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◎7：35～7：50毘◎10：05窃11：45　　　◎13：00等13：45

月書繊地区ホテル＝紋別ガリンコステーション＝サロマ湖鶴雅リゾート（各自昼食）

◎14：35躊14：50　　　　　　　巨≡慧芸慧　◎15：10等15：25
＝お－ろらターミナル（遭の駅「流氷街道網走」）＝北浜白鳥公園

母16：00奪16：05◎16：35語16：50　◎17：05～17：20　潤
＝知床斜里駅＝オシンコシンの滝＝ウトロ（知床）地区ホテル

⑤800～810芸蔓　豊815　　　莞ヨ　◎925葛945　◎1020葦1035

阿寒湖地区ホテル＝阿寒湖バスセンター＝摩周第一展望台＝硫黄山

◎12：00等12：45　　　脱ぎ言語

川渇温泉J快クーミナJ帽由＝お－ろらターミナル（道の駅「濾水街道網走」）（各自島名

◎14：45㊧15：10　　　　◎17：10～17：25僕

サロマ湖鶴雅リゾート経由＝紋別ガリンコステーション＝層貴職地区ホテJ

窃8：30～8：45　　塩表芸　　　　　　　　　　　◎11：15母11：30

ウトロ（知床）地区ホテル＝斜里駅経由＝羅臼道の駅

◎13：30や14：30闇蒜ヨ◎16：00串16：15
＝中嬢津空港　　　　羅臼道の駅

草7：40　を芸蚕　◎10：00　　　　闇

網走駅（彰のりば＝紋別ガリンコステーション

や16：15　謂　　　　　①18：15　盟

紋別ガリンコステーション＝網走駅（彰のりば

◎18：15～18：30　遇

ウトロ（知床）地区ホテル

㊤9：25～9：35忘慧　昏9：40　　　忘義男：610：20葦11：10

阿寒湖地区ホテル＝阿寒湖バスセンター＝★阿寒国際ツルセンター

◎1川矧0‥50濫張遊藍1え＝20等12‥50　　　◎14：20弓削4：30苫

＝鋼繊空港　　　　厚岸コンキリエ（各自昼食）＝中樽淳空港

葛15：25等15：55　　　　ぉだいとう　　　◎16：30詣16：45

＝野付半島トドワラ駐車場＝尾岱沼経由＝白鳥台＝厚床駅経由

◎18：15肇18：25◎19：25荘ヨ　◎19：30

＝厚岸コンキリエ＝釧路駅＝錦織朋00・鋼路プリンスホテル

阿寒国際ツルセンター　☆有料：大人（高校生以上）400円、小人（小ヰ学生）200円

9：00羞ま　き9：05　　　　　　　　忘謂　◎9：50、等10：10

鋼路厭＝釧路MOO・釧路プリンスホテル＝★丹頂鶴自然公園＝

母10：30筍11：10　　　　窃11：35葦12：30　　　Q12：50牟13：10

★阿寒国際ツルセンター＝山花リフレ（各自暴食）＝★釧路市湿原展望台

葛13：15御3：20　攣1告10琵琶詣14‥40劉5：10　◎15‥50選慧

北斗展望台＝塘路駅＝細岡大観望＝綱路駅

∵封ぺ＿　　　ン」二、、＿　‡；二．下記5施設に入場可能です。（有効期間：5日間） 

●釧路市湿原展望台　●丹頂鶴自然公園　●阿寒国際ツルセンター 
●釧路市動物園　　　●釧路市立博物館 
※小人料金には「しつげん55PASS」は含まれておりません。ご利用施設により、入場料が必要となり夏す。 

（、．、有料：丹頂鶴自然公園小人110円、阿寒国際ツルセンター小人230円、釧路市湿原展望台小人120円） 

※ホテルからご乗車の場合、下記対象ホテルご宿泊者限定となります。 

阿寒湖地区　・あかん湖鶴雅リゾートスパ鶴雅ウイングス・ホテル御前水 

ウトロ（知床）地区 層雲峡地区 �ニュー阿寒ホテル・ホテル阿寒湖荘 
阿寒の森鶴雅リゾート花ゆう香・あかん鶴雅別荘郡の座 
知床プリンスホテル風なみ季・知床第一ホテル 
知床グランドホテル北こぶし 
・層雲閣グランドホテル・ホテル大雪・層雲峡観光ホテル 

■運営管理者：ひがし北海道観光事業開発協議会パス運輸部会

コース �路線 ���料金（お一人様／片道） 
大人 �小人 

［：亘萱ヨ層雲峡／紋別・網走／ウトロ弓 �層雲峡地区ホテル �⇒ �お－ろらターミナル �4．000円 �2，000円 層雲峡地区ホテル �⇒ �ウトロ（知床）地区ホテル �6．000円 �3′000円 

お一ろらターミナル �⇒ �ウトロ（知床）地区ホテル �2，500円 �1′250円 

隠ウトロ／網走・釧路／阿寒号 �ウトロ（知床）地区ホテル �⇒ �お－ろらターミナル �2．500円 �1．250円 
釧路空港 �⇒ �阿寒湖地区ホテル �2，090円 �1．040円 

監喜削阿寒／網走・紋別／層暮峡号 �阿寒湖地区 �⇒ �お－ろらターミナル �3，400円 �1，700円 お－ろらターミナル �⇒ �層雲峡地区ホテル �4．000円 �2．000円 

阿寒湖地区 �⇒ �層雲峡地区ホテル �6．000円 �3．000円 

巨等二1ウトロ・中標津空漕・羅臼弓 �ウトロ（知床）地区ホテル �⇔ �中標津空港 �3．500円 �1．750円 ウトロ（知床）地区ホテル �⇔ �羅臼道の駅 �3．400円 �1．700円 

羅臼道の駅 �⇔ �中標津空港 �3．400円 �1．700円 

逗箋コ網走・紋別号 �網走駅 �⇔ �紋別ガリンコステーション �2．800円 �1．400円 

田河書／鍋鵡／中等闇／璽附／綱路号 �阿寒湖地区 �⇒ �釧路空港 �2．090円 �1，040円 釧路空港 �⇒ �釧路市内 �5′500円 �2．750円 

中標津空港 �⇒ �釧路市内 �4．000円 �2′000円 

監喜蓋皐のたんちょう弓釧路発 �釧路市内 �⇒ �釧路朋 �3，700円 �1，350円 
釧路市内 �⇒ �塘路駅 �3．000円 �1．000円 
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〈ご利用予定会社〉ニッポンレンタカーまたはトヨタレンタカー
※こ予約の際にご希望のレンタカー会社をお申し出ください。

1 �照顎計些堅500円引き、2泊3里些000円引き華甲些些円引き・4泊5日以上で最大2，㈱円型＿妄 l諾宗鑑霊嵩吉認諾悪賢芸羞き利認諾嘉認諾設題諾ヲ冨諾望遠警謡とな。ます洞日中のご利用は割引対 日悶一眼l】一少象外となります0また、30日前以降のご利用開始日、車種、クラス、利用日数、配車場所・時間、返車場所憫問の変更は割引対象外となります。 

■Ml＝；l 

．試…ユ �し込み・予約確定ならお �劃脳だ班≡弐誌遍■早割30をご利用の場合は、通常とオプショナルコードが異なります。P．38の「早割30」用オプショナルコードでご予約ください。l 

8車種指定、禁煙車・喫煙車の指定ができます。※ご予約時にご希望の車種をお申し出ください。
ニッポンレンタカーは、ES・EA・EB・EWクラスを除き、特に記載のない場合は4WD車となります。トヨタL／ンタカーは、11／1～3／31はEBクラスを除く全クラス・4WD車となります。

クラス �「」：言寄コ■ �回トヨ『レュqカー �クラス �乙盛巫巫■ �現トヨ■亨レiqカー 

K �☆ムーヴ・☆N・ONE・ ★車種指定なし �設定はございません �WH �☆エクシーガ・ ★車種指定なし �設定はございません 

S �☆ノート☆ヴィッツ・☆フィット・ ☆スイフト・★車種指定なし �★ヴィッツ・ ★車種指定なし �HC �☆マークX・★車種指定なし �★マーク× 

ES �☆フィットハイブリッド �設定はございません �HD �☆クラウン �★クラウン 

SA �設定はございません �★車種指定なし �TVV �☆レガシーツーリングワゴン・ ☆フォレスター・★車種指定なし �設定はございません 

EA �☆アクア �設定はございません �WS �設定はございません �★車種指定なし 

A �☆インプレッサスポーツ・ ☆カローラ・☆カローラフィールダー・ ★車種指定なし �★カローラアクシオ（1．5L）・ ★力田－ラフィールダ叫 ★車種指定なし �RV �☆オデッセイ・★車種指定なし �設定はございません 

EB �☆プリウス（1．8L） �☆プリウス（1．8L）・☆車種指定なし �WA �☆セレナ・☆ステップワゴン・★車種指定なし �★車種指定なし 

B �☆インプレッサG4・ �設定はございません �WB �☆ハイエースワゴン（10人乗り）・ �◎ハイエースグランドキャビン 
★車種指定なし ���☆アルファード（8人乗り）・ ☆ハイエースグランドキャビン（10人乗り） �（10人乗り）・ ★車種指定なし 

EW �☆フィットシャトルハイブリッド �設定はございません 

※台数に限りがあり、ご希望に沿えない場合がございます。※ニッポンレンタカーのES・EA・EB・EW・HD・WBクラスは、指定の車種（禁煙車）のみとなります。トヨタレンタカーのHC・HDクラスは、

