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往復のフライト

躍藷盤壷童
子　　　　「　　　　　‘　▲- 1 _, _ノ」臆,」‘し　ハ

★名古屋駅から徒歩的4分

●洋室(1へ2名1室)

●lN1 5:00/OUT「 O:00

名古屋駅周辺・伏見　　　　名古屋駅周辺・伏見

★名古屋醐lら徒歩的朔

●洋室(1へ3名1室)

●州与:00/OU丁l O.00

※宿泊除外日:1 0/6、

1 0/7、 3/8へ3/1 0

★地下鉄槻駅から鰐細分

●洋室(1へ2名1室)

●lN1 4’00/OUT= 100

★名古屋駅から徒歩約扮

●洋室(1へ2名1室)

●IM 3.00能削4.00)/

OU丁1 2’00 (通常1 1 iOO)

名古屋駅周辺・伏見

★名古屋醐lら徒歩細分

●洋室(1へ2名1室)

●iM与:00/OJ丁「 O:00

※禁煙のみの設定

回　　　　　　　国

ウエルカムドリンク付き(17:00-20:00)ミネラルウオーター1泊につき1本付き

謹

★名古屋醐l強歩純分
●洋室(1名1室)シャ

ワーブースのみ

洋室(2名1室)

★名古屋醐lら徒歩的粉

●ダブル洋室(1 -2名1室)

洋室(2名1室)
●iN1 4:00/OJT仕00

※禁煙のみの設定

AN四′

※基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ります。特に記載のない場合は、 1泊朝食付きとなります。

※施設使用料の金額は税別となります。

名古屋駅周辺・伏見　　　　名古屋駅周辺・伏見　　　　名古屋駅周辺・伏見　　　　名古屋駅周辺・伏見

ヽヾ ★名古屋馴ら徒歩約扮

●洋室(1へ2名1室)

●iM 4.00/OJ丁「 O.00

圃

★地下鍬見酬副題約分
●洋室(1へ2名1室)

●lN1 5:00/OU丁l O:00

※朝食ホテ肋、らのサー玖

(旅行代金iこ謙れません)

回

り工肋ムドリンク付き(1 8:00二20:00)

★地下鍬見馴ら鰐緋分
●洋室(1へ2名1室)

●iM 5iOO/OJ丁「 O●00

★名古屋駅から徒歩細0分

●洋室(1 -2名1室)

●iN1与’00/OUTl O:00

※朝食ホテルからのサービス

(肺代金に含まれません)

回国回　　　　　国

インターネット接続無料

名古屋駅周辺・伏見　　　　名古屋駅周辺・伏見

a呂重囲両軸閥a聞閣両軸躍監護
★名古屋醐1ら徒歩細分

●洋室(1名1室)
ダブル洋室(2名1室)

●lN1 5:00/OUTl O:00

※朝食:ホテルからのサービス

、 ★地下鉄槻卵塊糊粉　　重要

※朝食ホテルからのサービス

(旅行代釦謙れません)

★名古屋醐lら徒歩細分

●洋室(1名1室)
●iM与:00/OJ丁「 O:00

※禁煙のみの設定

名古屋駅周辺・伏見

★名古屋駅から徒歩細分

●ダブル洋室(1名1室)

●iN1 5.00/OU丁l O.00

※禁煙のみの設定

圃　　　噺髄含まれません)圃　　※禁煙のみの設定圃　　　　　　　　園田

名古屋駅周辺・伏見　　　　名古屋駅周辺・伏見　　　　名古屋駅周辺・伏見　　　　名古屋駅周辺・伏見

圃

★名古屋駅から徒歩細分

●洋室(1へ3名1室)

●iM与:00/OU丁「 l.00

※宿泊除外日i「/14

★名古屋駒、ら徒歩細分
●洋室(1へ2名1室)

●州4 00/OJ丁「告00

※宿泊除外日:10/14、

1/27、2/24、4/14

★名古龍肋lら徒歩紬粉∴蜜
●ダブル洋室(1名1室)

洋室(2へ3名1室) !

●i野00/OU丁12・00ミ

国国　籍轍詔鶉圃囲　　　　園田

ミネラルウオーター1泊につき1本付き　酸随館頬可能(レ朴ランに1-腱書目的)ウエルカムドリンク付き

★名古屋勅、ら徒歩約9分

●洋室(1へ2名1室)

●iN1 4:00/

OU丁1 2.00(通削1 ’00)

※禁煙のみの設定

★名古屋駅から徒歩約扮

●洋室(1へ2名1室)

●lN1400/OUT「 「 OO

※ 2名潮ハ肋ドツインの棚

琵整開聞胴
★討しまライブ勅lら鰐約分

●ダブル洋室(1名1室)

洋室(2へ3名1室)

●lN15’00/OUT「 l OO

※禁煙のみの設定

★名古屋駅から徒歩約4分

●ダブル洋室(ト2名1室)

洋室(2名1室)
●iN1 4’00/〇日丁仕00

※禁煙のみの設定

四囲　※宿脚旧1011~10/31回国　　　　　　回国

四囲腫臨調
レンタサイクル2時間利用可能(台数陳)　女性のお客様にスキンケアセットをご用意　ミネラルウオーター1本付き

18B-079

※ ANA運航便の〇割に限る

復路延長
8日間OK!
※ 〇割設定除外日あり。詳しくi拙7をご覧ください。



名古屋駅周辺・伏見　　　　名古屋駅周辺・伏見

★名古屋醐1ら徒歩細分

●ダブル溝(1 ~2名1皇)

洋室(2へ3名1室)

●iN1 5iOO/OJ丁仕00

※禁煙のみの設定

園田　※宿脚旧1/6、411以降西国

ミネラルウオーター1泊わき1本付き

★地下鉄栄駅から徒鞠粉

●洋室(1へ2名1室)

●iN1 4:00/OJ丁1 2:00

圃

女性のお客様にアメニティをご用意

★地下錬醐l雅歩約分
●洋室(1へ2名1室)

●iN1 5:00/OJ丁「 OiOO

※朝食ホテ囲うのサービス

(旅行代金に含まれません)

★金山駅から徒歩約4分

●洋室(1名1室)
●lN1 5’00/OUT「 O.00

※朝食ホテルからのサービス

旅行代金に含ま脹せん)

四囲

聾★豊願肋lら徒歩約1分
●洋室(1へ2名1室)

●lN1 6’00/OUTl O:00

監≡甚※鷲統鰭
圃

2

★名古屋駅から徒歩約的

●囲う:00/OJ丁「 l.00

※禁煙のみの設定

名古屋駅周辺・伏見 名古屋駅周辺・伏見

圃田　　　　　　　圃

★地下鉄槻恥強靭2分
●デラックスフロア

洋室(1へ3名1室)

●州与:00/〇日丁1 2.00

※宿泊除外日3/9

名古屋駅周辺・伏見

★名古屋駅から徒歩細分

●ダブル洋室(1名1室)

