア付き（お一人様1個）

adam上の地域名品川・浜松町

幣許警警一宅；票詰霜ぎ室）
ヱ

●lN14：00／OU丁目：00

★羽田空藩から車で約15分
★地下鉄御成門駅から徒歩約1分

★シャトルバス運行（詳しくはホテ

ルへお問い合わせください。）

※宿泊除外日：12／31、1／1

☆朝食を昼食に変更可能（差額現地払い
☆棄京タワー大展望台入場券付き

adam上の地域名品川・浜松町

団囲坦

●洋室（1～2名1室）
※ダブルルームとなります。

●1泊朝会付き
●tN14：00／OUTH：00

★羽田空港から電車で約
16分（快特利用時）

★JR・京浜急行品川駅高
輪ロから徒歩約2分

adam上の地域名．品川・浜松町

●スーペリアモタン洋室
（1～3名1室）

※1名1室はツインまたはダブル

のシングル利用となります。

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★羽田空港から電車で約
16分（快特利用時）

★JR・京浜急行品川駅高
輪口から徒歩約5分

：㌻朝食を昼食に変更可能（メニューにより

差額が発生する場合は現地払い）

adam上の地域名．大森・蒲田・羽田

●洋室（1－3名1室）
※1～2名1室はツイン・ダブルよりお選び

いただけます。

adam上の地域名品川・浜松町

●パークフロア洋室（ト3名1室）
※1名1室はツインのシングル

利用となります。
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★羽田空港から車で約15分
★地下鉄赤羽橋駅から徒歩約2分

※宿泊除外巳：12／31、1／1

固胤固鼠胤，因

差額が発生する場合は現地払い）

adam上の地域名品川・浜松町

a由m上の地域名●銀座・新橋・汐留・丸の内

田園薗

●洋室（ト3名1室〉※1名1室
はダブルのシングル利用とな

ります。※2名1室はツイン・ダ

ブルよりお選びいただけます。

●1泊朝食付き
●lN15：00／0UTll：00

★羽田空港から東京モ
ノレールで約20分

★」R・東京モノレール
浜松町駅から徒歩約8分

Irミネラルウオーター付き

（お一人様1泊につき1本）

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／0U丁目：00

★羽田空港から電車で
㌢　約16分（快特利用時）

…（★JR・京浜急行品川駅

屋毒　高輪口から徒歩約2分

adam上の地域名編訓卜浜松町

団囲因

●洋室（1～2名1室）
※1名1室はダブルのシン

グル利用となります。
※2名1室はツイン・ダブルルー

ムよりお選びいただけます。

●1泊朝食付き
●tN14：00／OUT12：00

★羽田空港から電車で約
16分（快特利用時）

★JR・京浜急行品川駅漕
南口から徒歩約1分

※宿泊除外日：12／31～1／2

●洋室（1－詫1卦㌫咤1室はレディー

ス肘ム（禁組もお選汎1ただけます。

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★羽臼空港第2旅客ターミナル
ビル出発ロビー直結

★京浜急行空讃線羽田空港国内

線ターミナル駅から徒歩約5分

★東京モノレール羽田空港

ご朝食を昼食に変更可能

ルームグレードアッププラン
／ノ〉‾＼　かつモう　ち　　　　為　　　　　　　　　へ　や

滑走路の見えるお部屋

′　y　　　′■′つつuUエIt＝l L仙“　　　ノ4仙

レ駅から徒歩約3分　●洋室（2名1室）

☆フットパスをご用意
☆レイトチェックアウト12：00

●洋室（1－2名1室）
※タブルルームとなります。

豪雰勅諭増減濾紙涌

☆プレミアムフロア用アメニティをご用意
☆レイトチェックアウト15：00

adam上の地域名品川・浜松町

腰謡㌫譜恩グル
利用となります。

．く●1泊朝食付き
鮫、●lN14：00／0UT12：00

喜こ緊★羽B空港から電車で約
16分（快特利用時）

★」R・京浜急行品川駅
高手烏口から徒歩約3分

adam上の地域名．品川・浜松町

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●IN14：00／0UTll：00

★羽田空港からモノレール
で約23分

★JR浜松町駅北口から
徒歩約5分

adam上の地域名：品川・浜松町

r　　　　「　●洋室（1－3名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00（通常15：00）／

0UT12：00（通常11氾0）

甥★羽田空港から電車で
約16分（快特利用時）

★JR品川駅から徒歩約
5分

adam上の地域名：品川・浜松町

●洋室（1～3名1室）
※1名1室はツインのシン

グル利用となります。
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★羽田空港から電車で
約16分（快特利用時）

★JR・京浜急行品川駅
高輪口から徒歩約5分

Ar朝食を昼食に変更可能（メニューによl

差額が発生する場合は現地払い）

adam上の地域名．大森・蒲田・羽田

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OU丁目：00

★羽田空港から無料送迎パ
スで約25分（朝・夜のみ。
詳しくはホテルへお問い
合わせください。）

★JR大森駅北口から徒歩
約4分

adam上の地域名：渋谷

●洋室（1～3名1室）
※2名1室はツイン・ダブルルー

ムよりお選びいただけます。

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★羽B空港から車で約60分

★」R・地下鉄渋谷駅から
徒歩約7分

※宿泊除外日：4／5
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ご利用ホテル※特に記載の机、剛鳳ト．レ付き※基本ブル＿プホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