指定の車種（禁煙・喫煙あり）のみとなります。※トヨタレンタカーのSA・WS・WAクラスは車種指定はできません。※表記のクラスは、当社の基準で定めたものです。ニッポンレンタカー、トヨタレ
ンタカー基準にて定められたクラスでの事前指定はできません。※★禁煙・喫煙ともに設定がございます。☆禁煙のみ設定がございます。◎喫煙のみ設定がございます。

Qチャイルドシートレンタル
子供用シートは年齢によりベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートの
3種類があります。6歳未満の幼児は必ずご予約ください。

子供用シート �レンタカー会社 �オプショナルコード 

ベビーシート �ニッポンレンタカー �55333K 
トヨタレンタカー �PO350Ⅰ 

チャイルドシート �ニッポンレンタカー �65333L 
トヨタレンタカー �PO350J 

ジュニアシート �ニッポンレンタカー �65333M 
トヨタレンタカー �PO350K 

※チャイルドシートの予約がない場合は、レンタカーの賃し出しができませんので

必要な種類を人数分ご予約いただくようご注意ください。
※チャイルドシートの装着により定員の乗車ができない場合がございます。
※台数に制限がありますのでご希望に沿えない場合がございます。車の空きがあっ

てもチャイルドシートがご用意できない場合、レンタカーの貸し出しはできません。

日金クラスカーナビ・CDプレーヤー標準装備
※カーナビにつきましては、新設道路や新規宿泊・観光施設はカーナビに蓑示さ

れない場合がごさいますので、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。

8全クラスETC標準装備
※ETCカードは搭載しておりません。お客様のカードをご利用ください。

臼オリジナルロードマップ付き（1台につき1冊）

臼雨傘レンタル
※レンタカー配車時に営業所へお申し出ください。

臼クイックチェックインサービス
空港営業所にてレンタカー手続きが手短に終わるクイックチェックインシートをご

用意。行きたい場所にすぐに出発できます。
詳しくはhttp’／／www．ana．COjp／tabuoho／または販売店にお問い合わせください。

（携帯電話も上記アドレスからアクセスできます。）

Q環境に優しいハイブリッド車指定OK！　‾、－∴　■
※ES・EA・EB・EWクラスのご利用となります。
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血書期間（11／ト3／31）はスタッドレスタイヤ標準装備
※利用開始日が基準となります。
※上記以外の期間にご希望のお客様は、ご予約時にお申し出ください。（リクエスト手配）

旺l4WD車をご用意（一部車種を除く）
ニッポンレンタカー：全期間各クラスにご用意。（ES・EA・EB・EWクラスを除く）

トヨタレンタカー：11／1～3／31はEBクラスを除く全クラスにご用意。
※台数に限りがあり、ご希望に沿えない場合がございます。
※利用開始日が基準日となります。
※上記以外の期間にご希望のお客様は、ご予約時にお申し出ください。（リクエスト手配）

皿、也～四はニッポンレンタカーご利用の場合に限ります。

Ⅲ携帯オーディオ接続端子『州usiCLine＿墾標準装備
お客様がお持ちの携帯デジタルオーディオプレーヤーをレンタカーに接続して

音楽が聴けます。（3．5ステレオミニプラグ対応のプレーヤーに限ります）

旺】wEBチェックインサービス
WEBサイトでレンタカー手続きが可能です。現地でスムーズに手続きできます。

詳しくはhttp：／／www．ana．cojp／tabりOho／をご確認ください。

（携帯電話からはご利用いただけません。）

取手いすレンタル 柑祓罰臨沖帽劃■65333P

※数に限りがございますのであらかじめご了承ください。

田乗降補助装置付き車両をご用患
※WAクラスのみとなります。車種指定、

禁煙車・喫煙車の指定はできません。

田全車種禁煙車指定OK！
※乗降補助装置付き車両は、

禁煙車の指定はできません。

固
ETCカードをお持ちでない方へおすすめ！

田ETCカード無料貸し出し
※数に限りがございますのであらかじめご了承ください。北海道内の空港営業
所・札幌駅南口・札幌駅北口・函館駅前にて配返幸する場合のみのご利用とな
ります。



■ご利用料金（1台）くニッポンレンタカー・トヨタレンタカー共通〉

※「早割30」「5泊6日・6泊7日は4泊5日と同代金」はニッポンレンタカー限定となります。

利用開始日 ���利用期間 �Kクラス �5クラス �B・SAクラス �〔Aクラス �Aクラス �EBクラス �Bクラス �EWクラス �WHクラス �HCクラスHDクラス ��¶〟クラス �WSクラス �RVクラスWAクラス ��WBクラス 
（定員4名） �（定員5名） �（定員5名） �（定員5名 �（定員5名） �（定員5名） �（定員5名〉 �（定員5名） �（定員7名） �（定員5名） �（定員5名） �促員5名） �（定員7名） �促昌5－7名 �（定員8名） �定員8～1鳩 

車種 一例 ��ニッポンレンタカー ��ムーヴ等 �ヴィッツ �フィットハ イブリッド �アクア �カローラ フィール ダー等 �プリウス （1．8L搭 �インプレッサ G4等 �フィットシャト ルハイブリッド �工クシーガ �マークX �クラウン �レガシィツーリ ングワゴン等 �－ �オデッセイ等 �セレナ等 �ハイエース クラン仲やビン （10人乗）等 アルファード等 

トヨタレンタカー ��－ ��ラクテイス等 �－ ���ー �－ �－ ���－ �ウイツシュ 等 �－ �ノア等 

10／1～ 5／13 ��同日中 �5，000円 �5．500円 �6．000円 �6，400円 ��7，700円 �7．600円 �6，400円 ��9，800円 �12，100円 �7，600円 �7，500円 �12，100円 �12，100円 �14．500円 

1泊2日 �7．50■0円 �8．500円 �11，0∞円 �11，100円 ��14，000円 �14．000円 �日．100円 ��18．∞0円 �24．M円 �14，080円 �15，000円 �22，400円 �24．m0円 �27．000円 

2泊3日 �12．100円 �13．500円 �17，000円 �17，600円 ��22，000円 �22，000円 �17，600円 ��27，500円 �36．000円 �22，000円 �22，500円 �34β00円 �36カ00円 �41，500円 

3泊4日 �16，700円 �18．600円 �23．000円 �24．100円 ��30．000円 �30朗0円 �24，100円 ��37．000円 �48，000円 �30．000円 �30．000円 �47，400円 �48，0■80円 �56朋0円 

4泊5日 �21．300円 �23．600円 �29．000円 �30．600円 ��38．000円 �37，000円 �30，600円 ��46．900円 �60，000円 �37．000円 �36．500円 �59月00円 �60月00円 �70，500円 

ニッポンレンタカーの5泊6日・6泊7日は4泊5日と同代金！※7泊8日以降は、通常の4泊5日＋以降1日の巳数分となります。 

以後1日 �4．600円 �5，000円 �6．000円 �6，500円 ��8．080円 �7．9∞円 �6，500円 ��9，900円 �12．400円 �7，900円 �7，500円 �12．400円 �12．400円 �用．500円 

ルンタか ��通常 �P5226H �P52261 �P5226J �P5226L �P5226K �P5226M �P5226P �P5226N �P522蛎 �P52260 �P5226R �P5226S �設定なし �P5226T �P5226∪ �P5226V 

オフ �ヨナルコェド ��早割30 �設定なし �設定なし �P5226W �P5226Y �P5226X �P5226Z �65333C �65333A �65333B �65333D �65333E �65333F �設定なし �65333G �65333H �653331 

トヨタレンタか－オプショナルコード ����設定なし �60350Z �PO350A �設定なし �PO3508 �PO350C �設定なし �設定なし �設定なし �PO350D �PO350E �設定なし �PO350F �設定なし �PO350G �PO350H 

※SA4WSクラスはニッポンL／ンタカーの設定はございません。※K・ES・EA・B・EW・WH・TW・RVクラスはトヨタL／ンタカーの設定はございません。

※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（同巳中）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。

※ホテルチョイス（宿泊のみ）にご参加の場合、レンタカーのお申し込み可能日はご利用予定巳から7日前になります。6日前からはリクエストでのお預かりとなります。

1エリア内乗捨無料〈ニッポンレンタカー・トヨタレンタカー共通〉

エリア名 �配返事対応地区 

函館 �函館空港、函館市内 

千歳 �新千歳空港、札幌市内、小樽（※1）、苫小牧 

ニセコ（※2） �ニセコ、ルスツ 

旭川 �旭川空 �漕、旭川市内、富良野（※1） 

稚内 �稚内空 �、稚内 

女満別 �女満別空港、紋別空港、北見市内、網走 

帯広 �帯広空港、帯広市内 

釧路 �釧路空漕、中標津空港、釧路市内、阿寒湖（※2） 

※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。

（※1）トヨタレンタカーをご利用の場合に限ります。
（※2）ニッポンレンタカーをご利用の場合に限ります。

■ニッポンレンタカー
0対人補償………1名につき無制限（自賠責3．000万円を含む）
0対物補償………1事故につき1億円まで

くさ車両補償………1事故につき時価まで

。人身傷害補償…1名につき3．000万円まで。搭乗者の自動車事故によ

るケガ（死亡・後遺障害を含む）につき、運転者の過失

割合にかかわらず、損害額を補償いたします。（限度額
3．000万円：治療費を含む損害額は保険約款に定める

基準に従い算出いたします）

■オプショナルレンタカー乗捨料金（1台）
〈ニッポンレンタカー・トヨタレンタカー共通〉

（※1）ニッポンレンタカーのみの設定となります。

■トヨタレンタカー
⑳対人賠償‥…‥

岱対物賠償・・…・・

0車両補償……・

岱人身傷害補償・

1名につき無制限（自賠責保険含む）
1事故につき無制限

1事故につき時価額まで

1名につき3，000万円まで。搭乗者の自動車事故に

よるけが（死亡・後遺障害を含む）につき、運転者の
過失割合にかかわらず、損害を補償いたします。
（損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施い
たします）