洋室(2へ3名1室)

●lN1 5:00/OUT1 2.00

※禁煙のみの設定

回国　※宿泊除姫4/槻隆国囲

ミネラルウォーター1泊につき1本付き　ミネラルウオーター1泊につ副本付き　ミネラルウオーター1本付き　ミネラルウオーター1泊につき1本付き　滞在中フィットネスセンター利用可能

★地下鍬歌道か強糊粉
●洋室(1へ2名1室)

●iM与:00/OJ丁l O:00

※朝食ホテル鵬のサービス

旅行代金に謙れません)

回　　　　　　　国

女性のお至酸にげィースセットをご用憲　ウ勤カムド助附き(銭貨胴珊肝阿)

栄・鋳　　　　　　　　　　栄・錦

★地下鉄腕馴ら鰐細分
●洋室(1へ2名1室)

●iN1う’00/OUT「 O.00

※宿泊駒柑1 01ト1 0〃、 319

★地下鯛勘lら鰐緋分
●洋室(1へ2名1室)

●囲う:00/OJ丁「 「 ’00

圃

朝食を昼食に変更可能

★地下鉄鍋駅から鰐細分

●洋室(1へ3名1室)

●lN1 5.00/OUT仕00

※朋鰍的I9、3I「O、411蝿

★跡微塵樹ら鰐醐
●洋室(1へ2名1室)

●1M与’00/OU丁l O.00

※朝飾テルからのサービス

旅行代金に含まれません)

★地下鉄栄醐1ら徒歩純分

●洋室(1へ2名1室)

●lN1 5:00/OUT「 O:00

※宿泊除外日:3/9

田圃　※禁煙のみの設定圃

★地下鉄栄駅か雅歩細分

●ダブル洋室(1名1室)

洋室(2名1室)
●iN1 3:00/OJT仕00

※宿泊闘旧1鵬、10〃、3I9

★金山駅から徒歩約扮
●ダブル瀧(1 ~2名1皇)

洋室(2へ3名1室)

●lN1 5100/OJTl O:00

金山・千種・名古屋市郊外

★金山駅から徒歩約1分

●洋室(1へ3名1室)

●lN1 4:00/〇日丁「 「.00

圃冊囲

圃　　　　　　　園田

ビデオオン六ンドシステ錦軸棚可能　　　　　閥唖Ⅲ鴨幽雪目重囲

豊田・刈谷・知立

★知多半田駅から徒歩細分

●洋室(1名1室)
●iM与:00/OJTl O.00

※朝食ホテルからのサービス

帖縮代金iこ含まれません)

圃

ウエルカムドリンク付き

璽塁遷せ蝶か翼学齢
●洋室(1へ3名1室)

●iN1的0/

0しm l OO(通削0:00)

※宿泊除外日’4/8~4/1 2

圃

中部国際空港(萬滑)

★都騨滑馴ら徒歩的粉
●洋室(1へ2名1室)

●IM与:00/OU丁「 O:00

※朝食柘ルからのサービス

旅行代金に含ま鳩せん)

圃

室田・刈谷・知立

★繊上蔀蠍捕鯨糾明
●洋室(1へ2名1室)

●lN1 5 00/OUT「 O:00

※専脹:ホテルからのサービス

(輔代金に含まれません)

田圃　　　　　　圃

岐阜市・大垣

★」蝦阜駅から徒歩約7分

●洋室(1へ2名1室)

●iN14:00個別与00)/

OU丁「 l.00樋常1 0.00)

ドリンク付引1階レストラン1与:00-24:00)ウエルカムドリンク付き

栄・錦　　　　　　　　　　栄・錦

★地下鉄栄勅lら解約粉

●洋室(1へ2名1室)

●lN1 5’00/OUT仕00

※禁煙のみの設定
※宿泊駒岨10伯、 10〃、3I9

★地下鋪勒lら徒歩鵬分

●洋室(1 -2名1室)

ダブル洋室(2名1室)

●iM 5.00/OJ丁「 O:00

※禁煙のみの設定

圃

西国　　　　　　圃

圃

朝飯昼鮎薮醜くレ朴ラン・メニュー醍)

金山・千種・名古屋市郊外

★地下競闘駅肪鰐細分
●洋室(2へ3名1室)

ダブル洋室(1名1室)

●lM 5:00/OUT1 2.00

※宿泊除外目:1 0/6、 1 0〃、

囲　　1 1I9、 1 /6、 1 /30、319

ウエルカムドリンク付き

室田・刈谷・知立

★名鉄知立馴ら徒歩約粉

洋室(1へ2名1室)

lN1 4:00/OU丁1 2’00

※禁煙のみの設定圃

中部国際空港(萬潜)

★中粥際鶴醐ら解約分
●洋室(1へ2名1室)

●lN1 5:00/OUTl O.00

※朝食ホテル鵬のサー玖

(瓶代釦含まれません)

※禁煙のみの設定圃

岐阜市・大垣

★」 R岐阜勘、ら徒歩約7分

●洋室(1名1室)
●lN1 4,00/OUT仕00

圃

★中粥標鶴馴ら鰐細分
●セントラルサイド

洋室(1へ2名1室)

●lN1 5’00/OUTl O:00

★」瞳搬阜馴ら車嘲1粉

●洋室(1へ3名1室)

●lM 4:00(通常1与00)/

※禁煙のみの設定薗※畠撒粥課

醒ま躍濯灘
●iM 5:00/

OJ丁仕00燵常佃00)

★地下鉄栄瓢ら徒歩純分

●洋室(1へ2名1室)

●剛与:00/

OU丁13.00健常11 00)

※禁煙のみの設定

圃

ミネラルウオーター1本付き

室田・刈谷・知立

★名鑑師訳鵬徒鞠紛
●洋室(1へ2名1室)

●iM与:00/0し爪1.00

圃

ミネラルウオーター1本付き

★中部国際盟恥雅歩細分

●パシフィックサイ

ド洋室(2名1室)
パシフィックサイド

ダブル洋室(1名1室)

園田　鰻鵜富雄砦

閥脳副勝り鞄星図

★」暇阜馴ら車で細扮
●洋室(1へ3名1室)

●lN1 4:00/OUT1 2:00

※宿泊除外日:4/27

回国園　3128・据/4、与131圃

l　　　　　囲

朝食を昼食に変更可(土日祝除く)慌闘闘翻案2,000町的ゼ歳)く



※基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ります。特に記載のない場合は、 1泊朝食付きとなります。 ※施設使用料の金額は税別となります。

尊　ぶ鞘磐轡
●州1 4:00/OU丁l l.00

※宿泊除外日:1/14

圃

ミネラルウオーター1本付き

★」 R浜松駅から徒歩緋分

●洋室(1名1室)
●lN1 4.00/OUTl l :00

※禁煙のみの設定
※髄鞘岨4′28、与I珪1与

★津駅から徒歩的1分
●洋室(1へ2名1室)