adam上の地域名．渋谷

●洋室（1－3名1室）
※1～2名1室はレディース

フロア（禁煙）もお選び
いただけます。

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★羽田空港から車で約
60分

★」R・地下鉄渋谷駅から
徒歩約7分

※宿泊除外臼：12／31

adam上の地域名：渋谷

adam上の地域名：渋谷

●洋室（1－3名1室）
※レディースフロア（禁煙）

もお選びいただけます。
●1泊朝食付き
●tN14：00／OUTll：00

★羽臼空港から串で約60分
★」R渋谷駅から徒歩約2分
※宿泊除外日：12／31－1／2、

2／24－2／25

●洋室（1－3名1童）※1名1

室はツインまたはダブルの
シングル利用となります。

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★羽田空港から車で約45分
★JR・地下鉄恵比寿駅から

徒歩約7分
※宿泊除外自供通）：12／21～

12／24、12ノ31－1／1

☆朝食を昼食に変更可能（差額現地支払い）
☆フィットネスクラブ利用可能

adam上の地域名：新橋

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN12：00／OUTH：00

★羽田空港から事で約45分
★」R・地下鉄新宿駅から
徒歩約5分

※宿泊除外日：12／31、1／1

ヒ朝食を昼食に変更可能

●洋室（1－3名1垂）

」　　維許ノ妬担垂鎚豪遊辿」Ⅳ】山
☆ウェルカムドリンク付き（エグゼクティブク

ラブラウンジにてコーヒー、または紅茶）

adam上の地域名：新宿

●洋室（1－2名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTH：00

★羽田空港からバスで
約50分

★JR新宿駅から徒歩約3分
※宿泊除外日：12／31、4／5、

4／12、4／26、5／3－5／4、

5／6

●洋室（1～3名1室）
※2名1室はツイン・ダブルルー

ムよりお選びいただけます。

●1泊朝食付き
●lN14：∞／OUT13：00億常11：00）

※12／31－1／1宿泊を除く

★羽田空港から車で約70分

★地下鉄都庁前月恥、ら徒歩約1分

★JR新宿罰から徒歩約9分
函‾烹謂買昌篭雪

二一°‾1、∴L

☆朝食を昼食に変更可能（洋食）※12／31、
1／1宿泊を除く

☆ミネラルウオーター付き（お一人様につき1本）

a由m上の地域名：新宿

●洋室（1－3名1室）
※2名1室はツイン・ダブルルーム

よりお選びいただけます。

●1泊朝食付き
●lN14：00／0UTll：00

★羽田空港から車で約70分
★JR新宿駅南口から徒歩
約3分

※宿泊除外日：12／31、1／1、

1／10

入rミネラルウオーター付き

（お一人様1泊につき1本）

37

●洋室（1－2名1室）
※ダブルルームとなります。

☆リージェンシークラブラウンジにて朝食・
ティータイム・カクテルタイム利用可能

adam上の地域名：新宿

ルームグレードアッ　プラン

：－＿　エクセルシングル・ツイン

●洋室（1－3名1室）
※全室禁煙となります。

薮猫紬包遠蓮繭i敵
☆バスローブをご用意
食レイトチェックアウト12：00

adam上の地域名’新宿

j●洋室（1－3名1室）
㍉※1名1室はレディースフロア

もお選びいただけます。

●1泊朝食付き

＼●】N14：00／0UTll：00
★羽田空港からバスで

約60分（直行リムジン
バス有り：有料）

★JR新宿駅南口から徒
歩約8分

※宿泊除外日：12／31（2～

3名1圭のみ）、2／15、
2／22、5／6

adam上の地域名：新宿

adam上の地域名：渋谷

田園囲

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★羽田空潜からパスで約60分

★JR・地下鉄・京王井の頭線
渋谷駅から徒歩約5分

※宿泊除外日：12／31、1／1

滋朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー

限定）※12／20～12／24宿泊を除く

adam上の地域名．新宿

●洋室（1－2名1室）
※2名1室はツイン・ダブルルー

ムよりお選びいただけます。

●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常日：00）

★羽田蟄勤唱電車で約50分

★地下鉄新宿三丁目駅
から徒歩約5分

※宿泊除外日：5／7
”　‾叩㌻1

書

こ、～ミネラルウオーター付き

（お一人様につき1本）

●洋室（1－4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／0UTH：00

★羽田空港から串で約60分

★JR新宿駅西口から徒歩
約5分

※宿泊除外日（共通）：12／30
－1／2

☆朝食を昼食に変更可能
（レストラン・メニュー限定）

うArフィットネスジム利用可能（5：00－22：00

adam上の地域名．新宿

呵「T「㌻「●洋室（1－3名1室）

ルームグレードアナププラン

ー　デラックスルーム

む≡＿子．き
●洋室（1－3名1室）

☆クラブラウ り用可能（14：00－21：00）
☆レイトチェックアウト13：00

ルサムグレードアッ　プラン
ノで、

、エグゼクティブルーム

※全室禁煙となります。　鱒一理∵∵1好一
薄日～2名1室はツイン・を

要ア里丁鼻声りお適　し．闊
つを毒；㍊守男莞ヲ乱，，2：。。

湧針－＿＿√廟★翠堅牢勤、坤で約50分

由一‾－‾悪霊讃雷驚三男翳
窪≡姦≡コ

ろrフィットネスジム利用可能

adam上の地域名：東京西部

●洋室（1～3名1重）
※1名1室はツインのシン

グル利用となります。
●1泊朝食付き
●肌‖5：00／0UT12：00　繁

★羽田空港から車で約60分　誓

★JR新宿駅から車で

固母　　栄諾謂薪等

・も！濫孟
∴言うhj　ぴいただけます。

浩‡嘉監禁0
楽浪敬語31暴き吾や

～1／J　」／1．、＿E／1つ

た朝食を昼食に変更可能（メニュー限定）
ごr屋内プール・エアロビクススタジオ利用
可能

約60分
★JR・京王電鉄吉祥寺駅
から徒歩約1分

☆エグゼクティブラウンジ利用可能
（6：30－23：00）

adam上の地域名：池袋

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：OD／0UTll：00

★羽田空港から串で約
60分

★地下鉄乗池袋駅から
徒歩約3分

↑
∴
威



ご利用ホテル※特に記載の机、削バス．ト仙付き※基本グル＿プホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

adam上の地域名：池袋　簾田

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00
★羽田空港から電車で約
60分

★JR池袋駅から徒歩約1分
※宿泊除外白：12／31、1／1

adam上の地域名：飯8橘・水道楕・九段　責

★羽田空港から華で約40分
★JR・地下鉄飯日橋駅から

徒歩約5分

adam上の地域名：飯田橋・水道繊・九段　水

；苧昌弘講書1室）巨㌻∵－1謂品諾1室）
▼聖1聖嬰ぺ型工t軍聖　を　′　＼、●lN15：00／OUT12：00

★羽田空港から李で約40分
★」R・地下鉄飯巴橋駅から

徒歩約5分

丸㌻朝食を昼食に変更可能　　　　　　　　　7才朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名■上野・浅草

Tm＝「●洋室（1～2名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常日：00）

★羽田空港から電車で約
60分

★地下鉄田原町駅から
徒歩約1分

★JR上野駅から徒歩約20分

adam上の地域名錦糸町・両国・東陽町

●洋室（1～2名1室）
※全室禁煙となります。※2名1室は

鼻　ツイン・セミのルルームよりお選びい

ただけます。ツインルームはすべて乗

六三ネラルウオーター付き（お一人様1泊につき1本

☆モーニングチョコレート付き（お一人様目

につき1枚）

adam上の地域名．湾岸（竹芝・お台場）

●洋室（1～2名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／

OUT12：00（通常11：00）

★羽日空港から電車で約
30分

★ゆりかもめ国際展示場
正門駅から徒歩約6分

adam上の地域名：上野・浅芋

●洋室（1－2名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／

OUT12：00（通常日：00）

★羽巴空港から電車で
約45分

★」R上野駅浅草口から
徒歩的2分

adam上の地域名：上野・浅草

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常11：00）

★羽田空港からt車で約40分

★つくばエクスプレス
浅草駅B出口置結

★地下鉄田原町駅から
徒歩約7分

※宿泊除外田：12／31、1／1

とこ朝食を昼食に変更可能（1／3－1／5除外）

冒　　　　adam上の地域名．錦糸町・両田・東鶉町

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●】N13：00（通常14：00）／

OUT12：00（通常11：00）

★羽田空港から串で約60分
★都営大江戸線両国駅Al

出口から徒歩約1分
※宿泊除外日：1／5

悪朝食を昼食に変更可能
（レストラン・メニュー限定）

adam上の地域名：湾＃（竹芝・お台場）

鼠√朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名：上野・浅草

●洋室（1－2名1室）

adam上の地域名：上野・浅草

●洋室（1－3名1室）
※1名1室：バスタブはご

ざいません。（シャワー
ブースのみ）

●1泊朝食付き
●】N14：00／OUTH：00

★羽田空港から電車で約50分

★地下鉄浅草駅から徒歩約2分
※宿泊除外臼：12／31、1／1

adam上の地域名：錦糸町・両l翌・東陽町

固薗

●洋室（1－3名1室）
※2名1室はツイン・ダブルルー

ムよりお選びいただけます。

●1泊朝食付き
●lN14：00／

0UT12：00（通常日：00）

★羽田空港から奉で約20分
★地下闘将町駅から徒歩的7分

☆朝食を昼食に変更可能

団囲．【．、卜

●洋室（1、3名1童）
●1泊朝食付き
※1／1の朝食は洋食ビュッ

フェのみとなります。
●lN15：00／OUT12：00

★羽B空港から車で約15分
★ゆりかもめ台場駅直結
※宿泊除外目（共通）：1／19

カ執念を昼食に変更可能（メニュー限定）
♯12／31、1／1宿泊を除く

ルームグレードアッププラン

○軍需ヒ誓ントフロア

舛箪麗莞
●洋室（2名1室）

☆27階専用ラウンジが利用可能
（8：00～20：00）

adam上の地域名■飯日橿・水運橿・九段

●洋室（1～3名1室）
※2名1量はツイン・ダブ
ルルームよりお選び
いただけます。

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★羽臣空港から車で約60分
★JR・地下鉄水道橋駅

から徒歩約2分

adam上の地域名●上野・浅草

●洋室（1－2名1圭）
※シャワーブースのみとなり、

バスタブはございません。

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT12：00

★羽田空港から電車で
約40分

★JR秋葉原駅中央改札
口直結

※宿泊除外日：1／5

ミネラルウオーター付き
（お一人様につき1本）

adam上の地域名：錦糸町・両国・未開町

●洋室（1－4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／0UTH：00

★羽田空港から車で約40分
★JR・地下鉄錦糸町駅北

口から徒歩約3分

ムご朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名．湾＃（竹芝・お台書）

●洋室（1～3名1室）
※3名1室は禁煙のみと

なります。
●1泊朝食付き
●lN14：00／

0UTll：00（通常10：00）

★羽田空港から車で
約30分

★ゆりかもめ有明駅から
徒歩約3分

★りんかい韓国闇展示場駅
から徒歩約3分

※宿泊除外日：12／26－
12／31、1／5

巻
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後
の
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◇



ご利用ホテル※特に記載のない隈。鳳ト．レ付き絹本グル＿プホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要となります。

浜　　　　　　　　adam上の地域名：横浜

．■．ト　●洋室（1－2名1室）

※2名1室はツイン・ダブ
ルルームよりお選び
いただけます。

●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常11：00）

★羽田空港からリムジン
バスで約40分

★JR・地下鉄新横浜駅から
徒歩約2分

※宿泊除外日：1／13、1／19

adam上の地域名■横浜

郡藍藍は
協　ダブルのシングル利用
頑　となります。

●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常日：00）

★羽田空港から車で約35分
★みなとみらい線元町中華街

駅1番出口から徒歩約3分

固圏
横浜（みなとみらい）　adam上の地域名・横浜

adam上の地域名：横浜

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝会付き
●lN15：00／OUT12：00

★羽田空港から章で約30分
★」R・京浜急行横浜駅西田

から徒歩的1分
※宿泊除外目（共通）：1／5、

1／13

ごシーバス乗船引換券付き

）　　　　adam上の地域名．横浜

●洋室（1－3名1室）
※1名1室はツインのシン

グル利用となります。
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★羽田空港からみなとみらい
行きリムジンバスで約25分

★みなとみらい緑元町・中華街

駅1番出口から徒歩約1分
※宿泊除外日：11／5

☆朝食を昼食に変更可能（洋定食へ）

●洋室（1～3名1室）
※1名1室はダブルのシング

ル利用となります。
※シティビュー（街側）の

お部屋となります。
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★羽田空港から車で約30分
★JR桜木町駅から徒歩約5分
※宿泊除外日（共通）：1／20

☆朝食を昼食に変更可能
で；69階一般展望フロアー「スカイガーデン」

入場割引券付き（お部屋にご用意）

鎌倉　　　　　　　　　a由m上の地域各鎌倉

●洋室（2－3名1室）
※全室禁煙となります。
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT12：00