オプショナルレンタカー利用時のご注意 
※場所により空港⇔営業所間は送迎となる場合がございます。あらかじめご了承ください。．※料金は1台あたりとなりまも配車∵返車は、空港・市内営業所となります（配車・返車可能 

なホテルなど詳しくは、お申し込み時にお問い合わせください。また、一部ホテルについては別途料金が必要となります）。※「オプショナルレンタカー」は1日単位（同日中）となり、24時 

間制（時間制）ではございませんのでこ注意ください。営業時間内に返車となります，※オプショナルレンタカーには別途乗捨料金が発生します（乗捨料金表にてこ確認ください）。 
※料金には基本料金、車両・対物事故免責額補償制度加入料、消費税が含まれております。駐車料金、ノンオペレーションチャージ（NOC）、高速代などはお客様負担となります。 

※乗車定員は乳幼児のお子様も利用人数に含まれております，※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 

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・観光施設はカーナビに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。※走行距離制限はございません。※ガソリンは満タン返しです。※時間短縮に対する払戻はできま 
せん。 

※配車は飛行機到着時刻の30分以降、返事は飛行機出発時刻の60分前の時間でご予約ください。※adamに設定されていない営業所もございますので
ANAスカイホリデー予約センターへお問い合わせください。※標準装備期間以外でスタッドL，スタイヤご希望の場合は、ANAスカイホリデー予約センターま

でご連絡ください。

■運営管理者ニッポンレンタカーまたはトヨタレンタカー
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①〈道央フリーパス〉〈道南フリーパス〉〈道東フリーパス〉〈道北フリーパス〉〈北海道フリーパス〉にて指定区間内の

」R北海道内の特急・快速・普通列車の指定席または自由席利用が可能です。〈札幌フリーパス〉では普通・快速列

車の自由席のご利用が可能です。各フリーパスの有効期間内、指定区間内の」R北海道内全路線なら何回でも乗降
ができます（」Rパスは除く）。②フリーパスは必ず利用開始日でご予約ください。フリーパスの利用日数は、ツアーの

日程にかかわらずフリーパスの利用開始日から起算いたします。③〈札幌フリーパス〉を除く各種フリーパスで指定

席をご利用の場合はANAスカイホリデークーポンをフリーパスに交換後、利用日当日にJR「みどりの窓口」でご予

約ください。ただし、フリーパスに交換する前に指定席の予約はできません。また、満席の場合は自由席利用となり

ます。その場合、列車内での指定席への変更や指定席料金の払戻はできません。④当日、空席がある場合はリゾー

北海道フリーパスは5タイプこ

JR北海道各線で3臥4日、
5日間の各期間内ならいつで

もどこでも乗り降り自由。とって

も便利で、快適な旅をお約束
しま、れ

●引き換え場所
新千歳空港到着ロビー内
ANAスカイホリデーカウ

ンター・札幌駅・函館駅・
旭川駅・帯広駅・釧路駅・
網走駅・稚内駅

卜列車、特別列車の指定席に追加代金なしでご乗車することも可能です。JR「みどりの窓口」でこ予約ください。

⑤ホームライナー・北海道と本州を直通する夜行列車（カシオペア、北斗星、トワイライトエクスプレス、はまなす等）の

利用はできません。⑥グリーン席をご利用の場合は、乗車当日空席がある場合のみ、別途利用区間に応じた「特急券」
＋「グリーン券」の追加代金でご利用が可能です。r札幌フリーパス」は対象外となります。詳しくは」R「みどりの窓口」

にてこ確認ください。⑦利用期間短縮による払戻はできません。また現金追加払いによる期間延長もできません。また

フリーパス引き換え後は列車の運休や遅れがあった場合でも払戻はできません。紛失等による再発行もできません。

⑧」Rフリーパスへの引き換えは、ご希望列車の発車30分前までにお引き換えください（窓口が込み合う場合がござい

ます）。引き換え場所により営業時間が異なりますのでご注意ください。

●運行管理者：北海道旅客鉄道

軍苛等蔓琶三軍≡温三，＝＝雲間三．二嘩型名＿季1買、三喜一■買号
■設定期間：下記運行カレンダーをご覧ください。　■区間：札幌⇔旭川　■引き換え場所：【札幌⇒旭川】は札幌駅西口みどりの窓口2・3番、［旭川⇒札幌】は旭川駅みどりの窓口

主 � �指定席（片道） � 

利用日 �10／ト11／3・川1～り26・2／22～3／16の土・日・祝日、 �12／27～12／29・り2～ 
12／21～12／26・〟1－2／4・2／12～2／16・3／2ト3ノ30の毎日 �1／5・2／5～2川の毎日 

大人 �3，900円 �4．680円 

小人 �2，340円 

運行日［二二コは旭山動物園号の運行日

．楼 � �・‥ご；－ノ∴・ 

日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 

1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 

8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 

15 �16 �17 �18 �19 �20 �2て 

22 �23 �24 �25 �26 �27 �23 

29 �30 �31 � � � � 

＿く難 � �陀 � �ご一一∴＝一一キー 

日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 

1 �2 �3 �ヰ 

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 � 

※ハグハグチェアは記念
撮影用の席のため、座
席指定ではご利用い
ただけません。

列車で行く、ニッカウヰスキー北海道工場余市蒸溜所工場見学匝

三男禦i＿転

■設定期間：2013年10／ト12／24、2014年1／8－3／31の毎日　■区間：札幌⇒余市⇒札幌

■引き換え場所：新千歳空港到着ロビー内ANAスカイホリデーカウンター

●料金に含まれるもの：行程に記載のJR代、ニッカ会館レストラン樽での昼食代、
ニッカウヰスキーでのお土産（オリジナルウイスキーチョコ※1）代
※1お子様やアルコールが苦手なお客様へはりんごのほっペ100％ジュース（1L）＋トマトジュース（柑Oml）へ変更可能。
※上記以外の行程内の飲食代や有料施設への入場料等は含まれません。

＿ご三二十三二T三三二∴‾■㍉∵∵‾∴一子‡一二三二日
※工場見学はニッカウヰスキー余市蒸溜所正門前ご集合となります。集合時間は9：00～15：30の30分ごと（12：30を除く）となります。また、工場内をガイドなしで見学する場合は、9：00～17：00の間で

自由にご見学いただけます。※工場見学後のウイスキー等の試飲はお一人様2杯までとなります。※昼食のメニューは「ちゃんちゃん焼き」（小人料金のお子様は「ハンバーグランチ」）となります。



はこだて旅するフリーパス雷雲莞売品慧認許函館市電が2日間乗り牌

書芸蓋≡望義認㌘品認諾品当別区間内※1観
⑨函館バス：函館市内および近郊（右記MAP参照）
※1普通列車用：快速・普通列車自由席／特急列車用：特急・快速・普通列車自由席となります。
1有効期間：2日間

■引き換え場所：函館駅みどりの窓口

嘉森も沼謬軍婿熟 北芸選挙藁選渠間 ＼、 　※函館市電は全線乗車可能 　十、十十 　　′〆 　三二㌔遠 

ツインクルパス＋SL冬の湿原弓＆流氷ノロツコ号忘宗芸で誓歪笑；警ポロ竺竺ツトになった
SL冬の湿原号、、

：罰至芸警諾篭誤】詣志望窒警豊喜2．賢覧i■孟宗濫荒の窓。　　　　座壁堅持二　一品蒜蒜

出発日 �札幌⇒網走 ��釧路⇒綱 �走 
2／1～2／4、2／12～3／8 �2／5～2／11 �2／1～3 � 

大人 �14，500円 �16．000円 �6，500円 

小人 �10，500円 ��5，000円 

宿泊ホテル ��知床 グランドホテル 北こぶし �知床 プリンスホテル 風なみ季 �知床 第一ホテル 

札幌発 �大人 �53837M �63837K �638371 

小人 �63837N �63837L �53837J 

釧路発 �大人 �63837G �63837E �63837C 
ド ��小人 �63837H �53837F �63837D 

フレ竺～卜！

軍
黙（品濃謁

ここ二手二言≒ニ立言仁‥二∴l二∴二言≡∴－＿言‾

甑≧璧讐警警彗壷転≡聖霊≡≡感
（※1）りトロ宿泊施設到着予定時間：知床第一ホテル（16：15頃）・知床プリンスホテル風なみ季（16：25頃）・知床グランドホテル北こぶし（16：30頃）

（※2）ウトロ宿泊施設出発予定時間：知床第一ホテル（7：35頃）・知床プリンスホテル風なみ季（7：40頃）・知床グランドホテル北こぶし（7：45頃）

※2日日のツインクルバスご乗車の際は出発時問の5分前までにホテルロビーへ集合ください。※ツインクルバスは他社のお客様と混乗となります。

※お客様のご予約状況・天候・交通事情等によってはツインクルバスが立ち寄る宿泊施設の順序・各時間は変更になる場合がございます。

※添乗員は同行いたしません。

t料金に含まれるもの：規定の」R・ツインクルバス代金

■ご注意：①ウトロ宿泊代はお客様ご負担となりますも　②川湯温泉での観光はありません。

④札幌発のお客様は朝早い出発のため、ご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。

④ツインクルバスご乗車の際は、旅程表をご提示ください。

①必ず利用日でご予約ください。引き換えは、発車30分前までには必ず行ってください（窓口が込み合う場合がございます）。②途中駅での引き換えおよび乗車はできません。③」Rの運賃規定と同様に、当商