●州1与’00/OU丁「 O’00

※毒腺ホテルからのサービス

(旅行代金に含まれません〉

雪　　　★津駅からl取で約粉

雪●洋室(1へ2名1室)

.吉富害虫う●iN13・00/OJ丁12・00

睡蓮蘭※宿泊蜘1 0/与~10/8

四囲　※禁煙のみの設定圃

ミネラルウオーター1本付き

その他三重県

回　　　　　　　国

★」勝岡駅から徒歩約2分

●洋室(1へ2名1室)

●州1与:00/OU丁「 「 OO

※禁煙のみの設定

¥認識欝轡頭固さ轡轄轡
●iMう:00/OJT「 O:00

※朝食ホテ脚らのサービス

(嗣子代金に含まれません) 藷議諮認諾
※禁煙のみの設定回田園

園田i旧爛駒イヤルホテルi
ウエルカムドリンク付き

★」R浜松駒、ら徒歩約粉

洋室(1へ3名1室)

lN1 3:00/OUT「 「 100

★」勝岡勅1ら徒歩細分

●洋室(1へ2名1室)

●lN1 4:00/OUT「告00

★」R静岡駅から徒歩細分

●洋室(1へ2名1室)

●iN1 4:00/OUTl 「 ’00

※宿泊除外日:用4、3/2

圃

★伊勢市駅から車で約9分

●洋室(1へ2名1室)

●lN1 5:00/OUT「 O100

※専脹ホテル船のサービス

(旅行代金に謙れません)

西国　※禁煙のみの設定田圃

★」R藤校勘lら徒歩細分

●洋室(1へ2名1室)

●lN1 5:00/OUT仕00

※駿:ホテル鵬のサービス

(旅行代金に含まれません)

★伊勢弼肋lら徒歩約扮

●洋室(1へ2名1室)

ダブル洋室(2名1室)

●iN1与00/OU丁l O.00

※禁煙のみの設定

★掛川駅から徒歩約扮
●洋室(1へ2名1室)

●iN1 4.00随削与00)/

OUT「 O’00

(櫛代金に謙れません〉
※禁煙のみの設定

★」勝松駅から徒歩約2分

●洋室(1へ2名1室)

※鯛鰍日1016、10〃、

11/3, 1 1/4,3/10、3/仕6/1

田圃　　　　　　　圃

ドリンク付き(4階ラウンジ)

★静岡駅から徒歩約粉　三

事濯　霊剣戴言:
●iM与.00/OU丁l O:00

※朝食ホテルからのサービス

(旅行代金iこ含まれません)

★」勝岡勅lら徒歩約扮
●洋室(1へ2名1室)

● iM与:00/OJ丁仕00

田圃　〇　　　　　回

ドリンク付き(蝿ラウンジ1与:00-22:00)

※禁煙のみの設定圃

※写真下にある口はホテルからのおもてなしです。

国葬・国家群　国務中　国語豊　0誓窪

田塞燐轡インの　囲繁族譜プルの
※1男女別、時間等はり入善制の場合もあります。また、複数の風呂のある施設で-部有料の場合もあ臆す。 ※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あ臆す。ご予約時にお申し出くだ朴。マークがなくても設定がある施

設もあ臆す。ご利用希望の場合はリクエスト対応となりますので、お問い合わせくだ机、。 ※う・ ※4当マークが併記されている場合、事

前に指定できない場合があります。糟に舌戦のない限生l玖・トイレ付きとな臆す。 ※2018年明現在の情報となります。

シティプラン名古屋1 ・2・3泊

圃書出細カレンダー(下記基本代金表のアル,バットとあわせてご覧ください。 )
※ 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。
※復路便の延長について、-部設定除

外日があります。詳細はP.7をご覧くだ
さい。

◆基本代金に含まれるもの
(D包括旅行割引運賃適用の航空運賃
②国内線旅客施設使用料
(∋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。

臆基本代金(お一人様) 〈福岡発/基本グループホテル・往復基本フライト利用〉

1毒舌志へへへ、三三 ��A �日 �C �D �各 �戸 �圭　G �甘 �i �」 �、K �し �M 

1 泊 �3名1室 �24,900 �27,700 �28,600 �29,100 �29,100 �29,100 �!30暮100 �30章500 �31書400 �31,400 �3e,eOO �39,000 �50,100 

2名1室 �26,800 �28,100 �28,600 �29,100 �29,100 �29,100 �-30,100 �131霊500 �32,000 �32,900 �3e暮700 �40,100 �-与1,400 

1名1室 �27,800 �28,500 �29,000 �29,500 �30,100 �30霊300 �30すら00 �王　32暮ら0o �33,000 �34,000 �37事80o �41,200 �与2,与00 

2 泊 �3名1室 �29章800 �31事300 �31,800 �32,800 �33,800 �34,800 �さら,800 �3e,3○○ �38,400 �40,90o �41,100 �45,100 �4与,300 

2名1室 �32,000 �33,000 �33,300 �34,300 �うら,300 �36,30o �37.800 �重38,300 �39,500 �43,100 �44,000 �47暮6○○ �47,800 

1名1室 �34,300 �3与,00o �35,300 �3e書300 �37,300 �38,300 �軍　事9,800 �40,300 �41,500 �4与,20o �4e,200 �49.600 �49,8oO 

3 泊 �3名1室 �34,900 �35,800 �3与,800 �3e,200 �3e霊200 �3e,400 �,38,eOO �38,800 �43,900 �45,eOo �49,000 �50,100 �eO,000 

2名1室 �38,200 �39,100 �39,100 �39,500 �40,000 �40,400 �王　42.40o �43,400 �46,100 �48,900 �50,600 �与3,800 �63,000 

書名1室 �41,400 �42,300 �42,400 �42,700 �43,300 �43,700 �46,100 �47事200 �49,200 �与2,200 �53,700 �うら事800 �66,100 

…掃く販売店の皆様へ〉1 O月出発は旧adam、 I l月出発以降は新adamにてご予約ください。 3



シティプラン名古屋1 ・2・3泊

国書出潮カレガー(下記基本代金表のアル,バットとあわせてご覧ください。 )

白 �Iヨ �火 �を書く �!木 �重と ��土 �∈i �月 �火 �水 �木 �金 ��土 �日 ��重言 �火 �ミIく �木 �金 �土 �t三〇 �重∃ �火 �水 �木に壷 ��土 �日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �t;i �管i 

●　三 � �1 A �2 ′¥ �Jヽ �A �各 ��.H �7 D �F �●} A �1o ilヽ �111 A �� �⊂ �� �′l �芸 �17 ▲ �18 A �11まタ く二 �つく) く二 �21 A �22 A �つな事 ′¥ �●■ �、暮雪 ′¥ �,⊂ �こく7 ⊂ �2e lヽ �。乙∈i A �創り A �31 A � � � � � 