★羽田空港から電車で約80分

★エノ電「七里ケ浜乳から徒歩約8分

※七里ケ浜駅より定期運行の

シャトルバス有り。ホテルへ

園　　※完熟㌫認許レ9

十ウェルカムドリンク付き

adam上の地域名．舞浜・浦安・幕張

●洋室（2～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT12：00

★朋空勤1らリムジンバスで紺0分

★JR京葉線舞浜駅からリゾート
ラインでベイサイドステーショ

ン訳まで約5分、駅からディズ
ニーリゾ」・クルーザー（無料

団団　　シ仙マス）にて約2分※宿泊除外日：2／17

lr朝食を昼食に変更可能（メニュー開定／

夜食（バイキング）への変更も可能）

39

ルームグレードアツ　‘ラン

血ヨガ岨瑚ブリッジピュ山ツイン

※全室禁煙となります。

「∵牒痢纏斬翰餅韻に＝＝
☆レイトチェックアウト12：00

adam上の地域名‾その他神奈川県

●洋室（1－3名1圭）
※1名1室はタブルのシン

グル利用となります。
※2名1室はツイン・ダブル

よりお選びいただけます。

●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常日：00）

★羽田空港から電車で
約60分

★京浜急行汐入駅から
徒歩約1分

★」R横須賀駅から徒歩約
7分

adam上の地域名舞浜・浦安・幕張

∵「●洋室（2－4名1室）

箋●1泊朝食付き｛●lN15：00／OUT12：00

★羽田空港からリムジン
バスで約50分

★」R京葉線舞浜駅からリ
ゾートラインでベイサイ
ドステーション駅まで的

●洋室（2～3名1室）
※全室禁煙となります。

横浜（山下町）　　　　adam上の地域名：横浜

団因　　※詣；蒜蒜琵琶

●洋室（1～2名1室）
※2名1室は禁煙ルームのみ

の設定となります。
●1泊朝食付き
●lN14：00／0UTll：00

★羽田空港からみなとみらい

行きリムジンバスで約25分
★みなとみらい線元町ヰ華街

駅1番出口から徒歩約1分

☆朝食を昼食に変更可能

浜（みなとみらい）　adam上の地域名：横浜

●洋室（ト3名1室）※1名1室は

ツインのシングル利用となります。

●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常11：00）

★羽B空港から車で約20分
★みなとみらい線みなとみ

らい駅から徒歩約3分
※宿泊除外日：1／6～1／10

☆朝食を昼食に変更可能

幕張

横浜　　　　　　　　adam上の地域名操浜

●洋室（1－2名1室）
※1名1室はレディース

ルーム（禁煙）もお選
びいただけます。

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTlO：00

★羽田空港から章で約
45分

★JR桜木町駅から徒歩
約1分

※宿泊除外白：11／10、4／11、

4／12

∂由m上の地域名：横浜

●洋室（1－3名1室）
※1名1室はツインのシン

グル利用となります。
●1泊朝会付き
●lN14：00／OUTll：00

★羽田空港から車で約30分
★みなとみらい緑元町中華街

駅2番出口から徒歩約1分

adam上の地域名．横浜

団固因

●洋室エグゼクティブツイン（ト

3名1室）※1名1室はツイン

のシングル利用となります。

●1泊朝食付き
●lN14：00／

0UT12：00（通常日：00）

★羽臣空勧＼らリムジンバスで約35分

★みなとみらい線みなと
みらい駅から徒歩約1分

ご㌻朝食を昼食に変更可能（メニュー限定）

adam上の地域各舞浜・浦安・幕頸　成田

●洋室（1－3名1室）
※1名1室はツインまた

はタつ、ルのシングル
利用となります。

●1泊朝会付き
●lN14：00／OUT12：00

★羽巴空港から車で
約40分

★JR京葉線海浜幕張駅
から徒歩約5分

※宿泊除外日：12／30－1／2

adam上の地域名●舞浜・浦安・＃張

㌍黙許賃蒜団由
シャトルバス）にて約1分

●洋室スタンダードツイン
（2－3名1室）
デラックスファミリー

（4名1室）
※全室禁煙となります。
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT12：00

★羽田空港から車で約40分

★JR京葉線新浦安駅か
ら徒歩約1分

㌢朝食を昼食に変更可能（お夜食への変
更も可能）

adam上の地域名▲成田

団固担

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN11．00（通常13：00）／

OUT13：00（通常11：00）

★成田国際空港からホテル
無料パス（定時運行）で約
15分

★」R・京成電鉄成臼空港駅
からホテル無料バス（定時
運行）で約15分

、‥　工～∴∴十一、1∴・．∴・二＿

☆朝食を昼食に変更可能
☆インターネット無料（有線LAN）
☆ジム、プール、サウナ無料

鬼乳Il a由m上の地域名：栃木

い、・・・亡．ニ1

●和室（2～4名1室）
●用観相付き珊夕食ともにダイニング

●lN14：00／OUTll：00

★羽田空港から皐で約150分
★浅草罰から東武特急「きぬ」で

鬼馴【温泉駅まで約150飢
鬼馴l温泉訳下車徒歩約3軌

※鬼矧＝渥泉紛ら無料迎紬送迎ご希

望の矧挿テルへ紳し込みくだ乱l。

※宿泊除外日：10／12、10／13、

1／2、11／3、12／28～1／4

ンウエルカムフルーツ付き

3．150円（1～2歳）



宅配便
1．出発空港→ご宿泊ホテル

往路羽田蛮謝こ12時までの到着便をご利用の方のみ
出発空港で矧ナたお荷物をご宿泊ホテルまで配送いたします。

※お一人様3個まで。

〈こ利用方法〉　※出発空港、手荷物カウンターにご出発の20分前までにスカイホリデー 
クーポンをご提出のうえ、ご利用ください。 

く注意事項〉　※配送伝票はご利用当日お客様ご自身で記入をお願いします。（お荷物は 

当日18時～21時までにお届けいたします。配達時間は交通事情などにより遅れる場合が 

ございますのでこ了承ください。）※ご搭乗本人の取り扱いとなります。 

2．羽田空港→ご自宅
復路羽田空港でお預かりしたお荷物　　　　※お一人様3個まで。

を翌日ご自宅まで配送いたします。

〈ご利用方法〉　※羽田空港第2ターミナル、手荷物カウンターにこ也発の 
20分前までにスカイホリデークーポンをご提出のうえ、ご利用ください。 

〈注意事項〉　※配送は翌日以降となります。※ご搭乗本人の取り扱いと 

なります。※一部、配送できない地区がございます。詳しくはANAホーム 
ページをご覧ください。 

●お苧削ナになるお荷物は1個あたり20kg以内で各辺の合計が203cm以内となりまも　●ご利用にならない場合も、払戻等の返金はございません。
●宿泊のみコースにご参加のお客様はご利用いただけません。

笹 �羽田空港第2ターミナル地下1階「インフォメーションデスク」 または東京メトロ各駅事務室【ただし、北千住駅（日比谷線）、 

鼠晃． �中目黒駅、中野駅、西船橋駅、代々木上原駅、和光市駅、渋谷 
駅（半蔵門線・副都心線）、目黒駅を除く】にてANAスカイホリ 

デークーポンをこ提出のうえ、お受け取りください。 

〈ご案内〉※有効期間は行程中の乗車初日を含め連続した2日間となりま訊，※有効期間内に東京メトロ線全線を 

何回でもご利用いただけます。※羽田空港から東京メトロ緑までのアクセス路線（東京モノレール線、」R線、京浜 

急行線、都営地下鉄線等）ではご利用いただけません。※東京メトロ線と相互直通運転をしている鉄道会社へ乗 

り越した場合は、別途運賃の精算が必要になります，※東京メトロ2日券の運賃払戻の取り扱いはできません。 
■運営管理者：東京地下鉄（株） 

東京スカイツリー㊥天望デッキ日付指定入場券引換券壇麗琢謝一口
■営業時間：8：00～22：00（最終入場21：00）

■アクセス：東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリーj駅すぐ
東武スカイツリーライン・都営浅草線・東京メトロ半蔵門線・京成押上線r押上（スカイツリー前）駅」直結
※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。

〈ご案内〉※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料金でご予約ください。3歳以下は 
無料となります。※入場指定日に東京スカイツリー⑧4階チケットカウンター内日付指定券引換窓口で入場券に引換えてご利用く 

ださい。※東京スカイツリー天望回廊（450m）の入場券は東京スカイツリー天望デソキ（350m）で別途購入が必要となります。 

※見学に時間がかかる場合がございますので、余裕をもった航空便をお選びください。 

時間指定なし

16時以降限定

■運営管理者■東武タワースカイヅノー株式会社

東京ディズニーリゾート㊥・パークチケット

券　種 ���� �料金（お一人様） � �備　考 
大人18歳以上 �中人 （中学生・高校生） 12～17歳 �小人 （小学生・幼児） 4～‖歳 

蹄■守 ‡：トLi � �∵■〉‾‾目し ��10700円 �9，400円 �7，400円 �・東京ディズニーランド⑧または東京ディズニーシー風を2日間たっぷり楽しめるお得なチケットです。 ・1日1パークのご利用となります。（1日で両方のパークをご利用いただくことはできません。） 

唇 十＋＋ �ノジ′ 試ここ �や ノブ �13，800円 �12，300円 �9，500円 �・東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーを3日間たっぷり楽しめるお得なチケットです。 

・2日目までは1日1パークのご利用となります。・3日日は両パークを自由にご利用いただけます。 

′急； �才でJt．㌣ダ ニ猿 ��16，000円 �14，400円 �11，200円 �・東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーを4日間たっぷり楽しめるお得なチケットです。 
・2日目までは1日りで－クのご利用となります。・3日目以降は両パークを自由にご利用いただけます。 

蛮Hl 魚雷 ll l二巨′ � �ご‾血的、 l肌WH、 ��6，200円 �5．300円 �4．100円 �・東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーを1日楽しめるチケットですも 

吏タ．～－ �スト～ブ ！ �ここ！ト ）） �5，500円 �－ �－ �・東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーを1日楽しめるチケットです。 
・60歳以上の方にご利用いただけるチケットです。 

※パークチケット料金はご利用開始日が基準となります七　二※マルチデーパスポートは連続でのご利用に限ります。※パークチケットのご利用日とどちらのパークをご利用になるかソアー

お申し込み時にお選びください。※3歳以下のお子様は入園無料のためパークチケットの購入は不要でも　※アトラクションの運営およびエンターテイメントプログラムの開催は予告な