品においても、12歳の小学生→小人料金、12歳の中学生→大人料金としての予約が必要となります。また、小学生未満のお子様で指定席を必要とする場合は小人料金でご予約ください。④利用区間・開始

日の変更はできません。途中下車すると前途無効となりますのでご注意ください。⑤指定席を2名以上でこ利用の場合は、お座席が離れる場合がございます。また、号車・座席番号は指定できません。

①引き換え場所指定の場合・下記以外の駅よりご乗車の場合・・指定されたJRみどりの窓口　②新千歳空港駅・南千歳駅よりご乗車の場合…新千歳空港到着ロビー内ANAスカイ
ホリデーカウンター　③札幌駅よりご乗車の場合・札幌駅西みどりの窓口2・3番（札幌駅には西と東にみどりの窓口がございますのでこ注意ください。）
※予約時に選択された指定の引き換え場所以外でのお受け取りはできません。ANAスカイホリデークーポンにてこ確認ください。

■運行管理者：北海道旅客鉄道

■設定期間：流氷胡光砕氷船「お－ろら」2014年1月20日～3月14田利用分／流氷砕氷船「ガリンコ胃Ⅱ」2014年1月20日～3月31日利用分

壮大な海に広がる、流氷の衝撃的なまでの旺しさをたっぷり堪能！
■所要時間：約60分

地域 �名称 �料金（お一人様） �オブシ �ナルコー �� 

網走 �流氷観光砕氷船「お一ろら」 TELO152－43－6000 ■運営管理者：道東観光開発（株） �大人 3．300円 小人 1，650円 �り20～り31 �9 �00発 �60159B 

11 �00発 �60159C 

13 �00発 �60159E 

15 �00発 �60159F 

2／1～3／14 �9 �30発 �60159G 

11 �00発 �60159C 

12 �30発 �60159H 

14 �00発 �601591 

15 �30発 �60159J 

紋別 �「、、l、　口 �大人 � �6：00発※1 ��60161A 

9 �00発 �50161B 
流氷砕氷船カノンコち：」 TEL0158－24－8000 �2．700円 �1／20～3／31 ※16：00発・16：10 �10 12 �30発 00発 �60161C 60161D 

■運営管理者：オホーツク・ガリンコタワー（株） �小人 1，350円 �発は2／1～2／28のみ の運航となります。 �13 �30発 �60161E 
15 �00発 �60161F 

16：10発※1 ��60161G 

※「ガリンコ号‡」は全便10名様以上での出航となります。僅行については出航の3日前に決定いたします。詳しくは「ガリンコ号Ⅱ」へ直接お問い合わせください。

※天候等の都合により、期間・出航時刻等に変更が発生する場合があり、出発時間によっては朝食をおとりいただけないことがあります。

憎璧霧蒜貰

∴■　　　、一‘　‾1‾一　一・一′

”十王㍉鋳ろ∈痛打ね月頃／イメージ）

写真提供：北海道観光連盟
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●特に記載のない限り2名様より催行となります。2名様以上でお申し込みください。

●添乗員は同行いたしません。●各プランの集合時間に遅れないように各自でお集まりください。

●歩きやすい靴、動きやすい服装でご集合ください。

●悪天候の場合、現地ガイドの判断により行程を変更または中止させていただく場合がございます。ま

た、残雪、降雪、雨天、道路状況、日没等の現地の状況により直前に行程が変更となる場合がございま
すのでご了承ください。

［二二コ部分は、専門のガイドがご案内いたします。なお、専門ガイドはツアー全般の添乗員ではございま
せん。行程中、諦マークの部分は、参加人数により、バスまたはタクシーにご乗車いただきます。
・‥は徒歩での移動となります。交通事情により観光時間が変更となる場合がございます。また、渋滞や

天候などにより行程中の観光地の省略や時間の一部短縮、観光地の順序を変更する場合がございます。

㊥マークの付いているコースは歩行距離が長いコースやトレッキング、山道の歩行が含まれますので体
力に不安のある方はあらかじめお問い合わせください。

㊥の付いているプランは、ハイキング朴レツ
キングを目的としたプランです。ご自分の体力
や目的に合わせてコースをお選びください。

★印の数は目安です。表記のkm／時間は、天候や道
の状態・勾配により個人差があります。

★ノ霊二二二二二コ★蕊★

EI穏ごね二心ゴ二二でて㌻「★盈★

IEコ聖㌔ど二二二二j★王浩

お客様の現地連絡先（携帯電話）をANAスカイホリデー予約センターへご連絡ください。

登別温泉地区宿泊者限定

早起きして、朝日を浴びる地獄谷の雄姿を見に行きましょう！

コ設定矧等：2013年10月2日～2014年5月13白の毎日

ヨ辻淫乱等笥：6：30～6：45

「妾宅台輔笥：出発時間の5分前

ヨ誓合三雲所：登別温泉地区各宿泊施設ロビー
禁断空清閲：約70分（移動時閏を含む）
芋汚護：

【天然足湯コース（10／2－12／1、5／2～5／13）】

【地獄谷コース（12／2－5／1）】

※ご朝食前のツアーとなります。

※6歳以下は必ず保護者同伴でご参加ください。

ロノ≡；役に歪まれるモ成：ガイド代、保険代、飲み物代

大人　　　1．600円

3歳～小学生1′100円

■運営管理者：登別ゲートウェイセンター

川湯温泉地区宿泊者限定

冬の澄んだ空気に光り輝く何万光年の星たち。暗闇の摩周湖で満天の星空をご藁内します。
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2013年10月1日～2014年引引2日の毎日

【10／1～10／15】20：30

日0／16－5／12119：30

出発時闇の10分前
川湯温泉地区名宿泊施設ロビー
約90分（移動時間を含む）

川湯温泉地区各ホテル＝送迎車稲＝ 

摩周湖第一展望台【星空観察（約30分）】＝ 
送迎手稲＝川湯温泉地区各ホテル 

登別温泉地区宿泊者隈定

夜の静寂に包まれた神秘の森をご案内します。登別温泉特有の香りと雰囲気をご堪能ください。

とコ喜豊芝軍書問：2013年10月1日～

2014年5月12日の毎日

20：00－20：15

出発時間の5分前
登別温泉地区各宿泊施設ロビー
約90分（移動時間を含む）

※6歳以下は必ず保護者同伴でご参加ください。

○笥感㍍含怒れ蕎もの：ガイド代、保険代、飲み物代

大人　　　1．600円

3歳～小学生　り00円

■運営管理者：登別ゲートウェイセンター

摩周湖第一展望台近辺の絶景ポイントをスノーシューでご案内します。

動物たちと自然が織り成す世界をお楽しみください。

※晴天でも道路状況により催行中止となる場合もござい

ます。※ホテルチェックイン時、フロント係員に「摩周湖

星紀行」へご参加される日付を必ずお申し出ください。
※星が見えない天候の場合は、「屈斜路卦硫黄山ナイト

ツアー」にご案内いたします。※当日18：30に実施の有

無を決定いたします0悪天候等によって中止の場合、各ホ　島
テルフロントよりお客様へ中止のご連絡をいたします。

r料藍に含まれる迄の：ガイド代、保険代

■運営管理者：ツーリズムてしかが

スノーシューツアー（1月頃／イメージ）

2013年10月1日～2014年5月13日の毎日

9：30／13：00

出発時間の15分前

川湯温泉地区各宿泊施設ロビー
約150分（移動時間を含む）

川湯温泉地区各ホテル＝送迎車稲＝摩周湖展望 

台付近でスノーシュー体験（約90分）＝送迎車串 
＝川湯温泉地区各ホテル 

※小学生未満のお子様、また靴のサイズが21⊂m

以下の方はご参加いただけません。※中学生以
下は必ず保護者同伴でご参加ください。

綜守り日豊執念に含まれるもの

ガイド代、保険代、スノーシューレンタル代

大人　　4．800円

小学生　3．300円
スノーシューツアー（1月頃／イメージ） ■運営管理者：ツーリズムてしかが



原始の森の復元を自指し護られてきた森は、樹齢800年といわれる桂の巨

木や泥火山のポッケなど見所豊畠です。

＿／

（1月頃／イメージ）

渡設定難問：2013年10月2日～2014年5月13日の毎田　※除外日：1／15～1／17

普出莞楼蘭：9：30　3㍍台場餞：出発時問の10分前

屈芸蓬会環所：国設阿寒湖畔スキー場

艶集合場所までの、レンタカー以外の交通手段については現地に直接お問い合わせください。
※小学生以下のお子様は保護者同伴が必要です。
、　＿＿　し　　　　　・‥

ガイド代、レンタルスノーシュー代（積雪状況により必要な場合のみ）、保険代

大人　　3．300円

小学生　2，300円

■運営管理者・お問い合わせ先：
NPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構　TEL二0154－67－3200

ウトロ地区宿泊者限定

専用のドライスーツを着て、流氷の上を散歩します。北海道冬の風物詩流氷
散歩をお楽しみください。

ぷ設定期間：2014年2月1日～2014年3月31田の毎日

遠出莞指問：6：30／9：30／13：00／15：15　Cを差合指間：出発時間の10分前
儀某旅篭所：ウトロ地区各宿泊施設ロビー　こ麿緩㌢愚問：約90分（移動時間を含む）
ぎ‾∴二：