1 く: �ま く= ��3 C �4 ′¥ �与 ′l �A �A �A �� �1o「 (二 ��1 �12 A �13 A �14 ′ヽ �1ら ′l �○○ く: �丁ラ くニ �芸 �′- �:乙o A �21 A �2二宣 言 �.言 �24 く二 �号 �まe A �i �告 �A �く二 � � � 

音 � � ��は �二乙 ⊂ �3 (= �4 ⊂ �く: �く二 �� �D �� �1u く二 �11 くこ �1之 ⊂ �13 く: �14 D �1ら D �1e く: �く二 �く二 �く二 �iぎ �苫 �之」と e �23 各 �24 各 �言 �各 �各 �ぞ �K �きくタ’ K) �〉K 

音　　l月 � � �iく �孟 �M �」 ��∴　I �は �音　C �e く二 �1事 く= �1ol くニ �� �亡 �� �C �くニ �く二 �17 く二 �18 D �1○ ○ �2o くニ �エ1 く= �二とま く= �⊂: �⊂ �“ �D �■乙7 ⊂: �2」さ く �之9 く; �つく) C �31 く. � � � � 

2月 � �i � �音 � �1 D ��2 D �事‾ (二 �l二 �くニ �(こ �⊂: �� �○ ○巨 �1o くニ ��11 く= �1二ま く �1さ く= �音l● ;く: �D �D �1-タ ⊂ �10 く二 �「ブ く二 �● くニ �二まう (ニ �22 D �● �く: �ぞ �く: �∠7 く二 �く二 � � � � 

3月 � � � � � �1 D ��之 D �3 甘 �田 �寄 �ロ �置I �� �⊂ �責苦 ��寄 �1之 iB �l晴 �…○○書 !軸 �芋 �∴千●i∴ /鎖三 �K �′　K �∴iく �　● ,¥鴫 �¥■こ1 K �!宇 �‡宇- �◆ �言 �K �、Iく∴ �圭筈 �上嶋を �二二誌 �⊂ � 

4月 � �1 ⊂ �く: �く= �I(= �亡 ��i; �⊂: �き くニ �C �⊂: �○○1 く二 �� �1さ 各 �に ��1与 (= �○○ (こ �17 (こ �惜 �9 各 �稲 各 �⊂ �ぎ �ぎ �24 くニ �2よう C �i讐 �i �i �空事 D �D � � � � � � 

封∃ � � � �1 D �日 � �ヨ �二等≡ �亡 �6 ロ �7 (= �⊂ �⊂ �各 ��A �′ ��1鯵 Iヽ �14 A �1!ら A �1e A �17 A �18 A �しだ �′¥ �A �A �之二事 A �24 A �2よう A �之e A �2/ A �岩 �A �. � � � � 

臆基本代金(お一人様) 〈長崎発/基本グループホテル・往復基本フライト利用〉

※ 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。
※復路便の延長について、一部設定除

外日があります。詳細はP.7をご覧くだ
さい。

◆基本代金に含まれるもの
(D包括旅行割引運賃適用の航空運賃
(∋国内線旅客施設使用料
(∋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。

1室利用 �　　　出発日 人数 �A �露 �C �D �各 �呈　戸 �G　う �iH: �i �巨　」 �上K �;∴し　一 �M 

1 泊 �3名1垂 �41,oOO �41,000 �41,800 �41,800 �43,300 �44,60o �47,800 �48暮800 �与0,eOO �54霊20o �57,100 �57,700 �ie8,700 

2名1室 �42,100 �42,100 �42,800 �42,800 �44,300 �4与章90o �48,4oO �49阜00 �与1,900 �55,eOo �与7,600 �与8,800 �e9,200 

1名1室 �43,200 �43.200 �44事300 �44,300 �4与,300 �47葛000 �49タ400 �与0,400¥ �’53,100 �うら,eOO �58タeoO �与9,800 �70,300 

2 泊 �3名1室 �4与,800 �46,300 �47,300 �47,30o �49,300 �与1,900 �与4,8oO �与4,80o �57,000 �el,100 �62タ4oo �62,700 �音　7与,700 

2名1室 �47,300 �48,500 �48,800 �48暮800 �与1,300 �54暮200 �与5,900 �与らず30o、 �59,700 �63,400 �64暮ら00 �-6与,600 �7e,800 

1宣1室 �49,800 �与0,600 �51,300 �51,30o �53,300 �ちら,うoO �与8,000 �58,30o �62,100 �6与,500 �6e,8oO �67。800 �音　78,800 

3 泊 �3名1亘 �与0,500 �51事000 �51,400 �51,40o �与1,700 �51,700 �51,900 �与4事700 �与7,500 �59,10o �61暮300 �67暮ま00 �80,800 

2名1室 �53,800 �与4,300 �54,700 �i55,300 �5与タ300 �55,70o �与る,20o �58,10o �59,700 �こ　ら2,200 �e5霊2oO �70,うoO �83事00o 

1名1室 �57,100 �57,eOO �与8,000 �58,与0o �与8タeOO �与8,9○○ �59,eOO �el,40o �62,700 �65,う00 �i68,700 �,73,700 �86,000 

臆出発日カレンダー(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。 )

臆基本代金(お一人様) 〈宮崎発/基本グループホテル・往復基本フライト利用〉

※ 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。
※復路便の延長について、-部設定除

外日があります。詳細はP.7をご覧くだ
さい。

◆基本代金に含まれるもの
(①包括旅行割引運賃適用の航空運賃
(∋国内線旅客施設使用料

(∋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。

五言這-→-」竺三 ��A �B �CiD ��各 �雷 �G �H �1 �雪　」 �K �」;M 

1 泊 �3名1室 �38,300 �38,300 �39,300雪　40,300 ��40,800 �42裏300 �4之,800 �43,30o �43,3oO �4与,300 �,47事10o �50タeOOi与5,与00 

2名1室 �39,300 �39基300 �40,300 �i41,300 �41,800 �43霊300 �43タ300 �44,300 �44,800 �4e,300 �48章40o �51暮100 �重　ちら,100 

1名1室 �39,800 �40,300 �40,800 �42,300 �42,800 �43暮800 �44,000 �4与,30o �4e,30o �47,300 �49,500 �う2,10ei57,100 

2 泊 �3名1室 �42,800 �43,300 �43,300 �43,300 �43,800 �44夢800 �4e,300 �4e,80o �49,800 �与0,800 �与3夢50o �56,700 �62暮ら00 

ま名1室 �44裏800 �45,300 �4与,300 �4与,300 �4与,300 �4eタ800 �47暮800 �48,300 �与2,30o �与4,300 �一　与4暮600 �57,700 �-　63,eOO 

†名1室 �47,300 �47,800 �48,30o �49,300 �49,800 �50,与0o �与2,300 �53.50o �54事300 �56,300 �iうら,600 �59暮800 �e4,300 

3 泊 �3名1室 �48,000 �48,400 �48,400 �48,eOO �48.600 �49,曇00 �与o,000 �50タOoo �51,800 �52,000 �与7,200 �i64,600 �67,600 