く中止になる場合があります。※料金および券種は予告なく変更になることがあります。（2013年7月現在）

ANAパス東京ディズニーリゾ小⑧→羽田空港第2ターミナル
※航空機との接続時問は40分以上お取りください。※多客期等、
混雑によりバスの前席に不足を要し前後の優をご案内させていただ
く場合がございます。※道路交通事情により時間・ルートが変更に
なる場合があります。また、現地係員が他の交通機関をおすすめする
事があります。※パークの運営時間変更に伴いバスの運行時問が
変更になる場合もございます。※バスは時間になると発車いたしま
すので出発時間の10分前までに必ずお集まりください。お乗り遅れの
場合、責任は負いかねますので、ご了承ください。※ANAバスは原
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
いただく場合や、補助席利用の場合もございます。

■運営管理者：日の丸自動車興業（株）

．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竃煎惑源訴都田 ������������� � 

アシヨナ �レコ �卜 �� ��レ �「 

川田空港第2ターミナル⇔闘士急ハイ‾ンド �往 �路10：15発 ��651 �19 �P �羽田空港第2ター＝ナル⇔箱根桃源台 �往路10：35発 �6 �5119 �G 
羽′、昌　フ 往路慧慧荒讐10‥1513＝551 　　12：2016：00l �l往 l復 �路13：55発 路10：10発 ��【55119 165119 ��R W �J ：：蛮謹誕汐亡喜罪」刀媚彗10：35日4：10 往路≡t≡1・飴蓉　13：0216：37 �往路14：10発 復路10：05発 �L65119H l651191 

復 �路15：00発 ��65119 ��Z ��復路14：35発 �55119J ��� 

10：1015：00l 復路霊蓋慧霊霊場＝2：1517‥。5L �「‾‾東金（お一人 卜大人（中学生以上 ���人様片道） ）12．400円 ���L御書≒皇室監露．＝討臓12‥37，7：。7 　　　　　10：0514：35 �　料金（お一人 l大人（中学生以上 �人様片道） ）12．200円 

■運営管理者：富士急山梨ノてス（株）・京浜急行パス（株） �小人（小学生以下 ���）11．200円 ���■運営管理者：小田急箱根高速バス（株）・京浜急行バス（株） �小人（小学生以下 �） �1，100円 
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■マークのご案内　※2013年絹現在の情配なります。

国温鰍※1匹大郷り　鴎野呂※1

団禁煙ルーム※2匿協y舗※3田胃課完備※4

園苦謡鯛※5＠※6　磋琵狐※7
′。．r二∴■．、＿・∴S

JゝJゝ▲‾、几！‘

『旅行代金について

※1男女別、時間等により入替制の場合もございます。また施設により有料の場合もございます。

※2出発前予約制となり、ルーム数に限りがあります。また、ルームタイプに指定がある場合がございます。ご

予約時にお申し出ください。マークがなくても設定がある施設もございます。ご利用希望の場合はリクエ
スト対応となりますので、お問い合わせください。

※3屋内プールは時期により営業していない場合もございます。また施設により有料の場合もございます。

※4駐車場無料のホテルでも大型車は有料の場合がございます。

※5こ＼利用料金については各宿泊施設にご確認ください。

※4・※5について、台数に限りがある場合がございます。駐車場は隣接する契約駐車場となる場合がござい

ます。また立体駐車場の場合、一部ご利用いただけない車種もございます。
※6ご予約をいただいてからの手配となります。

※7出発前にご予約が必要です。

※8出発前にご予約（有料）が必要です。

旅行代金とはr基本代金として表示した金軌と「追加代金として表示した金顔」の合計を指します。

出発地・出発日利用人数・日程により旅行代会が異なります。各コース該当カレンダー記載のアルファベットをご参照のうえ、代金をご確認くだ乱、小人代金は旅行開始日当日を基

準に、満3歳以上12歳未満のお子様に適用となりますDまたご旅行中にお客様のご都合で使用されなかったクーポン券類の払戻はできません。

■お客様へのご案内

最少催行人員特に記載のない限り2名様より催行となります。（ただし1名1室の設定がある宿泊施設および1名利用可能メニューのみを利用した場合は1名様より催行します。）
お申し込み特に記載のない限り2名様以上でお申し込みくだ乱、。（ただし、1名1室の設定がある宿泊施設および1名利用可能メニューのみを利用した場合は、1名となります。）
また、お申し込み時に必要部屋数をお申し出くだ乱、0ご出発日の前副、ら起算して10日前までご予約を承っております。（お申し込み内容の変更引0日前までとなります。）ただ
し、満席等の理由により受け付けができない場合がございます。
ご利用便便名はご予約いただいた時点で決定いたしますが・ダイヤ変更に伴い便名・フライトスケジュールは変更となる場合がございます。その場合予定の日程を変更すること
もございます。券面に記載されている便以夕帖ご利用いただけません0また・乗り遅れ（交通機関の渋滞等含む）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自身での手配となります0　※2歳のお子様がご参加で旅行中に3歳のお誕生日を迎えられる場合は、復路搭乗日に有効

な商品または航空券をお買い求めください。

宿泊施聡特に記載のない限り・客室の指定はできません0ルームタイプがまたは・で表示されている場合、指定はできませんパンフレットに記載されている客室写真は一例と
なり・実際と異なる場合がございます0相部屋はお受けいたしておりません。特に記載のない限り、バス・トイレ付きとなります。

ぐ等勢宿泊施設により1室1名～4各様でご利用いただけます。特に記載のない限り1名1室はシンクルノーム・2名1室はツインルームのご利用となります。（謁～嶋1室でこ利用の場合はツイン＋
エキストラベッドまたはソファーベッド等となります。）

〈和室〉宿泊施設により1室2名～4名様でご利用いただけます○（1室の広さ（畳数）は利用人数により変わります。）
パンフレット内の「ホテルからのおもてなし」は記載のない限り、滞在中1回のご利用となります0各宿泊施設チェックイン矧こお申し出のうえご利用ください。また、記載のおもてなしの内容は
一部となる場合がございます0禁煙ルームの設定があるルームタイプは施設により異なります。早めのチェックイン、遅めのチェックアウトができる施設は時刻を赤文字で表示しています。

施殴使用料こついて0～2歳の幼児の方で食事や寝具を必要とされない場合でも施設使用料が必要な施設がございます○（現地払い）乳添い寝の可否については各宿泊施設

食事食事条件は特に記載のない限り朝食付きとなります。ルフレットに記載されている料理写真と器は一例です渦期により変更となる場合がございます。食事内容は大人と小人で
は異なる場合がございます0夕創寸きの施設にお申し込みの方は特に記載のない限り18・00までに宿泊施設へチェックインしてくだ乱、0それ以後となる場合は必ず宿泊施設へご連絡の

うえ、夕食対応時間をご確認くだ乱、。宿泊施設によっては夕食の対応ができない場合がございます。その場合、お客様の夕食放棄となりますのでご注意くだ乱1。夕食場所について特に
記載のない場合は、レストランまたは宴会場にてセットメニュー（バイキングに変更の場合あり）となります。夕食場取メニューがまたはnで表示されている場合、指定はできません。
オプショナルプランプランにより小人の対象年齢が異なります。3歳未満のお子様のご利用については・お問い合わせください。また、プランによって現地ではお申し込みいただ

けない場合もございます。

添乗員特に記載のない限り添乗員は同行いたしませんので、こ瀞ラ中の諸手続きはお客様ご自身で行っていただきます。

その他ツアー中、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日（これを当社では「無手配日」といいます）については、当該日にお客様が被った損害について補償金は支払われません。

■行程表

●フライト（航空券）＋宿泊付きコースチョイスプランにご参加で　●宿泊のみコース
往復⑳フライト利用なら

チョイスプランメニュー

⑧・⑨柵
●出発空港：九州各地発（福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島空港）／

沖縄発（那覇・宮古・石垣空港）
●設定期間：2013年10月1日～2014年5月6日の毎日出発
●食事条件：朝食付き
●最少催行人員：2名（ただし、1名1室の設定があるホテルおよび1名利用

可能メニューのみを利用する場合は1名様となります。）

日程 �行　程 �食事 

1 �匝堕】ト直垂画＝〈各自負担〉＝ホテル � ヰ到還籠フリータイム 
※イベントプランまたはチョイスプランメニューでお楽しみください（行程中1回） 

中 �∴昔日フリータイム �画 
白 �※イベントプランまたはチョイスフランメニューでお楽しみください（行程中1回） 

最 �㊥出発までフリータイム �回 
終 �※イベントフランまたはチョイスフランメニューでお楽しみください（行程中1回） 

日 �ホテJL＝〈各自負担〉＝固卜直垂画 

匡重要についてはお客様のご利用空港となりまも利用空港・路線価こついてはフライト情報ページを 
ご覧ください0チョイスプランの復路は出発日から8日以内であれば何日目でも糾用可私ただし、宿泊は初

日からの利用となり、飛び泊はできません。※イベントフランの詳しい行程は、P3～R8をご覧ください。
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●出発空港：このコースに航空券は含まれておりません。
●設定期間：2013年10月1日～2014年5月6日の毎日出発

●食事条件：朝食付き　●最少催行人員：2名（ただし、1名1室の設定があるホ
テルおよび1名利用可能メニューのみを利用する場合は1名様となります。）

日程 �行　程 �食事 

1 �lご自宅、前泊地、各地などl＝〈各自負担〉＝ホテル � 
※チョイスプランメニューでお楽しみください（行程中1回） 

最 梓 �ホテル＝〈各自負担〉＝lご自宅、後泊地、各地などl �回 

日 �※チョイスフランメニューでお楽しみください（行程中1回） 

献白のみ」のこ案 �調■①利用条件／現地までの交通機関（航空便、JR等）は含まれて のご予約はお客様ご自身で行ってください。なお、当コースは航空券 

おりません。航空 などのご予約がな 算して10日前まで オプショナルプラ、 表のお渡しができ の他施設／施設に 

くてもご利用いただけます。②お申し込み／こ出発日の前日から起 こ予約を承っておりますム：※ご出発日とは当社が手配する宿または、 ンの利用初日となります。※ご入金の確認、各種クーポン・最終日程 ない場合は、ご利用いただけない場合もございます。③宿泊施設・そ より宿泊除外日や部屋数の制限がございます。また、施設により宿泊 