ウトロ地区各ホテル＝送迎車后串＝流氷ウオーク体験（約70分）＝送迎車稲＝

りトロ地区各ホテル

※1名標からご参加いただけます。※未就学のお子様、身長130cm未満の方、妊婦の

方はご参力札ヽただけません。※小学生以下のお子様は保護者同伴が必要です。

㌫膳釜に含まヨ′†蔑もの：ドライスーツレンタル代、保険代

大人　　　4．700円

小学生　　2′300円

1運営管理者・S川NRA知床ナチュラリスト協会

朝旧をうけてキラキラ光る樹氷や野生の動物たちに会いにちょこっとお散歩
するツアーです。厳冬の幻想的な阿寒湖をご案内します。

○設福一無間：2014年1月20日～2014年3月20日の毎日

艶気象条件により変更になる場合があります。
訂出発罵問：6：30　E霊　合錆問：出発時間の10分前
を＿■撞揺濫薫：1月：阿寒湖まりむ館　2月以降：氷上フェスティバル待合室

※集合場所までのルンタカー以外の交通手段については現地に直接お問い合わせください。
※小学生以下のお子様は保護者同伴が必要です。

ガイド代、レンタルスノーシュー代（積雪状況により必要な場合のみ）、保険代

大人　　1．400円

小学生　　650円

■運営管理者・お問い合わせ先：
NPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構　TEL：0154－67－3200

オオワシや流氷とともにやってくるアザラシなど、北の大地に生きる野生動

物たちにクルーズで会いに行きましょう。①5：30発コースは流氷に昇る朝日

もご覧いただけます。

7　　　　　　　　　　　　　　‾‾‾‾‾∴∴－

蒜＿＿三三嘉三一

二‾＿一一i誓≡一一
2014年2月1田～2014年3月31日の毎日

①5：30頃　②9：00

※①は日の出の時間により出発時間が前後します。前日ホテルにてこ確認ください。

出発時閥の30分前
羅臼の宿まるみロビー　だ所望指閣：約150分（移動時間を含む）

羅臼の宿まるみ＝送迎車稲＝まるみ観光船待合所＝

根室海峡クルーズ（約120分）＝まるみ観光船待合所＝送迎手招＝羅臼の宿苦るみ

※2歳以下のお子様はご参力軋、ただけません。※5歳以下は必ず保護者同伴でご参加
ください。※車いすをご利用の方はご参加いただけません。※野生動物のため、い
ずれの動物も観測できない場合がございます。※霧などで視界不良のため、催行中止
となる場合もございます。※宿泊翌日のご参加となります。また、朝食前のツアーです。

小猿式で意罰点もの：

乗船代・保険代・救命胴衣と防寒用カッパの
レンタル代

大人　　7．700円

5歳～小学生3．900円

■運営管理者・まるみ観光船
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【グルメクーポンのご利用方法】 施設のご案内（力電話番号（彰営業時間　⑨予約の要・不要（彰アクセス

●各施設の係員にクーポンを提出のうえご利用ください。●1店舗に2種類以上のメニューがある場合、現地にてご利用メニューを係員にお伝えください。●満席・貸切等により
ご利用いただけない場合もございますので必ず各施設にご確認ください。●事前予約が必要な施設をご利用の場合は、定められた期日までにお客様ご自身でご予約ください。
●定休日・営業時間・メニューなど、記載の内容は予告なく変更となる場合がございます。●掲載している料理写真は一例となり、時期によって変更となる場合がございます。
●小学生以下のお子様は、現地購入の方がお安くご利用いただける場合がございます。詳しくはお客様ご自身にてご確認ください。●未使用の場合の払戻・換金はできません。ま
た、他の割引券との併用はできません。

塑讐キリンビール周相場公鮎拙アーバン店

④生ラムジンギスカン食べ飲み
放題（100分）⑧生ラムジンギス
カン食べ放題（100分）と厳選寿司
（5貫）コース＋アイスクリーム
※④、㊥のいずれかを選択、

1グループ同一メニューとなります。

現地参考価格：＠大人3．650円、

小学生1，825円、未就学児童無料
＠大人3′500円、小学生1－900円
※小学生以下のお客様は直接現

地にて代金をお支払いください。

本館中島公園店
（DOl1－533－3000

②11．30～22’00（ラストオーダー21：30）

③前田の17時まで　④地下鉄中島公園駅から徒歩約2分
新館アーバン店
①0日－207－8000　②17：00（土日祝日は16：00）～23．00

（ラストオーダー22：30）

③前日の17時まで　④地下鉄すすきの駅から徒歩約2分

堅塁囲炉裏DiningBarほのわ字

ANAオリジナル
北海道囲炉裏御膳

現地参考価格：
現地設定なし（4．000円相当）

卜ニュー］≡三ここi、こ〕前声こ31ヨごミリ、苧

罰のお追録、北海遺素村民り革
迂積、罵り苛■洋製、季節の天婦発、
おにぎり、青だLr、テナート

（D011－251－9898

②月～木17：30～25：00（ラストオーダー24：00）
金・土17：30～26：00（ラストオーダー25：00）

已・祝日17：30～24：00（ラストオーダー23：30）
※12／30～1／3定休

（卦前日の17時まで
④地下鉄すすきの駅から徒歩約2分

撃花ごころ小樽店

20種類の握り寿司
食べ放題＋
飲み放題付き（60分）

現地参考価格こ
大人3．620円、小学生1－800円、

未就学児童500円、3歳以下無料
※小学生以下のお客様は直接現地
にて代金をお支払いください。

トニュー　三汗や貞りモ饉ったも司
罰謹袖食べ恵み渋適時0分）

①0134－32－8777

②1130～15：00（ラストオーダー14：30）
17tOO～22：00（ラストオーダー21：00）

※12／31・1／1定休

③前日の17時まで
④」R小樽駅から徒歩約10分
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堅塁サッポロビール園

生ラムジンギスカン
食べ放題（100分）

現地参考価格：大人3．810円、
小学生2．600円、未就学児童無料
※小学生以下のお客様は直接現地
にて代金をお支払いください。

巨ニュー〕
主ラムジンキ1勺ン【
鏡野宗法ぺ漁急け跳溺れ
ニラシ∴「主ヒール斗T、

ここ千一二、葦」ニリン

矧悶脈樋口駆瀾13，000円　　閉細印串副匡口帽■　∈0098E

匹堅サントリーズガーデン臭（そら）

（pO120－150－550

②11：30～22二00（ラストオーダー21：30）
※12／31定休

（∋前日の21時まで

④地下鉄乗豊繰棄区役所前駅から徒歩約10分

を撃琴まつじん札脚前店

3種ジンギスカン盛合せ
（ANA特別プラン）

現地参考価格：
現地設定なし（4．000円相当）

［ヾニューj　テムリ丁ローニシンここご

1∴コン、竜上ラムシンキミ勺ン、ラ

ムジンキて勺二、野菜盗り占；）せ、
元気王手、コわさび、ラづ二、に．ミ：」
二十、うどん、ドリ二■フ1†下（申ショッキ

竿丁ルコー几云ぢ＼

①011－200－2989

②ランチ11：00～15：00（ラストオーダー14：30）
ディナー17：00～23：00（ラストオーダー22：30）

※12／31～1／2定休

③前日の17時まで
④地下鉄さっぽろ駅10番出口すく

匪塑函太郎宇賀淋店・五稜郭公司店叫噸店

お好きな寿司3，000円分
＋本臼の汁物1杯付き

現地参考価格：
現地設定なし（3．125円相当）
※小学生以下のお客様は直接現地

にて代金をお支払いください。

宇賀浦本店
①0138－32－4455

②11：00～22：00

（ラストオーダー21：45） （イメージ）

③予約不要　④函館駅から車で約5分

五稜郭公園店
①0138－52－5522　②11．00～22：00（ラストオーダー

21：45）　③予約不要　④函館駅から車で約15分

小樽店
①0134－26－6771②11－00～22：00（ラストオーダー
21：45）③予約不要　④小樽駅から徒歩約10分
※各店舗ともに12／31・1／1定休