2名1室 �51,400 �51,700 �52,300 �与2,eOO �52,600 �53,う00 �与4,000 �与4○○OO �らち,500 �与e.500 �与9,400 �e6,100 �69,800 

1名1室 �54,600 �54重900 �55,eOO �与5,800 �うら。300 �56,80o �与7,300 �57。700 �59霊100 �60,200 �62,500 �!e9,200 �72,9oO 

…看書く販売店の皆様へ〉10月出発は旧adam、 I l月出発以降は新adamにてこ予約ください。
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シティプラン名古屋1 ・2・3泊

回国書出細カレンダー(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。。 )

I∃ �`∃ �火 �水 �木 �重と � � �日 �月 �火 �水 �木 �重さ �土 �i;∃ ��1∃ �火 �水 �木 �重と �土 �日 ��i三言 ��火 �水 �木 �重宝 �土 �〇三i �重言 �火 �水 �木 �重き �土 �∈ミ �月 

1〇月 � �〃 A �之 A �3 ′¥ �⊂ �F � � �7 C �F �9 A �A �11 くニ �〇二ま く �置3 く: �10 A ��A �16 A �17 A �1-書 く �⊂: �ぎi芸 �� �2之 A ��苫 �之′● A �ニとら く: �音重く● (= �幸 二薫 �A �まく事 A A 蘭 �3o A �ま1 C 2e A )軸 � �「 幅i i苧 � �.重 � 

12月 � � � � �1 各 �2 E � � �名 義 D �5 A D �e lヽ 4 D �7 A !ら D �く二 戸 �⊂: 戸 �11】 く: 雪害 � � �12 lヽ 「o D �/ ■I 〇〇 〇 �14 A D �15 C 鵜う ど �○○ ⊂ ‾要 �く二 戸 �18 A D �� � �2o A 18 ロ �ま1 A 19 D �寄 書 �堰 尾 ��言 寄 ��■ 盲¥ ��之9 〇 〇 ��」 ��」 

1月 � � �〃{ �ふ �M �4 lく �� �葵音 �三毛 �ロ �一事 �「u 且 �し �1二重 K � � �/ �15 "I �○○ ロ �1ヲ E �と �置●タ(2 i巨　格I �� �� �筈 �言 �ま.● 各 �2暮ら i≡ �と �言 �重言 �号 �● B �31 各 � � � � 

2月 � � � � � �1 各 � � �● �4 9 �5 寄 �は �各 �く∃ �∃:タ 弓H � � �嘉5‾ �寄 �甘 �14 且 �1暮 雪 �王 �回 �� � �富!タ e �寄 �E �言 �2_暮 ら �2′○ ○ �ぎ �くニ �2/ く二 �28 戸 � � � � 

3月 � � � � � �要 【各 �〈 � �3 D �D �D �D �亡 �8 F �惇 �ロ ��11 D �芸 �苫 �、若 �〇㌢ i �○○ 置 �調 ��‖": 1書∵ ��滞 �● D �眉 �肯く �¥竿 �筈 �25 柵 �刷上 �、業プ :軸 �と �十号 �各 �寄 � 

4目 � �D �2 ○) �3 D �各 �� � �7 D �8 D �9 o �1葛ブ D �日 �各 �1書 ∈ �14 D ��1⇒ D �1 D �17 ") �18 各 �○○ 各 �各 �二王1 D ��2ま D ��ま3 D ��言 �賢 �∴▲′ ¥音,顔 �,こ �言 �A � � � � � � 

5月 � � � �1 各 �ま I �3 K � � �臆　F �D �7 "} �8 D �戸 �戸 �ill F �〃之 〃〕 ��13 ロ �D �D �岳 �)㌢ �声 �D ��◆ D ��」ま1 "〕 �言 �デ �二と○ 戸 �筈 �二と○ ○〕 �2フ D �D �ロ �3o �31 � � � 

臆基本代金(お一人様) 〈鹿児島発/基本グループホテル・往復基本フライト利用〉

※ 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。
※復路便の延長について、「部設定除

外日があります。詳細はP.7をご覧くだ
さい。

◆基本代金に含まれるもの
①包括旅行割引運賃適用の航空運賃
(∋国内線旅客施設使用料
(∋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。

1宣言言古一一、三三 ��A �田 �C �D �各 �干 �G �三　戸: �l∴ �」 �K　〈　し ��-　M 

1 泊 �3名1室 �39,000 �39霊与00 �う9,800 �39,800 �41,80o �43事50o �43暮ら00 �44暮900 �44,9oO �44900 �4740o �与1800 �67700 

2名1室 �40,000 �40,与00 �40,800 �41事300 �42,80o �44,000 �44裏400 �45事500 �4e,000 �4e,400 �47700 �与3700 �e8300 

1名1室 �41,000 �41,3○○ �41.800 �42,300 �43,800 �45,000 �4与,与00 �46,500 �47,000 �47暮400 �48,90o �54800 �69300 

之 泊 �3名1室 �43,800 �44,30o �46重300 �46,300 �4e,300 �48霊70o �49,eOO �51,000 �52,100 �54800 �与8200 �64100 �74700 

ま名1室 �45,300 �4与,800 �47,300 �47,300 �48事300 �51,之00 �与1800 �i53000 �54300 �与590o �59800 �らち100 �75800 

1名1室 �47,800 �48,3oo �48,300 �49,800 �50,80o �与3,400 �54。000 �ちら,300 �55,600 �与8,000 �el,80o �e7200 �77900 

3 泊 �3名1室 �48,900 �49,700 �49,700 �50,100 �与0,100 �与0,400 �524oO �549○○ �らち100 �6180o �62400 �69100 �81700 

2名1室 �52,20o �53,000 �与3,与00 �与3.与00 �与4○○0o �54,400 �55着800 �58,200 �与9,100 �e3,400 �eeOOO �7130o �8330o 

1名1室 �与5,400 �5e霊300 �与6,800 �5e,800 �与7,200 �57,ら○○ �与9.100 �61,40o �e2,400 �66,500 �69,10o �74,400 �86.400 

〈販売店の皆様へ〉 1 0月出発は旧adam、 I l月出発以降は新adamにてこ予約ください。

ホテル追加代金(お一人様/1泊iこつき)

単位:円 

硲白 �宿泊日 1量 刑用人数 �10/1へ10/5 ��10/6、10/7 11/23 11/24 �11/1へ11/22 ��12/十-12/28 1/4へ1/11 ��3/15へ3/31 ��4/1へ4/26 ��5/1 I 柿ル ��10/8へ10/31 ��12/29へ1/3 �11/25・-11/30 ��1/14・-2/8 ����4/29 ��5/2 

川T 勅-プ ����1/12、1/13 2/9、2/10 4/27、4/28 与/3へ5/5 ���2/11へ3/14 ����4/30 ��5/6へ6/4 

日一会 �土 ��日一金 �土 �日一金 �土 �日一金 �土 �日一会 �土 �日一合 �土 

3名1室 �1与00 �1与00 �1000 �1500 �1与00 �1500 �2000 �1与00 �1700 �1与00 �2000 �1与00 �1000 

