
ANA具り十甜i写」
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往復のフライト

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。

●洋室(1へ2名1室)

●iM与’00/OU丁「 「 :00

※禁煙のみの設定

大阪朝・梶田周辺

圃四囲
園

●洋室(1へ2名1室)

●iN1与iOO(通削6:00)/

OU丁「 O:00

※禁煙のみの設定

●洋室(1-2名1室)

●iN1与:00/OU丁仕00

圃　　※宿泊除脚/1~1/3回国

朝食を昼食に変更可能(差額馳払い)

大阪駅・梅田周辺

★弧大阪馴ら徒歩紡分　醍警馨嬰★」鵬駅鵬徒歩約扮
●洋室(1へ2名1室)

ダブル洋室(ト2名1室〉

●iN1与:00/0し川1.00

※禁煙のみの設定

●ダブル港(ト2名1室)

洋室(2へ3名1室)

●iM 5.00/OJT1 2:00

※禁煙のみの設定

回国囲　　　　　回国

★」R大阪脚、ら徒歩純分

●洋室(1へ3名1室)

●iM 4.00/OU丁1 2 00

※宿泊除外日’4121 、4/22

ミネラルウオーター1泊につき1本付き　ミネラルウオーター1泊につき1本付き　ミネラルウオーター1泊iごつさ1本付き　朝食を昼食に変更可能

醒胃琵詞書
★」 R大阪駅から徒歩約粉

●洋室(1へ4名1室)

●iNぼ00/OJ丁1 2 00

声援…霊宝獲間諜晒}萱
★」 R大阪勅、ら徒歩細分

●洋室(1へ3名1室)

●IN1与.00/OJ丁1 2 00

★」鴨島勅、ら徒歩細分
●洋室(1へ3名1室)

●iM 4 00/OU丁1 2’00

※禁煙のみの設定

回国　　　　　　回国

朝飯昼飯変更可鍬レ朴ラン・たユー陳)

★地下糊撒橋馴ら鰐締分

●耀(1捕〉シャワーブー棚み

洋室(2名1室)
ダブル洋室(2名1室)

田圃園※親諾鱗盤回国

★」 R大隅から車で糾0分

●洋室(1へ3名1室)

●lN1 5’00/OUT仕00

※禁煙のみの設定
※宿泊除外日.1 0/6、

回国回
国

大阪駅・悔田周辺

茜豊国蘭書臨書
★陸離十三馴ら鰐細分
●洋室(1へ3名1室)

●州3 00(通削4:00)/

0肌1 2.00〈通削.00)

」駄阪駅から繊細0分

●洋室(1へ3名1室)

●iN1与’00/OU丁「 O.00

回　　　　　　　国

女性のお客様にレディースセットご用意　ミネラルウオーター1湖こつき1本付き

★地下鉄中津勅、雅獅粉
●洋室(1 →3名1室)

●iN1 4.00/OU丁1 2’00

★地下鏑翻恥ら鰐細分
●洋室(1へ2名1室)

ダブル濯(十2名1室)

●iM与’00/

OU丁1 2.00樋削1 :00)

回国　　　　　　圃田園※禁煙のみの設定

朝食を昼食に変更可能　　　難聴鏑輔的リガルグルメ順A附き

闇囲彊艶聞開
★」R大阪駅から徒歩純分

●洋室(1へ3名1室)

●iN1 5’00/OUT「工00

※禁煙のみの設定

★阪急問馴ら徒歩細分
●洋室(1名1室)
●iN1 4 00/〇日丁1 2:00

※禁煙のみの設定

★」R大阪駅から徒歩約1分

●洋室(1へ3名1室)

●iM与’00/OJT1 2:00

※ 1 1/佃)禁煙のみの設定

※同胞景甜胱い勝り擬

回国　　　　　　回国　　　　　　回国

圃睡遜脳絢彊囲闘

ミネラルウオーター1泊につき1本付き　　　　　　　　　　　　　　ミネラルウオーター1泊につき1本付き

★」 R大阪駅から徒歩約扮

●洋室(1へ3名1室)

●lN1 5:00/OUT= OO

※禁煙のみの設定

★」駄阪馴ら徒歩約扮　「
●ダブル洋室(1名1室)

洋室(2名1室)
●州1 5.00/OU丁仕00

※禁煙のみの設定

★」 R大阪勘、ら徒歩的粉

●ダブル洋室(1 -2名1劃

洋室(2へ3名1室)

●iM与.00/OUT仕00

※禁煙のみの設定

瑠招鵠王国囲　※宿脚旧4/1~6/4回国
※圃離別仇7イI個別

※宿泊除外日:1/20　朝食を昼食に変更可能　　フィットネスジム利用可能　ミネラルウオーター1本付き

田圃園　　　　　田園田

園　　田陸関田誘因匪同園
ミネラルウオーター1泊につき1本付き

※ ANA運航便の-執こ限る

復路延長
8日間OK!
※ 〇割覇王齢外日別。詳しく阻7をご覧ください。



園謡

★」 R大駒恥ら徒歩約2分

●洋室(1へ3名1室)

ダブル洋室(ト2名1室)

●lN1 5:00/OUT1 2100

※禁煙のみの設定

★」R大関恥ら徒歩約7分

●洋室(1へ3名1室)

ダブl暗室(ト2名1室)

●lN1400/OUT1200

※宿泊除外日6/1へ6/4

★阪急棚駅から徒歩緋分

●ダブル洋室(2名1室)