北の名物
濃遊御購
（まんゆうごぜん）

現地参考価格：3，300円

巨こニュー］

三三ラムシニ′キスカン、タラ八カニと
1ワイカ、二の謀り言わせ、ホ5；〒バ
ター■薫き、シ、すか1‾モとコーン∴し．

1‾二ヒ一二三しヨラー．ヾン、イ甘ソーメ：∴草

津しゃぶしゃぶ、幾のチャンチャン焼
き、覧リ寿司　サーモン、ボテンエ
ビ、イプラ1、北ごヨ道三ルフ㌻リン、、げリンご付き

①011－232－3100

②17：00～24：00（ラストオーダー23：00）

③3∈】前まで
（初JR札幌駅から徒歩約3分

■■－スコットグリル

スコットグリル
ANAスペシャルプラン

現地参考価格：
現地設定なし（3，000円相当）

卜ニュー〕
福豆ホープソテーモ云芯、f〕言望6品、
㍍恰好飲み放遥
（ヒール・ワ′1’ニ■・ソフトドリンフ〉

・卸11－210－1155　　　　　　　…‾　　り⊥‘エ

②17：00～21：00（ラストオーダー20：30）
※祝日のみ17：00～20：00（ラストオーダー19：30）
※∈曜定休
（∋前日の20時まで

④地下鉄さっぽろ駅8番出口直通
」R札幌駅から徒歩約5分

※2名様からの受け付けとなります。

［垂］遊應灸素沙羅の月

北浜御膳

現地参考価格：3′600円

い：ニュー］．‾；f司け－モン㍉タコ・
ホデ千・′†‘ニラ・召エビ1、毒力■ニ半

月、官－1－耳日月半月分、トロホッ▲ナ
演目渦㍉熱烈難雛甘路」儀、
ホぎテ員の溜葦し、香の物

禦離脱

①0138－22－8022　　　　　　　■■■■

②17：00～20：30（ラストオーダー20：00）

③前日の17時まで
④」R函館駅から車で約10分



細田脈綿製暇E l　5′000円　　細密司串呵噛＝個　60098F

配選えびかに合戦札幌本店

えびかに
食べ放康（90分）

現地参考価格：
大人5．565円、小学生2′625円、

未就学児童は年齢×105円
※小学生以下のお客様は直接現地
にて代金をお支払いください。

rメニュー】毒力二・タラハ足・ズワ

モ‾．．．．王

横

イ足・大エビ天ぷら・カニ天ぷら・
ビ握り・カニ搾り・エビ天握り1力
茶碗蒸し　畠べ放題（90分）

①011－210－0411②16：00～24：00（ラストオーダー23：

30）※12／31～1／2定休　③前日の17時まで　④地下鉄す

すきの駅から徒歩約3分　※2名様からの受け付けとなります。

位センチュリーロ仰！抽瑚柑土讐禦1＿9F）

認諾鮎ラン，　議連醤
現地参考価格：　　　　　亡誓：岬
現地設定なし（6．000円相当）　　　ご二等

【メニューJお通し（二柱野ノ）、ハ1・⊥
貝責盛り、輔、甘エビ、ホタテ、サー
モン花逼り、季節の焼き魚二種盛
り、大海宅と津合の天ぷら、野菜い
ろいろ、馬鈴薯のバター薫、津合ガ
二藍り合わせ、カニ鴇灼（鍋）、アイ
スプリーム

（か011－221－3007

②17：00～21：00（ラストオーダー20：30）

③3目前まで　④JR札幌駅から徒歩約2分

田まつじん札脚前店
3種ジンギスカン

食べ飲み放題（100分）

鄭也参考価格：現地設定なし（6．800円
相当、ディナー時）高校生ヰ学生3′900

円、小学生2．750円、未就学児童無料
※高校生以下のお客様は直接現地

にて代金をお支払いください。

［メニユⅦユラムリブロースジンギスカン・特

上ラムジンギスカン・ラムジンギスカン・野

菜盛り合わせ・元気玉子。喜わさび。ライス・
うどん食べ飲み放掛100分）、味噌汁門杯）

圧）011－200－2989

誓・料
I敏感

②ランチ11：00～15：00（ラストオーダー14：30）
ディナー17：00～23：00（ラストオーダー22：30）

※12／31～1／2定休

③前日の17時まで　④地下鉄さっぽろ駅10番出口すぐ

既望サントリーズガーデン臭（そら）

北海道まるごと
食べ放題（90分）

現地参考価格：
大人5．800円、小学生2．500円、

未就学児童1，500円、3歳以下無料
※小学生以下のお客様は直接現地
にて代金をお支払いください。

〔メニュー】3大力二（毛ガ二・本タラ八
ガ二・ズワイガニ）、石狩鍋、ラ仙メン、
ジャガ路タれ＆とうもろこし、握り寿司

（まくう・サーモン・酔いか・ホタテ・甘え
び、いくら）がすべて食べ放題時分）

①0日－232－3100　②17：00～24：00（ラストオーダー
23：00）③3日前まで　④」R札幌駅から徒歩約3分

田ビヤケラー開拓使サツ如ファクトリー店

北海道味くらベコース＋
地ビール飲み放題
（90分）付きプラン

現地参考価格：
現地設定なし（6′330円相当）

「－▼rLこ

ル∴′

′▲b†－

簑議芸警護藍紅、こ箪
11＿、■■

リ、北あかりいものほくほく粉吹きい
もとアスパラのバター環、にきり寿司
4種、地ビ鵬ル90分飲み放選

①011－207－5555　②11●00～22．00（ラストオーダー

21．30）※12／31定休　③前日の17時まで

④地下鉄東西線バスセンター前駅から徒歩約5分

国ヨ匹敵郎宇賀淋店・五脚公風店・朋柁

寿司・ソフトドリンク・
デザート食べ飲み放題（60分）

現地参考価格：
現地設定なし（1皿125円～525円）、

小学生3′000円、未就学児童無料
※小学生以下のお客様は直接現地

にて代金をお支払いください。

【メニュー】125円～525円の皿・ソフト

ドリンク・デザ隋卜60分間畠べ飲み放題

宇賀浦本店　①0138－32－4455　②11：00～22■00（ラスト

オーダー21：45）③予約不要　④函館駅から車で約5分

五稜郭公園店　①0138－52－5522　②11：00～22：00（ラスト

オーダー21’45）③予約不要　④函館駅から車で約15分

小樽店　①0134－26・6771②11：00～2200（ラストオー

ダー21：45）③予約不要　④小樽駅から徒歩約10分
※各店舗ともに12／31・1／1定休

配選札幌全日空ホテル内雲海

まるごと北海道会席

現地参考価格：6．000円

［メニュWj　先礼讃造り、焼き軌
煮物、酢の物、ごほん、汁物、香の
物、水菓子

（DOlト242－2827

②月～土曜日17■00～22：00

（ラストオーダー21：30）
※日曜・祝日定休
③前日の17時まで
④」R札幌駅から徒歩約7分

怒選ジンギスカン群亭サツ如ファクトリー店

4大力二、

4種ジンギスカンと
20種類のにぎり寿司
食べ放題コース（90分）

現地参考価格：5．800円

rメニューj d大力こくさタラハガ二・
ズワイガニt毛力二・アブラカニ1、
4鱒ジンギスカン（生ラム・事もみ
i三・手もみ醤油・手もみ味噌）、だり

寿司20種頬が良べ放題そ90分〉

①011－207－5555

②11：00～22．00（ラストオーダー21：30）※12／31定休
（卦前日の17時まで
④地下鉄東西線バスセンター前駅から徒歩約5分

■a大地の恵み

捷（KIWA刷）

現地参考価格：大人。小人5．250円
※小学生以下のお客様は直接現地

にて代金をお支払いください。

【メニュー膵植昔毛和羊（ASランプト

烏もも肉、べ鼎コツ、タラバガ二、牡
婿、ホタテ貝、ホツ串良、烏賊の漁師焼
き、鯖の燻製、どんこ椎茸、きのこのホ
イル焼き、玉ねぎ、じゃがいも北あか
リ）、ピーマン∴／フトドリンフ1柿

（DO123－23－8000

②月～金17：00～22：30、土日・祝日17：00～22：00

（ラストオーダーはそれぞれ営業終了の1時間前）
③前日の17時まで　④」R新千歳駅徒歩約8分、
ANAクラウンプラザホテル千歳の隣

THEJEWEL．S（ザ・ジュエルズ）

このプランは中学生以上が対象です。小学生以下のお客様l相接現地にて代金をお支払いください。

（イメージ）

苔二千くディナーー）＋もいね山ローブウェ1‘は屯

メニュー一例（季節により内容が異なります。）
●北の大地のサラダ
●本日のクリーミーなポタージュ●本日のお魚料理
●北海道産牛頬肉の赤ワイン煮込みパイ包み焼き

トリュフの入ったポテトピューレとともに、または
魚貝と野菜のクリーム煮込みパイ包み焼き

●パン●本日のデザート●コーヒー

（う011－513－0531

②17：00～21二〇〇（ラストオーダー20：00）

※12～3月は16：30～20：00（ラストオーダー19’00）

※11／21～11／30定休

③ご利用日1カ月前から2日前の20時まで
④地下鉄東西線円山公園駅から車で約15分、

もいわ山麓駅からロープウエイで約2分
※2名様からの受け付けとなります。
※1貸跡満席等、状況によりご案内できない場合もございます。

毎由囲国毎岬脂コ増　65196B

ラムダイニング大倉山

お良事（ランチまたはディナー）十
大仁山展望リフトまたは
ウィンタースポーツミュージアム入館
※お食事の前に、大倉山展望リフトまたは、ウイン

タースポーツミュージアムをご利用ください1
藍リフトは4／8～4／20運休

メニュー肉・野菜食べ放題（70分）
オードブル・ライス・ミニデザート付き

①011－641－8585

②ラムダイニング
11：30～14：00（ラストオーダー13：30）

17：30～21：30（ラストオーダー21：00）

※リフト、ウインタースポーツミュージアムの営業時間
についてはお問い合わせください。

③ご利用日2日前まで
④地下鉄東西線円山公園駅から車で約10分

ほ盛罰臼は曜耶■651978
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［コ基本フライトは、基本代金に含まれております。⊂コAフライト、［コBフライト、

⊂］C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。
四‥●志扇認諾歪警果す）○…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 �⊇ ■＝フ イ ト �出発　■　　　　　　　　直行　　　　　　　　■　到着 ���到着地 

福岡 �印289 � �11 �55　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　14 �10 �l新千歳 l 