グ題プ �2名1婁 �′ 1,与00 �′ 1,与00 �I 1,000 �′ 1,与00 �′ 1,与00 �′ 1,与00 �′ 2,000 �′ 1,与00 �′ 2,400 �′ 1,与00 �l 2,000 �′ 1,500 �′ 1,000 

1名1宣 �1′500 �1,与00 �1,000 �1,与00 �1,与00 �1,与00 �2,000 �1,与00 �2,500 �1,与00 �2.与00 �1,与00 �与00 

」 �3名1婁 �2,000 �3,000 �2,与00 �2,000 �3,000 �2,000 �3,与00 �2,000 �3,200 �2,000 �3.与00 �2,000 �2,200 
● �2名1室 �2,000 �3,000 �3,000 �2,000 �3,000 �2,000 �3,与00 �2,000 �3,900 �2,000 �3,与00 �2,000 �2,う00 

1名1室 �2,与00 �4,与00 �4,000 �2,与00 �4,500 �2,500 �与,000 �2,与00 �与,与00 �2,与00 �5,与00 �2,与00 �う,400 

3名1窒 �4000 �与000 �4000 �4000 �与000 �4000 �与与00 �4000 �与200 �4000 �5与00 �4000 �4200 

グ糎プ �2名1室 �l 4′与00 �′ 与,000 �′ 与,000 �′ 4,与00 �′ 与,000 �l 4,500 �′ 与,与00 �　′ 臆4,与00 �′ 5,900 �I 4,与00 �′ 与,500 �′ 4,与00 �′ 4,300 

1名1室 �4,与00 �与,000 �与,与00 �4,与00 �与,000 �4,与00 �与,与00 �4,500 �6.000 �4.与00 �6,000 �4,与00 �3,900 

● �3名1室 �6,000 �7,与00 �与,000 �6,000 �7,与00 �6,000 �8,000 �6,000 �7,700 �6,000 �8,000 �6,000 �6,700 
2名1室 �6,000 �7,与00 �6,500 �6,000 �7,与00 �6,000 �8,000 �6,000 �8,400 �6,000 �8,000 �6,000 �6,800 

1名1室 �6,与00 �7,与00 �6′与00 �6,与00 �7,与00 �6,与00 �8,000 �6,与00 �8,与00 �6,500 �8,500 �6,与00 �6,400 

3名1室 �6′500 �8,与00 �8,000 �6,与00 �8′与00 �6,与00 �9,000 �6,与00 �8,700 �6,与00 �9,000 �6,与00 �7,700 

グ,言プ �2名1室 �7.与00 �10,与00 �9,500 �7,与00 �10,000 �7,与00 �10,000 �7,500 �10,000 �7,与00 �11,000 �7,与00 �9,800 

1名1室 �9′000 �10,500 �10,000 �9,000 �10,与00 �9,000 �10,与00 �9,000 �11,500 �9,000 �11,与00 �9,000 �9,400 

3名1室 �8,500 �9,与00 �10,000 �8,与00 �9,500 �8,与00 �10,000 �8,500 �9,700 �8,与00 �10,000 �8,500　　8,700 

2名1室 �10,000 �11,与00 �11′与00 �10,000 �11,与00 �10,000 �12,000 �10,000 �12,400 �10,000 �12,000 �10,000 �10,800 

・1名1室 �14,000 �16,与00 �19,与00 �14,000 �16,500 �14,000 �17,000 �14,000 �17,500 �14,000 �17,与00 �14,000 �1与,400 

3名1室 �12,与00 �14,000 �11,000 �12,与00 �14,000 �12,与00 �14,与00 �12,与00 �14,200 �12,与00 �14,与00 �12,500 �13,200 

2名1室 �1与,000 �16′与00 �1与,与00 �1与,000 �16.与00 �15,000 �17,000 �1与,000 �17,400 �1与,000 �17,000 �1与,000 �1与,800 

1名1室 �20,000 �23,000 �22,与00 �20,000 �23,000 �20,000 �23,与00 �20,000 �24,000 �20,000 �24,000 �20,000 �21,900 
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□基本フライト、 □ Aフライト、 □ Bフライト、 □ cフライト
●発着空港は同一空港となります。

(往　路)

出発地 �便名 �三 言 �出発卜到着 ���到着地 

福岡 �432 � �08 �00ト09 �15 �中部国際 

434 � �09 �10ト10 �2与 

★3832 � �10 �0与ト11 �2与 

438 � �11 �0与ト12 �20 

◇440 � �14 �00ト1与 �2与 

★3834 � �14 �55ト16 �10 

◇442 � �16 �1与ト17 �40 

★3838 � �18 �2与ト19 �4与 

448 � �19 �40ト20 �55 

450 � �20 �40ト21 �5与 

大分 �●3166 � �09 �,40ト10 �4与 

●3170 � �20 �:2与ト21 �30 

出発地 �便名 �三 一イ ト �出 �発卜到 �着 �到着地 

熊本 �◇332 � �10 �00ト11 �2与 �中部国際 

◇334 �A �15 �40ト17 �05 

◇336 �A �20 �1与ト21 �40 

長崎 �372 � �09 �与0ト11 �10 

374 � �20 �1与ト21 �35 

宮崎 �342 � �09 �00ト10 �1与 

◇344 � �12 �40ト14 �05 

◇348 � �18 �45ト20 �0与 

鹿児島 �352 � �10 �00ト11 �15 

◇354 �C �12 �40ト14 �05 

◇3与8 �B �16 �与与ト18 �20 

360 �A �20 �30ト21 �45 

※フライトスケジュールは変更される場合がありますので、予約時にご確

認ください。運航会社・使用機材・座席番号などが変更になる場合があり
ます。掲載の出発時刻より60分以上変更の場合、フライト追加代金が変

更になる場合があります。
※当日やむを得ない理由(天候・その他)により、予約便の便名および時刻

の変更等が生じた場合でも差額の払戻はありません。
※当日予約便に乗り遅れの場合も航空券の払戻はできません。また、代替

交通はお客様ご自身での手配となり、費用もお客様負担となります。

◇ ・・・プロペラ機材での運航

’出発地 �使名 �三 千 �出発　卜到着 ���到着地 

中部国際 �★3831 � �08 �00ト09 �25 �福岡 

43与 �A �09 �00ト10 �25 

◇437 �A �11 �3与ト13 �05 

★3833 �A �12 �10ト13 �35 

◇439 �A �16 �00ト17 �30 

★3837 �A �16 �50ト18 �15 

4翻¥, �B �17 �35、ト19 �00 

445∴ �B �18 �30ト19 �5与 

447〈 �B �19 �15ノン20 �35 

449’ �B �20 �20’ト21 �45 

●3165 � �07 �35ト08 �4与 �大分 

●3169 �A �18 �45ト19 �与5 

出発地 �便名 �三 言 �出発卜到着 ���到着地 

中部国際 �◇331 � �08 �00ト09 �30 �熊本 

◇333 �A �13 �40ト1与 �10 

◇33与 �B �18 �10ト19 �40 

371 � �07 �45ト09 �10 �長崎 

373 �A �18 �10ト19 �35 

◇341 � �08 �15ト09 �40 �宮崎 

◇345 �A �10 �4与ト12 �10 

347 �A �17 �10ト18 �2与 

3与1 � �08 �05ト09 �25 �鹿児島 

◇353 �B �10 �30ト12 �05 

◇355 �C �14 �50ト16 �25 

3与9 �A �18 �30ト19 �50 

● 【IBEX (アイペックスエアラインズ) /ANAコードシェア(共同運航)便ご利用の場合】
. iBEXの機材および乗務員にて運航し、機内のサービスはIBEXの基準により