のみの設定がない場合がございまもあらかじめご了承ください。④その他／当商品の 募集型企画旅行契約の範囲は、旅行サービスをご利用いただく期間のみとなります。 

チョイスプラン（宿泊のみ）、単品プランのお申し込みについては、「adam操作」スカイホリデートップ画面から商品検索する場合、商品の種類は「航空券を利用しな
い」、出発地は「その他」を選択してください。



E亘］
※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。

※基本グループホテル・基本フライト・基本メニュー以外をご利用の場合、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霹内線旅客施設使用料（羽田空港利用の場合のみ）④規定の宿泊費、食事代　④チョイスプランメ二ユ

（基本メニュー）掴代　※往復⑳フライト利用の場合は、2回代　※規定以外の食事代、入園料、交通費等はお客様負担となります。 ※④はご利用にならなかった場合でも払戻はできません。

チョイスプラン（航空券＋宿泊）1・2・3泊／九州露地発

雷出発日カレンダー（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。）

0 �lヨ �月l �誉 ll �l水 ‡孟 �木 3 ■ ��金 ■ 8 ��l土 5 8 � � � �� ��【 i � �＊ 10 8 ��l金 言￥ � ��El �月 �火 �水 �ホ � � � � �EI ��月 �火 �水 ��木金 �土 �B �月l � � �木 ‾5汚‾ ■ �嚢 �土 �lヨ �月l 
13 8 �1■ ■ �15 ■＋ �1■ ■ �17 寧 ��� �� �� � � �� � � � ����� � 

■三 ■三 � � � �A � �� � �量 く－ � � � � �5 8 1膏 ▲ 7 ��1 � �7 ■ ��● tl 13 A 竃も 1ニ �11 ⊂ ��10 ■ 1‾5 ▲ 12 A＿ �11 ■l �12 ■ �13 ll �1■ ■ � � � � � � � � � � �邑⊥月 20127 HH 1312■ �ll ｝■ 去 A � � �■ き1 基 �29 �tt �29 ■ �30 こ � � 

1 A �ユ A �3 A �■ A 1 ＿jl �5 A ��� �l言Ⅵ ■ l ���������12 A さr A ������10 ▲ 13 A �17 E 1● A �18 A 1‾S A �10 A －1も ▲ �������13 ▲ 20 A ����������芸 �31 A � 

1 A 1 A � � � � � � � � � � �ア � � � �10 ▲ �11 ▲ �12 4． �13 ．4． � � � � � � �17 �18 ▲ � � � �A �A �4． �▲ �A＿ �A �A � � � 

3 人 �� � � � � � �A � � �p A �10 A fi �11 F �E 10 �E 1‾7 D � � � � �10 E ��0． 21 D �星 P � � �H．d �E iも �E 2プ D �E �E 29 F �E 30 F � �∈＿ � � �＿＿E＿ 

1 D �ユ D �3 D �� �� �� � ����� ��� �� �13 �� ���� ���������監嘩 ���28 P ��� 

5月 � � � � � � �2 ■ ��■ � � �■ �� � �7 �� � �9 � � �1■l �1‾i � �14 �15 � � �1 � �1‾○ ��19 �ユ○ � � �� � �20 �27 �28 �29 � � � � 

■基本代金（大人・小人同額／お一人様）
く福岡・佐賀発／基本グループホテル・往復基本フライト・基本メニュー1匡例用〉　　　　単位：円

，忘諒＼」讐 ��A �8 �⊂ �D �∈ �星　F　羞 �巨G �H �l �J 

r　3－4名1主 ��34．800 �34．800 �37．800 �42．000 �44．0■00 �46．800 �53．000 �58．800 �59．800 �73．300 

泊　2名1圭 　1名1圭 ��34．800 �34，800 �38．800 �43．000 �45．000 �47．m �54，000 �59，800 �60．800 �74．000 
36．800 �36．800 �40．800 �45．500 �47．m �50．400 �56．500 �62．300 �83，800 �77．100 

2 泊 �3■－4名1圭 �41．20・0 �41．200 �46．300 �47．300 �50．m �60，000 �66，508 �67，500 �69，500 �77，300 
2名1王 �42，200 �42．200 �47．300 �48．300 �51．300 �81，000 �67，500 �68，500 �70．800 �78，700 

1名1主 �44，700 �44．700 �49．800 �50，800 �53，800 �63．500 �70．000 �71．000 �76，600 �84．900 

3 泊 �3－4名1室 �48．200 �49．200 �53．000 �54．800 �57．300 �67．000 �74．500 �77．500 �77．700 �86．100 
2名1主 �49．200 �50．200 �54，800 �55．000 �58．300 �68，000 �75．m �78．m �79．700 �88．300 

1名1皇 �51．700 �52．700 �57．300 �58．300 �60．800 �70．500 �78．000 �83．000 �88．600 �97，500 

■基本代金（大人・小人同鏡／お一人様）
く鹿児島発／基本グループホテル・往復基本フライト・基本メニュー1匝】利用〉
※鹿児島発着以外は、フライト追加代金が必要となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

，孟㌫i→→＼＼竺8 ��A �8 �C �D �E �F �G �H �l �J 

1 泊 �3■－4名1圭 �38．800 �39．800 �41．800 �44．500 �46．000 �47．800 �50．900 �56．000 �57，000 �6札200 
2名1室 �39．800 �39．800 �42．800 �45，500 �47，000 �側，500 �51，引IO �57，000 �58．000 �69．000 

1名1童 �42．300 �42，300 �44．000 �48．000 �49．500 �51．500 �54．500 �59，500 �61．000 �72．000 

2 泊 �3－4名1重 �44．300 �45．300 �47．300 �49．500 �51．500 �59．000 �60．000 �65．100 �槌．300 �72暮300 
2名1皇 �45，300 �46．300 �48．300 �50．500 �52．500 �60，000 �61，000 �槌．100 �67．600 �73，700 

1名1壷 �47，800 �48．800 �50．800 �53，000 �55．000 �62．500 �63．500 �68，600 �■73．500 �79，900 

3 泊 �3－4名1壷 �52．300 �52，800 �56．500 �56．500 �61．500 �69．200 �72．200 �73．200 �74，200 �81．000 
2名1塞 �53．300 �53．800 �57，500 �57．500 �62．500 �70，200 �73，200 �74．200 �75．200 �83．200 

1名1量 �55．800 �56．300 �60．000 �60，000 �65．000 �72，700 �75，700 �76．700 �77，700 �92，500 

※MENUO7利用の場合は末尾B／Dとな

ります。
※「lHG・ANAホテルズに連泊l」（P．33）

利用の場合は末尾E／Fとなります。
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E亘互］
※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。

※基本グループホテル・基本フライト・基本メニュー以外をご利用の場合、追加代金が必要となります。

◆基本代金に含まれるもの（塑国人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃
（基本メニュー）個代　※往復⑳フライト利用の場合は、2回代

②国内線旅客施設使用料（羽田空港利用の場合のみ）
※規定以外の食事代、入園料、交通費等はお客様負担となります。

④規定の宿泊費、食事代　④チョイスプランメニュー
※④はご利用にならなかった場合でも払戻はできません。

チョイスプラン（航空券＋宿泊）1・2・3泊／沖縄発

■出発日カレンダ」（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。）

lヨ �月 �火 �水 �木 �金 ��土 �lヨ 「弓「 F �「＋ 7 ��火 1r F �水 「岳「 F ��ホ盆 ����土 17 F ��貢霞 目■ �����水 18 ＿b 13 ■ � � � �lヨ 三〇 ll 17 ■ ��月 21 8 1■ ■ �火 22 8＿ 1‾i B � � � �享 ‾id �El エア �月 28 �些 29 �水 30 ■ 27 �木 3i■ 8 2a �金 �土 30 �冒 �壁 

l　＝ � ��1 F �2 F �｝ �■ H▼ l F ��H �������101 しき 71．8 81⊂ 

、j E �3 8 �4 ■ ��＋＋■ lI �● ■ ������9 亡 ������������������ � � � ���29 

1 A �2 A �3 ▲ �■ A �5 A 主 H． 3 � � �7 A �● A � � � � � � � �1｝ �� � � � � ��‾17 A 汀 �10 � � � � � �冨 �2■ �エゴ �！‾ラ■ �ユフ l 虫 �重ヒ �■ 二i9 日 �8 ：10 H 27 �8▼ 31 J �8 �8 ‾面 �亡 �■ � � 

1 M ��� �■ をl �亨 F ����� �� �▲ ����� ���� �A 

1 A �t A �3 A ��4 1⊂ ■‾ ■ ○ l＝ ；壬 � � � � �� � � � �揖 �� � � �‾1‾∋ F 「】1富 ■＿＿r �TT F 1i ○ � � � �1ナ F �1富 戸 ‡1t iF �1盲 F＿ 1i ．F“ �三〇 �21 �lii iG �ユ3 F �24 F �芝 下＋ �20 F �iう �A 「お◆ F 1▲ F �20 D �30 P �31 P＿ l 

1 �2 ��■ ��1 F �三 戸 �‾i▼ F 7 ����������������F ‾‾1ラ ���F 

く＝ �く： l �lこ． 1 F �⊂： i H ��3 l �1こ 、羞 �C S l ������■ � � �r弓 � �く＝ 11 ��」⊆　く： 1213 ���14 �15 �⊂ 1▲ �17 � � �l＝ 1さ‾ �1⊂ 20 �F l21 �F l22 �1⊂ 23 �24 �エア 孟 �20 C ii �29 F 27 �】劫 �29 �∃苅 �31 �l 