那覇 �鰹994 �A �12 �25　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　15 �40 

出発地 �便名 �：Z ■＝7 イ ト �出発　卜到着 ���ノ1：L三二テー 

福岡 �240 � �07 �00■08 �40 �羽田 

242 � �08 �00ト09 �40 

244 � �09 �00ト10 �40 

246 � �09 �30－11 �10 

248 � �10 �05日1 �45 

250 � �11 �10■12 �50 

252 � �12 �30日4 �10 

254 � �13 �30日5 �10 

256 � �14 �15日5 �55 

258 � �15 �00り6 �40 

260 � �15 �55日7 �40 

262 � �16 �30■18 �15 

212 � �08 �00■09 �15 �中開際 

214 � �09 �00■10 �15 

218 � �10 �30111 �45 

222 � �12 �05ト13 �20 

228 � �14 �30ト15 �45 

1702 � �07 �50ト08 �50 �関西 

佐賀 �452 � �06 �35ト08 �15 �羽田 

454 � �09 �45ト11 �30 

984 � �15 �20■17 �00 

大分 �192 � �07 �45ト09 �15 

194 � �10 �05■11 �40 

196 � �12 �40■14 �10 

●3166 � �09 �50ト10 �55 �中訊謂 

熊本 �642 � �08 �55日0 �30 �羽日 

644 � �11 �20－13 �00 

646 � �13 �00ト14 �35 

332 � �09 �10■10 �25 �中部国際 

0334 � �14 �50日6 �20 

長崎 �662 � �08 �35日0 �15 �羽出 

664 � �10 �55り2 �40 

666 � �13 �55日5 �40 

372 � �09 �50■11 �10 �中部国際 

宮崎 �602 � �08 �10■09 �45 �羽田 

604 � �09 �50日1 �30 

608 � �11 �25■13 �00 

610 � �15 �40■17 �15 

342 � �08 �45ト10 �00 �鞘姻際 

344 � �11 �50■13 �05 

4954 �A �09 �10■09 �55 �福岡 

鹿児島 �620 � �08 �00ト09 �45 �羽田 

622 � �10 �05－11 �45 

624 � �＝ �55ト13 �35 

626 � �14 �30日6 �10 

352 � �07 �45■09 �00 �中部国襟 

354 � �12 �55日4 �10 

那覇 �120 � �08 �05日0 �25 �羽臣 

124 � �11 �30■13 �50 

126 � �12 �20日4 �45 

128 � �13 �25り5 �45 

130 � �14 �30ト16 �55 

302 � �11 �45日3 �．50 �中部国際 

306 � �16 �00－18 �：05 

1732 � �08 �00109 �：55 �関西 

1734 � �12 �20■14 �■15 

480 �A �07 �05■08 �40 �福岡 

482 �A �09 �35り1 �10 

便名 �：Z ブ イ ト �出発　卜　到着 ���到着地 

羽田 �55 �A �09 �00日0 �35 �新千歳 

57 �A �09 �30日1 �05 

59 �A �10 �00り1 �35 

〇：：4719 �A �10 �15■11 �45 

61 �A �＝ �00■12 �35 

＊4721 �A �11 �50■13 �25 

63 �A �12 �00ト13 �35 

…：三4723 �A �12 �50■14 �20 

65 �A �13 �00■14 �35 

67 �A �14 �00■15 �30 

965 �A �14 �30■16 �00 

69 �A �15 �00日6 �30 

：：ミ4727 �A �15 �50日7 �20 

71 �A �16 �00日7 �30 

＊4729 �A �16 �20日7 �55 

さ：‥4731 �A �16 �50日8 �25 

73 �A �17 �00り8 �30 

75 �A �18 �00■19 �30 

＊4735 �A �18 �50■20 �20 

77 �A �19 �00■20 �35 

79 �A �20 �00■21 �35 

…：：4737 �A �20 �15ト21 �45 

81 �A �20 �30■22 �05 

…さ4739 �A �20 �55■22 �30 

中既国際 �703 �A �09 �35日1 �15 

707 �A �11 �45日3 �25 

711 �A �15 �05日6 �45 

715 �A �16 �30日8 �10 

717 �A �19 �00■20 �40 

関西 �1713 �A �11 �10日3 �05 

1715 �A �14 �30日6 �25 

1717 �A �16 �50日8 �45 

1719 �A �19 �50■21 �45 

福岡 �289 � �‖ �55日4 �10 

羽田 �853 �A �10 �25■11 �45 �函館 

863 �A �13 �40日5 �00 

HD45 �A �14 �40日6 �00 

865 �A �17 �15日8 �35 

中部国際 �393 �A �12 �40日4 �10 

関西 �1789 �A �15 �05日6 �45 

羽日 �741 �B �10 �35日2 �10 �釧路 

HD73 �B �13 �50■15 �25 

743 �8 �17 �15■18 �50 

845 �B �11 �00り2 �45 �オ糾欄 

837 �8 �12 �05■13 �45 �頓室中尉 

HD77 �B �11 �15り3 �00 �女満別 

HD79 �B �16 �15日7 �55 

羽田 �HD53 �B �‖ �15■12 �50 �旭川 

H・D57 �B �17 �35日9 �10 

中部匿際 �325 �B �13 �00日4 �45 

羽田 �HD63 �B �12 �10■13 �45 �帯広 

HD・67 �B �17 �00■18 �35 

571 �⊂ �11 �00日2 �50 �稚内 

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

新千歳 �痴290 � �15 �00　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　17 �25 �福岡 

匹993 �A �11 �00　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　14 �45 �那覇 

出発地 �便名 �⊇ ■＝フ イ ト �出発　卜　到着 ���…一正・だ 

新千歳 �50 �A �07 �30■09 �05 �羽ヨ 

＊4712 �A �08 �00■09 �35 

52 �A �08 �30■10 �05 

＊4714 �A �09 �00■10 �35 

54 �A �09 �30■11 �05 

＊4716 �A �10 �20ト12 �00 

56 �A �10 �30ト12 �05 

＊4718 �A �11 �20■13 �00 

58 �A �11 �30り3 �05 

60 �A �12 �00■13 �35 

尊4720 �A �12 �20■14 �00 

62 �A �12 �30■14 �05 

64 �A �13 �30ト15 �05 

＝：ミ4724 �A �14 �00■15 �40 

66 �A �14 �30■16 �05 

…：ミ4726 �A �15 �20■16 �55 

68 �A �15 �30ト17 �05 

70 �A �16 �30■18 �05 

72 �A �17 �00■18 �35 

74 �A �17 �30■19 �05 

＊4732 �A �18 �00■19 �35 

702 �A �08 �00ト09 �40 �中部国際 

704 �A �10 �20■12 �05 

706 �A �11 �55■13 �35 

710 �A �15 �15り7 �00 

712 �A �17 �30■19 �10 

1710 �A �08 �15■10 �25 �関西 

1712 �A �11 �40－13 �50 

1714 �A �14 �00■16 �10 

1718 �A �16 �50■19 �00 

290 � �15 �00■17 �25 �福岡 

函館 �HD44 �A �09 �00■10 �25 �羽田 

854 �A �12 �30日3 �55 

864 �A �15 �45■17 �10 

HD46 �A �16 �40■18 �05 

394 �A �14 �45ト16 �20 �平静国際 

1788 �A �10 �30■12 �25 �関西 

1790 �A �17 �20日9 �15 

釧路 �HD72 �B �09 �50日1 �30 �羽田 

742 �B �12 �40■14 �25 

†幸一∵苗 �846 �8 �13 �25日5 �15 

挺中尉 �840 �B �14 �20日6 �10 

女満別 �HD78 �B �13 �45■15 �40 

328 �8 �‖ �35■13 �40 �中郡国閤 

旭川 �HD52 �8 �08 �55り0 �40 �羽田 

HD54 �B �13 �25り5 �．10 

326 �8 �15 �20日7 �15 �中部国際 

帯広 �祀62∴1 �B �09 �15日＝ �．00 �羽田 】 l 

HD64 �B �14 �30り6 �15 

稚内 �572 �C �13 �35■15 �：30 

．ノ票三■J frだ…怒 八としこ �便名 �三 イ ト �出発　■　到着 ���到着地 

羽田 �251 � �11 �30日3 �15 �福岡 

253 � �12 �30日4 �15 

255 � �13 �25115 �10 

257 � �14 �00ト15 �45 

259 � �15 �00り6 �50 

261 � �15 �25ト17 �10 

263 � �16 �30ト18 �15 

265 � �17 �00日8 �50 

267 � �18 �00日9 �50 

269 � �19 �00120 �50 

271 � �19 �30121 �20 

273 � �20 �00121 �45 

中部国腰 �221 � �11 �00日2 �25 

225 � �14 �15日5 �35 

229 � �16 �30日7 �50 

231 � �18 �00ト19 �20 

235 � �19 �25ト20 �45 

237 � �20 �30ト21 �50 

関西 �1709 � �20 �20ト21 �30 

羽巴 �983 � �12 �35ト14 �25 �佐賀 

453 � �16 �05■17 �55 

455 � �18 �30ト20 �25 

197 � �15 �55■17 �30 �大分 

199 � �19 �25ト21 �00 

中部国際 �●3169 � �18 �30■19 �45 

羽田 �645 � �15 �15■16 �55 �熊本 

647 � �17 �35ト19 �20 

649 � �19 �10■21 �00 

中部匿漂 �0333 � �12 �45り4 �20 

335 � �18 �45120 �05 

羽臼 �663 � �11 �15－13 �05 �長崎 

667 � �16 �25日8 �15 

669 � �19 �10121 �00 

中部国際 �373 � �17 �40ト19 �05 

羽田 �609 � �13 �15日4 �55 �宮崎 

613 � �16 �15日7 �55 

617 � �18 �40■20 �20 

中部国際 �345 � �14 �00り5 �15 

347 � �18 �00り9 �15 

福岡 �4957 �A �18 �30り9 �10 

羽B �623 � �12 �00■13 �45 �鹿児島 

625 � �14 �20り6 �05 

627 � �16 �30◆18 �15 

629 � �18 �55ト20 �40 

中訪国際 �353 � �10 �55り2 �15 

355 � �15 �35日6 �55 

359 � �19 �30◆20 �50 

羽田 �131 � �11 �05日3 �40 �那覇 

133 � �13 �20日5 �55 

135 � �14 �40日7 �10 

137 � �15 �55■18 �25 

139 � �20 �00■22 �30 

中部屈原 �303 � �10 �25ト12 �：40 

307 � �14 �35り6 �50 

関西 �1737 � �14 �50り6 �50 

1739 � �19 �55■21 �■55 

福岡 �493 �A �18 �30ト20 �●05 

495　′ �A �20 �10ト21 �45 

※110／13運休予定

※10／26までは、次の便名となります。HD73→HD99、HD72→HD90、HD77→HD5l、HD79→HD53、HD78→HD52、HD53→HD57、HD57→HD59、HD52→HD56、HD54→HD58、HD67→HD65
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出発地 �便名 �⊇ フ イ ト �出発　卜　到着 ���到着地 