行います。

★ 【SF」‾(スターフライヤー) /ANAコードシェア(共同運航)便ご利用の場合】
・ SF」の機材および乗務員にて運航し、機内のサービスはSF」の基準により行

います。

基本フライト以外をご利用の場合は、往路、復路それぞれのご搭乗日。利用便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)追加代金(お-人様)

熊本発 往路搭乗日 �10/1へ与/29 

日一木・土 �金 

Aフライト �追加なし �3,000 

鹿児島発 �10/1~11/25 12/1~12/20、1/8~1/10 1/15~4/26、5/8~与/29 �11/26へ11/30 �12/21、12/27 1/1へ1/6 1/11、1/12、4/29 �12/22 �12/23へ12/26 �12/28、12/Z9 �12/30、12/31 1/7、1/13、1/14 5/5、5/7 �与/3 

往路搭乗日 ����与/6 �4/27、4/28 �4/う0へ5/2 ��与/4 

Aフライト �追加なし �追加なし �追加なし �22,000 �5,0脚 �1,000 �1,000 �17,500 

Bフライト �1,500 �2,500 �追加移し �∴22,000∴ �蚕,000 �1,500 �1ず000 �17,500 

Cフライト �1,500 �2,500 �追加なし �1,000 �追加なし　● �500 �1,500 �1,500 

福岡発 復路搭乗日 �右記以外 ��12/10へ1之/13 �12/21へ12/26 �12/Z7(イ2/31 ��1/1、1/2 �1/14、2/10、2/11 �5/3、5/4 

月一木・土 �金・日 ���1/3 ��ふ「/4へ1/6 �4/27へ与/2、与/与、与/6 

Aフライト �追加なし �遭舶なし �追加なし �14,500 �23 �,000 �9,500 �4,000 �5,500 

Bフライト �’¥追加なし �2,500 �2,500 �∴∴14,500∴ �23 �000 �9,500 �4,500 �5霊500 

熊本発 �右記以外 ��10/与、10/8 11/22、11/之5 �10/6 11/23 �12/24 �12/28 �12/29 �12/31へ1/2 1/5 �1/3 1/4 �5/2 �5/3 

復路搭乗日 ���1Z/21、1/11 Z/8、2/11 �11/30 12/22 �1/14 ��12/30 �4/Z7 4/28 �1/6 4/29 ��5/7 

月一木・土 �金・日 

Aフライト �追加なし �追加なし �500 �3,500 �追加なし �4,000 �26,000 �10,000 �11,000 �18,000 �20,500 

Bフライト �,道加なし �3,000 �12,0調0 �4事000 �5高00 �“8,500 �ヴ　26,000 �10,000 �14夢500 �18,000 �20,500 

鹿児島発 �右記以外 �11/26へ「「/30 �12/22 与/3、5/4 5/6 �12/23へ12/26 �12/27へ1之/31 �1/1へ1/3 �1/4、1/5 �1/7 �1/13、1/14 4/29へ5/2 5/与、5/7 

復路潜幸日 �����1/6 ��1/11、1/1之 �4/27、4/28 

Aフライト �追加なし �追加なし �25,500 �10,500 �7,000 �28,000 �12,500 �4,500 �1,500 

Bフライト �1,500 �2タ5的 �7,000 �5,5卿0 �7,0脚 �28,000 �12,500 �2,000 �1,000 

Cフライト �1,500 �2,500 �25,500 �10,500 �7,500 �28,000 �12,500 �4,500 �1,500 

※ 1 0/31出発の場合、復路便は1 1 /6利用分までとなります。
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●出発・帰着空港:福岡・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島空港
●設定期間: 201 8年1 0月旧へ201 9年与月29日の毎日出発

●最少性行人員: 1名
●添乗買:添乗員は同行いたしませんので、ご旅行中の諸

手続きはお客様ご自身で行っていただきます。

※ 1 1泊食事なし(ホテルによっては旅行代金に含まれない朝食
サービスあり)、または1泊朝食付きのいずれかとなります。
各ホテルのご案内をご覧ください(特に記載のない場合は1
泊朝食付き) 。

■旅行代金について

旅行代金とは「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

を指します。

出発日・利用人数・日程はり旅行代金が異
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

ださい。小人代金の設定はありません。 (3歳

以上は大人と同旅行代金となります。)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。羽田・

成田・中部国際・※伊丹・※関西・※札幌(新

千歳) ・ ※仙台・北九州空港ご利用の場合、国

内線旅客施設使用靭治まれております(※

の空港は201 8年1 0月28日から適用)。

日程 �行　程 �食事 

1 �[国手中部国際空港こく各自負担〉=ホテル◆到着後フリータイム � 

中日 �◆終日フリータイム �※1 

震終日 �◆出発までフリータイムホテル=〈各自負担〉=中部国際空港十回 �※1 

利用空港・路線・便についてはフライト情報をご覧ください。

臆お客様へのご案内(必ずお読みください。)

ぉ申し込み/ 「名様よりお申し込みいただけます。また、申込時に必要部屋数をお申し出くださいo批難の前日から起算して7目前までご予約を承っておりますoただし、満席等の理由はり受脚ナができない場合

があります。ご利用便/便名は抒約いたかた時点で決定いたしますが、ダイヤ変更脚、便名・フライトスケジュールは変更となる場合がありますoその場合予定の日程を変更することもありますo券面に説き

れている便以外はご利別、たたけません。また、乗り遅れ(交通機関の渋滞含む)はる代替交韻用はお客梯坦となり、航空券の払戻はできませんのでご注意ください0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。 ※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、復路搭乗白描効な輔または航空券をお買い求めください。 ※事前座席指定いただける席には限りがありますo予

約状況はり、お並び席などご希望に沿えない場合があります。 ※機椴更などやむ礁ない理由はり、ご指定済みの座席が予告なしに変わる齢がありますo ※艦便利用に放ってはご予約された艦会
社の運送鰍Iこよります。宿湖設/樽に誠のない限り、客室の指定はできません○ルームタイプが"またばで恭されている場合、指定はできませんo記載されている客室写真は一例となります。榔屋はお受