●基本代金（大人・小人同額／お一人様）
く那覇発　基く那覇発／基本グループホテル・往復基本フライト・基本メニュー1回利用〉　　　　　単位：円 

，忘蒜＼＼＿、讐臼 ��A �8 �⊂ �D �∈ �F　上せ」　H　l書J 

＝ト4名1主 ��39．800　40．800 ��48．000 �46．900　51．000 ��52．200 �琵記譜霊‡票…… ���649〇・〇 
1 泊 �三毛1王 �39，800 �40，800 �47．000 �47．700 �52，000 �53，000 ！56，100 ����65600 

1名1圭 �41．800 �42，800 �50．300 �50，000 �55．000 ��57．100 �59，800∃63．400 ��引1700 

2 泊 �3－4名1圭 �48，800 �49．300 �53．400 �55．300 �56．500 �57．800 �61，800 63．100 i19，000童 �豪語…器題；l…≡ ��71600 
2名1圭 �48．800 �49，300 �54，800 �56．800 �57．900 �59，30・0 ����72900 

1名1圭 �52，800 �53．300 �61．100座3．000 ��63，900 �65，400 ��71．6〇・〇ま74．200 ��78900 

3 泊 �3－4名1重 �57．800 �58．300 �60．900 �61．500 �64，700 �槌．200 �66，600 �72，800 �73700 �7860・0 
2名1主 �57，800 �58．300 �63，100 �63．500 �66．800 �68，400 �68．800 �74．800 �75700 �80600 

1名1重 �63，800　8帆300l72，500戸72，500 ����75．900 �77．700 �78．100 �83，800 �84．600 �89，400 

‖托地追加代金（お＿人様／札．小人同額｝
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※MENUO7利用の場合は末尾B／Dとな

ります。
※「lHG・ANAホテルズに連泊り（P．33）

利用の場合は末尾UFとなります。

宮古・石垣発l �ま・下記の追加代金が必要となります0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円 

追加代金 �　　　　　　　　出発日 出発地 �10／1～12／27、1／6－5／6 �12／28－1／5 
宮古発 �12．000 �18．000 

石垣発 �14，000 �24．000 



チョイスプラン（宿泊のみ）1・2・3泊
※飛行機を含む現地までの交通機関は含まれておりません。
※出発日とは、当社が手配する宿または、オプショナルツアーの利用初日となりますQ

※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。

※基本グループホテル・基本メニュー以外をご利用の場合、追加代金が必要となります。

■基本代金（お一人様）く基本グループホテル・基本メニュー1回利用〉　単位：円

出発日 1室利用人数 �10／1～5／6 

1泊 �2泊 �3泊 

3～4名1室／小人 �12，000 �19，000 �26，000 

2名1室 �13．000 �21，000 �29，000 

1名1室 �15，500 �26，000 �37．000 

ホテル追加代金（イベントプラン・チョイスプラン共通）
（大人・小人同額／1泊につき／お一人様）

宿泊ホテル ��宿泊日 �右記以外 ��10／12～10／13 11／2～11／3 �12／30～1／2 

グループ ��1室利用人数 ���12／21～12／22 1／11～1／12 �4／25～5／5 

日～金 �土 

喜幕牙妙＝∴訝蘇芳搬 ���追加代金なし0円 

‡∴‡ ��3～4名1室 �追加なし �1．000 �1，000 �1．000 

1～2名1室 �500 �1．500 �1．500 �2′000 

3名1圭 �500 �5．000 �5．000 �8．000 
0 勿抄＝夢 ��2名1董 �500 �5．500 �5．500 �8．000 

1名1室 �1．500 �5．500 �5．500 �11．500 

宅 診馳＝ゴ診－ ��3名1室 �2′500 �3．000 �3，000 �3．500 

1～2名1室 �1．500 �3．000 �3．000 �3，000 

環，姜 多め坤 ��3～4名1室 �2．000 �3．500 �4．000 �4．000 2名1室 �3，000 �4，500 �4．500 �4．500 

1名1室 �4．500 �6′000 �6．000 �6．500 

グJE � �3～4名1室 �1．500 �4．500 �5，000 �6′500 
2名1室 �3．000 �6．500 �7′000 �8．500 

1名1室 �6′500 �8．000 �9．000 �11．000 

√： 1J 銅おっ � �3～4名1圭 �4′000 �5．500 �7．000 �7．500 

診▲ �2名1室 �5．000 �8．000 �8．500 �9．500 
1名1重 �8．000 �10．000 �11．000 �13′000 

3～4名1圭 �4，500 �10，000 �11．500 �15．500 

g ��2名1室 �6．000 �14．000 �14．500 �20′000 

グループ ��1名1圭 �10．000 �20．500 �20．500 �27．000 

単品プラン（イベントまたはメニューのみ）

◆基本代金に含まれるもの　①規定の宿泊費、食事代　なお、当コースの旅 

行代金には、往復航空運賃は含まれておりません。②チョイスプランメニュー 
（基本メニュー）1回代　※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。※㊤はご利用にならなかった場合でも払戻はできません。 

1泊：Y7861⊂（D）

2泊：Y7862⊂（D）

3泊：Y7863⊂（D）

※MENUO7利用の場合は末尾D
となります。

宿泊ホテ グルー �ル �宿泊日 �右記以外 ��10／12～10／13 11／2～11／3 �12／30～1／2 

プ �1室利用人数 ���12／21～12／22 1／11～1／12 �4／25～5／5 

日～金 �土 

た 三円 �プ； �3～4名1室 �7．000 �9．000 �10′000 �10．000 

2名1圭 �‾9′000 �11．500 �13．000 �13．000 

1名1圭 �16．000 �18．000 �18．000 �17．000 

3名1室 �8′000 �8．000 �14．000 �14，000 

2名1室 �10′500 �14，000 �15，000 �16，000 

l′プル‾プ � �1名1室 �18′000 �21．000 �22．500 �22．500 

』 掴 � �3～4名1室 �10．500 �12．000 �14′000 �16，000 2名1室 �13．000 �16．500 �18．000 �19．500 

1名1圭 �23．500 �25．500 �26．500 �29，500 

艶 参馳＝ゴZ � �3名1室 �12，000 �13′000 �13．500 �15′000 

千＋ �2名1墓 �17．000 �18′000 �18．500 �19．000 1名1蓋 �32．000 �34．500 �36，000 �39，000 

l主 蓼的＝・‘フ �㌢ �3名1室 �16，500 �19．500 �19′500 �19．500 2名1圭 �20，500 �26．000 �26．000 �26．000 

1名1董 �42．000 �51．000 �51．000 �52．000 

†十十 ㌔汐妙＝苦 �つき �3～4名1室 �21．500 �25．000 �25′000 �25．000 
2名1室 �23′500 �28．500 �28′500 �28′500 

1名1室 �46′000 �53′500 �53．500 �53′500 

※飛行機を含む現地までの交通機関および宿泊等は含まれて
おりません。※当プランはWEBでのご予約はできません。

■旅行代金（お一人様）く1回利用〉※設定日等詳細は、各掲載ページをご覧ください。

単位：円
，芸臼 �l几I拙l t番号 �メニュー名　　　書 �商品 コー �r大人l小人 

P．3・4 �01 �水陸両用バスSKYDuCkでスプラッシュ！ �Y1157A �9，800 
おしなりくんに出会う旅 

P．5・6 �03 �HOTPEPPERBeautyxANAスカイホリデー �Y1158A �15．800 �－ 

ビューティープロジェクト 

04 �写真家ルーク・オザウ氏と行く、 �Yl159A �14．800 
ヒコ一手写真撮影セミナー＠羽田空港 

P．7・8 �05 �ANA歴史大使松平定期先生講演会付き �Y1160A �3．800 
「武家の古都」鎌倉を歩く 

06 �三崎の「まぐろ職人の技」と「自然」を体験！ �Y1161A �9．800 ～これであなたもまぐろマイスター～ 

P．10 �10 �スカイホップバス　2日乗車券 �Y1162A �2．500 �1．200 

P．11 �11 �ト 臣はと／でス東京三大みどころ巡り ！ �Y1165A �5．500 �2．950 

12 �い比バス＿鯛神社と国会議事堂 �Y1166A �2．800 �1．500 

13 �芦はとバス極まるTOKYO夜景 �Y1167A �2．500 �1．500 

14 �はとバス　東京タワーと浅草隅屈川下り �Y1168A �7．400 �4．690 
（ランチ付き） 

毒＝∃ �Ill �メコ＿名　　　l �商品 －t：：：コ‾ �r大人目元‾‾1 

P．12 �15 �スカイバスTOKYO �Y1163A �2，300 �1′500 

皇居・銀座・丸の内コース 

16 �水陸両用バス �Y1164A �2．800 �1′400 
SKYDuCk（スカイダック）ツアー 

P．13 �21 �東京湾クルーズ　シンフォニー �Y1169A �5．000 �4，000 

ランチクルーズ＋グラスワイン1杯 

22 �ヴァンテアンクルーズ（ランチタイム） �Y1170A �5．100 �4，020 

23 �屋形船邁進横浜港乗合ランチプラン �Y1171A �5．500 �3．500 

屋形船邁進横浜港乗合ディナープラン �Y1172A �8，600 �4．200 

P．14 �27 �ルミネtheよしもとお笑いライブ �Y1173A �4．000 

P．17 �38 �三井メディカルクリニック　ネトラバステイ �Y1174A �6．300 

39 �花温／FaOn（フアオン） �Y1175A �2．900 
韓国伝統よもぎ蒸しSPA＋お土産（よもぎ石鹸） 

P．18 �45 �「武家の古都・鎌倉」散策 �YH76A �4．700 
現地ガイドがご案内＋ランチ 

◆旅行代金に含まれるもの　①各イベント参加またはメニュー利用代金　※お客様のご都合でご利用にならなかった場合でも払戻はできません。
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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。⊂］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。