宮古 �1722 �D �11 �：00ト11 �：50 �那覇 】 

1724 �D �13 �15■14 �■05 

1726 �D �15 �45■16 �35 

石垣 �1762 �E �08 �10■09 �00 

1764 �E �09 �15日0 �05 

1766 �E �10 �55ト11 �45 

1768 �E �12 �30■13 �25 

1770 �E �14 �45日5 �40 

1774 �E �16 �15ト17 �10 

出発地 �便名 �⊇ ブ イ ト �出発　卜到着 ���到着地 

新千歳 l �04853 � �1 �：35日1 �：10 �函館 

04857 � �15 �15日5 �50 

04871 � �08 �00←08 �：45 �釧路 

04873 � �12 �55日3 �40 

4875 � �17 �00日7 �45 

04881 � �08 �05■08 �55 �根室【帽津 

04883 � �12 �10■13 �00 

04885 � �16 �30■17 �20 

04861 � �09 �35日0 �20 �女満別 

04865 � �13 �55■14 �40 

04867 � �18 �00ト18 �45 

04841 � �10 �55ト11 �50 �稚内 

04843 � �15 �0日6 �05 

出発地 �便名 �ヨ ■＝：7 イ ト �出発←到着 ���到着地 

那覇 �1725 �D �14 �：25日5 �15 �宮古 

1727 �D �16 �25り7 �15 

1729 �D �18 �00－18 �5．0 

1773 �E �13 �10日4 �10 �石垣 

1777 �E �16 �15■17 �15 

1779 �E �17 �10－18 �10 

1781 �E �19 �30ト20 �25】 

出発地 �便名 �：Z ■＝：7 イ ト �出発　■　到着 ���到着地 

函館 �04854 � �11 �：40日2 �：20 �】新千歳 

04858 � �16 �●20日7 �00 

釧路 �04872 � �09 �15日0 �05 

04874 � �14 �10ト15 �00 

4876 � �18 �15日9 �00 

挺中尉 �04882 � �09 �25り0 �20 

04884 � �13 �30日4 �25 

04886 � �17 �50ト18 �45 

女満別 �04862 � �10 �50■11 �40 

04866 � �15 �10■16 �00 

04868 � �19 �15■20 �05 

稚内 �04842 � �12 �20■13 �15 

04844 � �16 �35ト17 �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

便を含む）。

●【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

IBEXエアラインズの基準により行います。
＊【AIRDO（エア・ドゥ）／ANAコードシェア（共同運航）便ご利用の場合】
・AIRDOの機材および乗務員にて運航し、機内のサービスはAIRDOの

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

基準により行います。
・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。
・乗り継ぎをきれる場合、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。

【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亡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）　　　　　　　　　　　　　　単位：円 

往路 �10／卜10川、10／13～10／31、は／7～は20 1封2ト†2偽り6～川0、Ⅲ2～2／4 ��11詔2′6　　2′5～2′11 �����10／12 12／21 3／21 ��1り2 ��12／27 �12／28～　り1 ��1／3 ��5／3 ��5／4 

搭乗日 �訓ト3／20、〕／2ト5／2、弧5／6 �� ��� �������12／31 �1／2 1／5 �1／4 �1／11 

日～木 �金・土 �日～木 ��金・土 �日～木 �金・土 

Aフフイト �5，000 �5，500 � �6，500 �7，000 �5，000 �5，500 �9 �，080 �2 �0，000 �37，000 �20，000 �27，5t柑 �26，500 �18000 �5500 ��11000 

Bフライト �7，000 �7，500 �8，500 ��9，000 �5，000 �5，5t沌 �11，0的 ��22，000 ��37，000 �20，OtIO �27，500 �26，500 �I 20000 �I 7500 ��I 13000 

⊂フライト �8，000 �8，500 �9，500 ��10，山川 �5，000 �5，500 �12，000 ��23，000 ��40，000 �23，000 �30，500 �29，500 �I 21，000 �l 8500 ��I 14000 

Dフライト �5，500 �5，500 �5，500 ��5，5：00 �5，500 �5，500 �8，00：0 ��8，00・0 ��5，50・0 �11，500 �9，0・0・0 �11，50tI �8，000 �8 �I 00．0 �1 550tI 

Eフライト �6，500 �6，500 �6，500 ��6，5110 �6，500 �6，500 �9，0両 ��9，000 ��6，5桐 �14，000 �12，000 �14，000 �9，000 �l 9，000 ��I 6500 l 復路　A－Eフライト利用追加代金（大人・小人同額／お－人様）　　　　　　　　　単位：円 

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

復路 �10て㍍盟主21号諾雄三：三吉22　11／1～11／3 ������2／5～2／11 ���10／14 ��11／4 �12／27 �12／28～ �1／2～1／5 �1／13 

搭乗日 �2／12～3／22、3／24～5／13 ���11／5～12／6 ������12／23 3／23 ����1／1 

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

Aフライト �5，000 �11，000 �5，500 �6，500 �13，000 �7，OtIO �5，080 �11，000 �5，500 �9 �，000 �20，000 �38，000 �27，500 �2tHIOO �1800tI 

Bフライト �7，000 �13，000 �7，500 �8，500 �15，000 �9，000 �5，000 �11，000 �5，500 �11，000 ��21，000 �38，000 �27，500 �l 20，000 �I 20，000 

⊂フライト �8，800 �14，000 �8，500 �9，500 �16，800 �10，000 �5，000 �11，000 �5，500 �12，080 ��23，000 �41，000 �30，500 �23，000 �21000 

Dフライト �5，500 �5，500 �5，50tI �5，500 �5，500 �5，500 �5，50・0 �5，500 �8，0・00 �8，000 ��8，0・00 �5，500 �11，500 �11，50・0 �I 888・0 

Eフライト �6，50・0 �6，500 �6，500 �6，500 �6，500 �6，500 �6，500 �6，5tIO �9，000 �9，080 ��9，000 �6，500 �14，000 �14，000 �I 9，000 

臼

※宮崎・沖縄発着の福岡乗り継ぎ便ではご利用いただけません。

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。
※一部の飛行時間の穎い路線では、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ヒス等、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。（こ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、募集パンフレッ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「約款止いいます。）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。この場合契約はこ予約の時点では成立し
ておらず当社らが電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知し
た日の翌日から起算して3日以内（インターネットでの予約の場合
当社が定める期間内）に申込書の提出とお申し込み金のお支払い
または会員番号（クレジットカード番号）を通知していただきます。
この期間内にお申し込み金を提出されない場合または会員番号
（クレジットカード番号）を通知されない場合は、当社らはお申し込
みがなかったものとして取り扱います。

③ただし、特定コースにつきましては別途募集パンフレットまたはホームペー
ジに定めるところによります。当社とお客様との旅行契約は当社が契約の

締結を承諾し、お申し込み金を受理した時に成立するものといたします。

●3　お申し込み条件

①20歳未満の方が単独でご参加の場合は、親権者の同意書が必要
です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
15歳未満の方が契約責任者となるお申し込みは受け付けません。

②特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行巳的を有する
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■†▲IH；弧⊂ココ 旅づくりを日格します！ 

≡慧≡慧賢に、ア霊慧慧慧j霊慧崇■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！ 

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。「お支払い対象旅行代金」とは、募集広
告またはパンフレッ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額」の合計金額から「割引代金として表示した金
軌を差し引いた金硯をいいます。この合計金額がrお申し込み金」「取
消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となりまも

●5　旅行代金のお支払い

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前
までにお支払いいただきます。なお、14日前以降にお申し込みされた
場合は旅行開始日前の当社らが指定する期日までにいただきます。

●6　取消料

旅行契約の成立後、お客様のこ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。

取消日 �取消料 

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日目にあたる日まで �旅行代金の20％ 

7日目以降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。

国内旅行傷害保険カロ人のおすすめ

安心してご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　～ご協力くださしト

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。
○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番号をお申し出くだ乱1。）

○ご出発呂はいつですか？
◎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東京都漕区乗新橋1丁ヨ5番2号

ポ⊃ド保証会員 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。　　1045018的り
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。

総合旅行業務 業所での取引 �取扱管理者（園内）とは、お客 に関する責任者です。この旅行 あれば、ご遠慮なく右記の取 �の 契約 管理 �旅行を取り扱う旅行会社・営 に関し、担当者からの説明に 

ご不明な点が ���者におたずねください。 

パンフレット請求コード SL－3AO50－006

紗釣棚頻鱒
情けは一休み

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・旅行代金の基準巳

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　億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傭人情報を、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・住所・
電話番号・メールアドレス・旅行内容などのお客様へのご連絡に
あたり、必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ
企業との間で共同して利用させていただきます。当社グループ
企業の名称、プライバシーポリシーについては、当社ホームページ
（http／／wwwanas．coJP）をご参照ください。

●10　その他

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相談を伺っております。
※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・［卜祝日および12／29～1／3を隙く）

※詳しくはhttp：／／VVVVVV．ana．⊂0．JP／traveL／lnfo／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」 �用の場合にご出発の 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。 

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

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