けいたしておりません。掛こ誠のない限り、パス・トイレ付きとなります。 〈港〉特に記載のない限りl名l室はシングルルーム、 2名1室はツインルームのご利用となりますo (3名以上1室でご利用の場拾聞イン十エ

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.和洋室〉 l室の広さ(畳数)は利用人数{こより変わりますo「ホテルからのおもてなし」は記載のない限り、瀧中1回のご利用となりますo各宿湖設チェックイ

ン時に耕し出のうえ利用ください。また、誠のおもてなしの内容は一部となる場合がありますo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鵬刻赫文字で表示していますo代金を適用しかお子様

(3歳未満)で館や寝具を必要とされない齢でも臓使用料が必要な場合があります(現地払い)。各臓こ記載されている金額はl泊あたりの金額となりますoまた、艇殿の都合はり変更となる場治がありますo

澱使用料胎まれているものは各宿泊繊こより異なりますので各宿泊願にご確認くださいo館/館条件脚こ記載のない限り朝餉きとなりますo早馳発の場合などお客様の行程はっては強を
ご棚いただくことができない場合があります。その場合、お客様の朝食膜となりますのでご注意ください。ポショナルブラン/プランはり小人の素懐年齢が異なりますo3歳末溝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、プランはって現地ではお申し込みいただけない齢もありますoその他/ツア中、当社の手配による旅行サービスの提供が一切桁われない日にれを当社では「無手醐」といい

ます)については、当該日lこお客様が被った賦こついて搬金は支払われませんo取り扱い臓は、予告なく施殿の-肛事、法令点検、営業日、メニュー内容等を変更する場合があります。

竿。認諾会社(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。旅行契約の内容・条件は、募集パンフ
レットまたはホームぺ-ゾ別途お渡しする旅行条件書

(全文) ・出発前にお渡しする最終旅程表および当社旅
行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「約款」とい
う)によります。

謙譲謀議琵諾諾
2)を併せて「当社ら」という)のそれぞれにおいて、お客様

からの旅行契約のお申し込みまたはご予約を承りま克

②ご来店の場合、当社所定の旅行申込書に所定の事項を
記入し、後記申込金を添えてお申し込みいただきます

③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九この場合、契約はご予約の
時点では成立しておら京当社らがご予約の承諾の旨
を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
の提出と申込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

申込金のお支払いが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。

④申込金は、後記する「旅行代金」 「取消料」 「違約料」
のそれぞれ-部または全部として取り扱いします。

※表内金額以上旅行代金まで
⑤ただし、別途パンフレット、ホームページなどにこれと

異なる記載があるときは、その定めるところによります

●3　お申し込み条件

①旅行開始日時点で「 5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。 「 5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。予約時点
で1 5歳以上20歳未満の方のみでの旅行の場合は、

親権者の同意書が必要で丸

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場合には、お申し
込みをお断りする場合があります。

●4　お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告・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額」を差し引いた金額を
いいますこの合計金額が「申込金」 「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丸参

加されるお客様は旅行開始日当日を基準に満1 2歳以
上の方は大人代金、満3歳以上「 2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ありますただし、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た場合
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。

●与　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21目前までにお支払いいただきます。なお、2「目

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お支払いいただきま丸

おからだの不自由なお客様の旅行相談デスク

心身の障机lまたはアレルギーを合輔やけがのある

お客様の、ツアー参抑こ関するこ相談を伺っております。

※旅行参加に隠し介助をしていただく方の同伴を礪いする場合もあります。

※取扱旅行会社の方もお気軽にご相談ください。

雪望⑲ 0与70-029-01 1
※ lP電話からlまこちらに削、けください。 050・38 1 9"9274

受付時間10:00へ1 2:00/1 3:00-1 8:00

(土・日・祝日および1 2/29へ1/3、う/1を除く)

宿泊、レンタカーまたは観光施設の入場のみをご利用の場合 �にご出発の 
しています。 前日(一部を除く)までお申し込みいただける「あなたび」をご用憲 

※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。 

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1 6うら号　〒103-0027東京都中央区日本橋2-14-1

黛欒器拶10450180ボ⊃十億能会貫

当パンフレットの話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　‾業務取扱管理者(国内)とは、お客様 ���の旅行を取り扱う旅行会社・営業所 

での引に開 明な点があれ �する責任者です。この旅そ ば、ご遠慮なく右話の取扱 �契 �約に関 �し、担当者からの説明に」不 
管理 �者に �おたずねください。 

パンフレット請求コード P8-080葛1与-000 商品区分コード

●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ひとりにつき下

記の料率で取消料をいただきます。なお、複数人数のご
参加で-郡の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客
様からは丁室ご利用人数の変更に対する差額代金をい
ただきます。

SSSSSSSS閲調書 ��・賜茎悩菓喜漢 

旅行開始日の �2「日日に あたる日まで �無　料 20日昌以降 �旅行代金の20% 

前日から �8日日に 

起算して さかのぼって �あたる日まで 

7日昌以降 2日日に 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「00% 

※オプショナルプランも上記料率による取消料が利用日

を基準として別途適用されます。ただし、旅行開始後
の取消料は1 00%となります。

※当社の定める申込期限内に、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。

※本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、約款の別

紙鰯踊償規定第二条第三項目に規定する「サー
ビスの提供を受けることを開始した時」以降をいい、

添乗員または当社係員が受け付けを行う場合はそ
の受け付け完了時以降を、それ以外の場合で最初の
運送機関が航空機であるときは、乗客のみが入場で

きる空港構内における手荷物の検査等の完了時以
降をいいます。

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机l。

童塑⑬0570-01 1 -860
営業時間9:30へ1 9:00

(土・日・祝日は1 8:00まで)
※1 2/31へ1/3を除く

※ iP電話からはこちらにおかけください。

0与0-381 9-921 3

●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-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、201 8年7月l日を基準日としていま

す。また、旅行代金は、201 8年7月l日現在の有効な運

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当社らでは、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プライバシーポリシーについては、当社ホームページ
(http.//WWW.anaS CO JP)をご参照ください。

●10　その他

各パンフレットまたはホームページ等に明示した申込
期限を過ぎた期間では、お客様の都合による航空券の
変更、行程変更、新規のご予約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未見

お申し込みの際には詳しい旅行条件書(全文)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。

お帰り後のご意見、ご感想をお待ちしています。

匿望⑪ 0与70-039-860

受付時間平日10:00へ17:00

(土・日・祝日および1 2/29へ1/3、5/1を除く)

※ iP電話からはこちらにおかけください。

0与0-38 1 9-927与

国内旅行傷害保険加入のおすずめ

安Iさんて調子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。

薄いふ言諒広島l丁削2番17骨

壷藻宮崎県勤労者旅行会
丁重LO985喜一24-1555 FAXO98う-24-8619

総合旅行業務取扱管理者
廣　田　健　忘