⑳：⑳フライト※チョイスプラン（P．9～P．29）にご参加のお客様が対象となります。詳しくはP．46をご覧ください。

●発着空港は同一空港となります。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。

出発地 �便名 �弓 イ ト �出発卜到着 ���到着地 

福岡 �畷240⑳ � �07 �00ト08 �．40 �羽田 

鉛2420 � �08 �00ト09 �：40 

飽244 � �09 �00り0 �：40 

匹246 �A �09 �：30日1 �10 

畷248 � �10 �05り1 �45 

払250◎ � �11 �10日2 �50 

畷252◎ � �12 �．30日4 �10 

畷254 � �13 �30日5 �10 

田256 � �14 �15■15 �55 

飽258 � �15 �00日6 �40 

6260 � �15 �55日7 �40 

嘔262 � �16 �30■18 �15 

瓜264 � �17 �35日9 �15 

匂266 � �18 �15日9 �55 

超268 � �19 �05■20 �45 

8270 � �19 �45■21 �25 

昭272 � �20 �50ト22 �30 

274 � �21 �30■23 �00 

囚2142 � �07 �15■09 �05 �成田 

2144 � �13 �05ト14 �55 

2146 � �14 �20り6 �15 

佐賀 �452◎ � �06 �35■08 �15 �羽田 

454 � �09 �45■11 �30 

984 � �15 �20り7 �00 

456 � �18 �30■20 �10 

大分 �彪192◎ �A �07 �45■09 �15 

SNA88 �A �08 �55－10 �25 

194 �A �10 �05り1 �40 

飽196 �A �12 �40り4 �10 

SNA90 �A �14 �25■15 �55 

SNA92 �A �16 �55ト18 �25 

払200 �A �18 �15■19 �45 

SNA94 �A �20 �00■21 �30 

出発地 �便名 �弓 イ ト �出発■到着 ���到着地 

熊本 �SNA12 �A �07 �35■09 �：15 �羽田 

匂642 �A �08 �：55日0 �：30 

iNA14 �A �09 �：20日1 �：00 

lヨ644⑳ �A �11 �：20日3 �00 

飽646 �A �13 �00り4 �：35 

SNA16 �A �13 �：15■14 �．55 

SNA18 �A �16 �：15■17 �55 

彪648 �A �17 �40■19 �・20 

SNA22 �A �18 �：45■20 �25 

650 �A �20 �：40■22 �20 

長崎 �昭662 �A �08 �：35り0 �15 

iNA34 �A �09 �：15日0 �55 

紹664⑳ �A �10 �：55日2 �40 

SNA38 �A �12 �：25日4 �05 

由666 �A �13 �：55日5 �40 

SNA40 �A �15 �：40日7 �20 

筍670 �A �19 �00■20 �40 

SNA42 �A �21 �：00■22 �40 

宮崎 �SNA52 �A �07 �35■09 �10 

由602 �A �08 �10■09 �45 

604 �A �09 �－50り1 �30 

SNA54 �A �10 �25日2 �00 

騙608⑳ �A �11 �25■13 �0・0 

SNA56 �A �11 �55■13 �30 

SNA58 �A �14 �45■16 �20 

胞610 �A �15 �40ト17 �15 

SNA60 �A �17 �00り8 �35 

SNA62 �A �18 �20■19 �55 

SM岨4 �A �19 �30■21 �05 

618 �A �19 �50■21 �30 

鹿児島 �SM72 � �07 �35■09 �15 

田620 � �08 �00■09 �45 

飽6220 � �10 �05日1 �45 

SNA74 � �10 �50り2 �30 

匹624◎ � �11 �55■13 �35 

SNA76 � �12 �25り4 �05 

8626 � �14 �30■16 �10 

SNA78 � �15 �20日7 �00 

凸628 � �16 �50日8 �35 

也630 � �19 �10■20 �55 

SNA82 � �20 �35ト22 �15 

出発地 �便名 �弓 イ ト �出発l到着 ���到着地 

羽田 �239 � �06 �25ト08 �：10 �福岡 

飽241 � �07 �25ト09 �：15 

四243 � �08 �30日0 �：20 

Ei245 � �09 �00日0 �：45 

野247 � �09 �45り1 �：35 

l2249 � �10 �30■12 �：15 

野251 � �11 �30ト13 �15 

畷253 � �12 �30日4 �15 

罰255 �A �13 �25－15 �10 

払257 �A �14 �00■15 �45 

畷259⑳ �A �15 �00■16 �50 

払261⑳ �A �15 �25■17 �10 

払263⑳ �A �16 �30■18 �15 

凶265⑳ �B �17 �00－18 �50 

ぬ267 �8 �18 �00日9 �5・0 

！ヨ269 �B �19 �00■20 �50 

畷271 �B �19 �30■21 �20 

昭273 �8 �20 �00■21 �45 

成田 �2141 � �10 �25■12 �25 

2143 � �17 �00日9 �00 

2145 � �17 �55日9 �55 

羽田 �451 � �07 �20ト09 �10 �佐賀 

983 � �12 �35日4 �25 

453⑳ � �16 �05り7 �55 

455 �A �18 �30■20 �2・5 

SNA89 �A �06 �40ト08 �15 �大分 

191 �A �07 �50■09 �25 

l2193 �A �10 �25り2 �00 

SNA91 �A �12 �15■13 �50 

SNA93 �A �14 �45日6 �20 

囚197⑳ �A �15 �55日7 �30 

SNA95 �B �17 �45日9 �20 

匹199等∋ �8 �19 �25ト21 �00 

暫…志嘉諾蒜妄翳果す）

出発地 �便名 �ヲ 卜 �出発■到着 ���到着地 

羽田 �SNAll �A �07 �05■08 �：45 �熊本 

払641 �A �08 �：35日0 �・20 

飽643 �A �10 �：30■12 �15 

SNA13 �A �11 �：05り2 �．45 

5NA15 �A �14 �：05日5 �45 

畷645 �A �15 �：15－16 �55 

SNA17 �A �16 �：30■18 �10 

647 �A �17 �35119 �20 

切649⑳ �B �19 �・10■21 �00 

SM21 �B �19 �：15ト20 �55 

SNA31 �A �06 �50■08 �40 �長崎 

臨661 �A �08 �10－10 �05 

SNA33 �A �10 �00日1 �50 

昭663 �A �11 �15日3 �05 

SNA35 �A �13 �15日5 �05 

8667◎ �A �16 �25日8 �15 

SNA39 �A �18 �35■20 �25 

畷6る9 �A �19 �10■21 �00 

SNA51 �A �06 �20■08 �00 �宮崎 

601 �A �07 �25■09 �05 

SM53 �A �07 �50■09 �30 

顎603 �A �08 �55－10 �35 

SNA55 �A �09 �45■11 �25 

S舶7 �A �12 �15■13 �55 

昭609⑳ �A �13 �15■14 �55 

M9 �A �14 �45■16 �25 

引3 �B �16 �15■17 �55 

SNA61 �B �17 �05日8 �45 

l拍17 �A �18 �40ト20 �20 

SNA63 �A �19 �15■20 �55 

払619 � �06 �35■08 �20 �鹿児島 

SNA71 � �08 �20日0 �05 

也621 � �09 �25日1 �10 

SNA73 � �09 �55■11 �40 

屯623 � �12 �00ト13 �45 

SNA75 � �13 �00■14 �45 

匹625◎ � �14 �20日6 �05 

SNA77 � �15 �30■17 �15 

罰627 �A �16 �30日8 �15 

SNA79 �A �18 �05■19 �50 

8629 �A �18 �55ト20． �40 

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フライト利用勘椚針大人・小人同額／お一人様）

往路搭乗日 �右記以外 �10／12 日／2 �10／14、11／3 3／23、4／29 �12／23 �12／24 （一12／27 �12／28 ′、1／1 �1／2 �1／3～り5 �1／6 �り‖ 1／13 �3／21 �4／26 4／27 �4／30 ～5／3 ��5／4～5／5 �5／6 

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 �，400 �1，00 �追加なし �追加なし � �追加なし �1，0 ��508 �5　0 

熊本→羽田Aフライト �500 �追加なし �19，8抽 �3，80tI �500 �5餌 �5輌 �追加なし �追加なし �8，900 �追加なし �6，51畑 �5000 ��l 5聞 �125的 

長崎→羽田Aフライト �1，000 �2，100 �1，000 �追加なし �1，000 �3，両0 �3，600 �10，冊0 �7，Ot川 �追加なし �4，900 �1，OtIO �3 �I ，帥0 �5肌用 �I 12500 

宮崎→羽田Aフライト �5抽 �追加なし �500 �1，3的 �2，500 �500 �12，5机 �5，4的 �追加なし �追加なし �1，000 �3，000 �3，0叩 ��1：000 �I 追加なし 

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

復籍搭乗日 �10／2～5／13 
月～木・土 �金 �日 

羽由→福岡Aフライト �追加なし �5．000 �追加なし 

羽田→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 �4，00lI �4，0抽 
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復路搭乗日 �右記以外 ���10川、川1 12／20～12／21 �10／12、11／2 1／11 �10／1 11／4 �4 �12／27 �12／28 ～12／30 ��12／3 �1 �1／1 �3／21 4／26～4／27、5ノう �3／23 �4／28 �4／29 �5／6 
月～木・± �金 �日 

羽田→大分Aフライト �追加なし �追加なし �追加なし �1，8 �追加なし �追加な �し �8，3 � �▼ �11， �0 �，8 �，D �，500 �8 �追加なし �5　0 

羽田→大分Bフライト �追加なし �1，0叩 �1，000 �2，0¢0 �追加なし �追加な �し �8，300 �8，300 ��11，8 �州 �1，000 �5，0的 �4，500 �首溺0 �追加なし �I 50【10 

羽田→熊本Aフライト �500 �5tIO �500 �3，8的 �19，800 �5tI �0 �5，Ot柑 �追加なし ��追加尤 �謀し �500 �17，0朋 �追加なし �5帥 �追加なし �9’… 

羽田→熊本Bフライト �500 �5日 �1，500 �3，800 �19，800 �50 �0 �5，0別I �追加なし ��追加尤 �謀し �5冊 �17，帥¢ �追加なし �5・帥 �追加なし �I 9000 

羽田→長崎Aフライト �1，000 �1，Ot川 �1，000 �1，MO �1，080 �4，20 �0 �追加なし �8，腑0 ��追加尤 �課し �3，600 �17，000 �70t拍 �5000 �1t拍8 �I 7008 

羽田→宮崎Aフライト �5t川 �5‘柑 �500 �500 �500 �追加な �し �追加なし �3，400 ��6，9 �叫 ・00 �5m �1，000 �l 2580 �l 1榊や �30tI0 �l 7000 

羽田→宮崎Bフライト �別は �500 �1，500 �5帥 �50・0 �追加な �し �追加なし �3，400 ��6，9 ��500 �1，0・明 �2’5両 �I 1000 �3’… �I 70帥 

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，¢ �鵬 �追加なし �1，000 �I 1，000 �l 追加なし �l 追加なし �I 追加なし 



（往　路）〈直行便〉

［コ基本フライトは、基本代金に含まれております。

⑳：⑳フライト※チョイスプラン（P．9－P．29）にご参加のお客様が対象となります。鮮しくは下記をご覧ください。

〈乗り継ぎ時間のご貰内〉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乱l。廊紺引㈱

●発着空港は同一空港となります。●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。

（復　路）〈直行便〉

出発地 � �便名 �⊇ ■：：フ イ ト �出発　■　　　　　　　　直行　　　　　　　　卜　到着 ���到着地 

那覇 �幻 �120⑳ � �08 �05　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　10 �25 �羽B 

B �124◎ � �11 �30　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　13 �50 

田 �126 � �12 �20　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　14 �45 

ロ �996 � �12 �40　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　15 �05 

田 �128 � �13 �25　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　15 �45 

凹 �130 � �14 �30　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　16 �55 

q �132 � �16 �45　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　19 �05 

lヨ �134 � �18 �05　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　20 �25 

咽 �136 � �19 �25　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　21 �45 

咽 �138 � �20 �50　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　23 �10 

畷 �2158 � �12 �40　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　15 �20 �成田 

石垣 �飽 �92 � �15 �50　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　18 �45 �羽田 

出発地 �便名 �ヲ ト �出発　一到着 ���諾意 

宮古 �1722 � �11 �00り1 �50 �那覇 

1724 � �13 �15ト14 �05 

1726 � �15 �45り6 �35 

1728 � �17 �50日8 �40 

1730 � �19 �20ト20 �10 

石垣 �1762 � �08 �10■09 �00 

1764 � �09 �15■10 �05 

1766 � �10 �55日1 �45 

1768 � �12 �30■13 �25 

1770 � �14 �45ト15 �40 

1774 � �16 �15日7 �10 

1780 � �17 �50日8 �45 

1782 � �18 �45■19 �35 

便名 �2 ■＝7 イ ト �出発　卜到着 ���到着地 
パL霊もこ 

那覇 �Ei �124◎ � �11 �30日3 �50 �羽臼 

田 �126 � �12 �20ト14 �45 

咽 �128 � �13 �25日5 �45 

8 �130 � �14 �30日6 �55 

屯 �132 � �16 �45日9 �05 

畷 �134 � �18 �05■20 �25 

旬 �136 � �19 �25■21 �45 

匂 �138 � �20 �50■23 �10 

野 �2158 � �12 �40■15 �20 �成田 

※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）便ご利用の場合】
・SNAの機材および乗務員にて運航し、機内のサービスはSNA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、およびSKiPサービス

はご利用いただけません。

飽…志忘詣蒜歪警思す）

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

羽臼 �lヨ �121 � �06 �05　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　08 �35 �那覇 

飽 �125 � �07 �45　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　10 �20 

昭 �127 � �08 �55　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　11 �25 

四 �995 � �09 �20　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　11 �50 

由 �129 � �10 �00　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　12 �35 

暫 �131 � �11 �05　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　13 �40 

畷 �133 � �13 �20　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　15 �55 

惑 �135 � �14 �40　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　17 �10 

匹 �137◎ � �15 �55　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　18 �25 

lヨ �139◎ � �20 �00　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　22 �30 

成田 �払 �2159 � �17 �55　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　20 �55 

羽田 �飽 �91 � �11 �55　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　15 �00 �石垣 

出発地 � �便名 �⊇ ■＝：7 イ ト �出発　一到着 ���．パ∵ノ 

羽田 �由 �121 � �06 �05■08 �35 �那覇 l 

！望 �125 � �07 �45■10 �20 

匂 �127 � �08 �55■11 �25 

怒 �129 � �10 �00■12 �35 

野 �131 � �11 �05日3 �40 

ぬ �133 � �13 �20日5 �55 

飽 �135 � �14 �40日7 �10 

lヨ �137◎ � �15 �55■18 �25 

ン′、J Hここ1ご �便名 �フ ＝：7 イ ト �出発　■　到着 ���到着地 

那覇 �1721 � �09 �35日0 �25 �宮古 

1723 � �11 �50り2 �40 

1725 � �14 �25ト15 �15 

1727 � �16 �25り7 �15 

1729 � �18 �00■18 �50 

1763 � �09 �25日0 �20 �石垣 

1765 � �10 �55日‖ �55 

1771 � �12 �25■13 �25 

1773 � �13 �10日4 �10 

1777 � �16 �15日7 �15 

1779 � �17 �10ト18 �：10 

1781 � �19 �30ト20 �：25 

ANAマイレージクラブ会員の方へのご案内 

【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。 

チョイスプランメニュー
※片道のみ留）フライト利用の場合は対象外となります。イベントプラン（P・3～P▲8／

MENUOl～06）はご利用いただけません。※追加代金が必要なメニューもございます。

藤フライト対象億はフライトスケジュールをご覧ください。

由日豪の空に、すべてがプレミアムな闇を0逗慧諾莞悶艶岩垂… 
●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。　　　　　　　　lM”nⅧ■遭馴倒傭＿ 

※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。 

●成田＊・羽田・福岡・熊本・鹿児島・那覇空港では国内線の「ANALOUNGE」をご利用いただけます。 
＊成田空港では、国際線の到着ラウンジ（ANAARRIVALLOUNGE）を国内線出発ラウンジとして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間マイルの50％を加算いたします。 

※座席仕様や機内サービス等、詳しくは、ANAホームページをご確認ください。※A・Bフライトをご利用の場合、別途A・Bフライト追加代金が必要となります。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。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。） 
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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、募集パンフレソトまたはホームページ（以下「契約書面」といいます。）
本旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅程蓑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
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

お客掛こよりご満足いただける■▼1▼l∃；泌＝コ 旅づくりを目指します！ 

≡慧≡≡賢にア完崇慧霊芝‡j。孟≡慧慧≡喝 
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！ 

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もこの場
合大人代金が適用となります。また、コースによっては幼児代金・乳幼
児代金等の設定がございます。「お支払い対象旅行代金」とは、募集広
告またはパンフレソトまたはホームページの価格表示欄に「旅行代金
として表示した金額」または「基本代金として表示した金額」と「追加代
金として表示した金環」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。この合計金麺的汀お申し込み金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。

1．国内旅行に係る取消料

敬三肖ヨ ��孤さ肖茸斗 

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日日以 �降8∈∃目にあたる日まで �旅行 �代金の20％ 

7日官以降 �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％ 

2日帰り旅行に係る取消料

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訓ナ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悶コヨ番号をお申し出ください。）

◎ご出発日はいつですか？
◎何名様でご参加ですかつ（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

ボ⊃ド憬証会員 十十∴十十J
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。

ヽ■亡ゝ　　ノ■ � �����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。 
総合旅行 業所での －ヽ � �取扱管理者（国内）とは、お こ関する責任者です。この旅 あれば、ご遠慮なく右記の取 �撃の � �丁 

引 、が ��行契約 �に � 

」不明な ���扱管理 �者l 

パンフレット請求コード SL－3A110－035 l商品区分コードB

※オプショナルプランも上記1、2の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。

※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も

●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月憎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」といいます。）では、旅行お申し込みの受け付けに際し、お客様から
の所定の申込書にて、お申し込みいただいた旅行のサービスの手配
およびそれらのサービスの受領のために必要となる個人情報を、お客
様よりすべてご提供いただきます。ご提供いただきましたお客様の個
人情報（氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど）について、お客様
とのご連絡に利用させていただくほか、お申し込みいただいた旅行に
おいて、運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配およびそれら
のサービス受領のための手続きに必要な範囲内で、運送・宿泊機関、
保険会社などに対し、電子的方法などにより提供いたします。

②当社は、当社が保有するお客様の個人情報のうち、氏名・住軒
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／／WW．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と
※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10．00～12：00／13．00～18：00

（土個・祝日および12／29－1／3を隙く）

料詳しくはhttp：／／www・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 前日（一部を除く）までお申し込みいただける「あなたぴ」 �の場合 をご用 ください。 �こご出発の 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 

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

【九州各地発のお客様】　管福岡（092）720・8600 
営業時間9：30～18：00（12／31－1／3を除く） 

【那軌宮古・石垣発のお客削℡沖縄（098）862・8600 
営業時間9：30－18：00（12／31－1／3を除く） 