洋室(2へ3名1室)

●lN1500/OUT1200

回国田　　　　　圃田園　　　　　回国

囲　　　　　　　園

フィットネスセンター利用可能　ミネラルウオーター1本付き　ミネラルウオーター1本付き

閏豊潤圏副書醍醐嗣謂
★跡脚2糊口から鰐醐
●洋室(1 -2名1室)

●iM 4’00/OJT仕00

※朝飾テル鵬のサービス

旅行代金に含まれません)

★地下鰹轍から鰐純分
●洋室(1へ2名1室)

●冊4:00/

OJ丁1 2 00(通削1:00)

※宿泊除外日.1 /27

回国　※禁煙のみの設定回国

朝食券をコンビニ利用券などに変更可能

龍開聞閏藍関脇閏間脳搬Ⅲ陸尉閏醒甥罰謂醒聞臨調
★地下鑓醍醐ら鰐純分
●ダブ屈鞋(1 ~2名1室)

洋室(2名1室)
●州1与:00/OUT「 O:00

※禁煙のみの設定

★断瓢湖醐1ら鰐細分

●ダブル濯(ト2名僧)

●lN1400/OU丁「 l OO

圃田園

回国園

応需梧周辺
C　開山回醜聞】聞開脚岬相

重量さ灘離籍

圃田園

★地下鉄抑馴ら繊細0分
セミダブル洋室
(1へ2名1室)

●冊与:00/OUTl O:00

※セミダブル幅1 40肌の

囲　　ベッド1台を十2綱用圃田園

★肝鯖瀬町瓢ら鰐醐
●洋室(1へ2名1室)

●lN1 5’00/OUT「 O’00

回国

★地下鍍嬬馴雅歩緋分
●ダブル洋室(1へ2名偉)

洋室(2名1室)
●iN1与:00/OJ丁l O:00

※禁煙のみの設定

★地下銀鱗馴ら鰐細分
●洋室(1へ3名1室)

●iN1与:00/

0し爪2:00(道都0 00)

★地下鉄濫鰍筋徒卿粉
●洋室(1へ3名1室)

●iM与.00/OUT仕00

★醐礪醐離鵬鰍醐
●洋室(1名1室)
●)N1与:00/OU丁「 O’00

★地下鑑離馴ら鰐細分
●洋室(1へ2名1室)

●lN1 5:00/OUT仕00

★地下鍋輔醐lら解約分

●洋室(1へ2名1室)

●州3.00(通常1 4 00)/

OU丁1 2:00(通常1 1 :00)

外貌網子シ)

圃

回国　　　　　　回国　　　　　　回国　　　　　　圃

朝食を昼食に変更可能　　　　　　　　　　　　　　　　全室WトF刺用可能

回国

★鞭鵬嗣樹口鵬郷党
●洋室(1へ2名1室)

●lN1 4100/OJT1 2 00

※禁煙のみの設定
※宿泊粥岨1 112ト1 1125、

218~2′1 0誰1壷14

朝食を昼食に変更可能僅闘離払い)

回国

★近鉄自嘲lら解約紛
●洋室(1へ3名1室)

●lN1 5,00/OUTl 「 :00

※宿泊除外日1/14

★地下鍋ん脚、ら鰐醐
●洋室(1 -3名1室)

ダブル洋室(2名1室)

●剛5.00/OU丁「 l.00

★地下鍵屋撒圃捗純分
●洋室(1へ2名1室)

●iN1 5:00/OJT「 O:00

★地下鉄滴勧強靭的
●洋室(2名1室)
●iN1与,00/OU丁「 O OO

※禁煙のみの設定

★地下鎌洲輔か雅糊7分

●洋室(1へ2名1室)

●lN1 5:00/OU丁l O’00

拝監困別間躍閉脚類誌墟羽音鞄慰問帯間柄案筈童謡達間藤閑
★地下総帥丁目恥ら鰭醐

●ダブル洋室(ト2名1阜〉

●剛4.00/0脚1 1.00

地下鉄日欄捕鯨緋分
ダブル洋室(ト2名値)

洋室(2名1室)
●iN14’00/OU丁l 「 OO

※朝食ホテルからのサービス

★嶋旺寺駅から徒歩細分

●洋室(1へ3名1室)

●州1 4:00/OJT1 2:00

※宿泊除外日.4/ト6/4

★地下鉄心意轍鵬解約分

●洋室(1へ2名1室)

●州1 4’00/OUT「告00

★地聯肌斎勧雅鞠紛
●洋室(1へ2名1室)

ダブル洋室(2名1室)

●iM与:00/OJ丁「 O’00

園田図　　　　回田園※磐擬勢諜回国　　　　回　　　　　国図　　　　回
※ツインルームベッ憫80肌

※宿泊除外日:4/1~6/4　ミネラルウオーター1泊につき1本付き

★地下鉄心醗馴ら解約粉

●洋室(1へ2名1室)

ダブル洋室(2名1室)

●lN1400/OUT12 00

※禁煙のみの設定

躍董重量重量壁間護国垂頭重琶聞護認諾園田語間窺溺図画園躍重量重量童画閏環落語囲国
★地下鍋んi劫、雅糊1分

●洋室(1へ3名1室)

ダブル洋室(2名1室)

●lN1 5,00/OUT仕00

※禁煙のみの設定

回国　　　　　　圃囲囲

ミネラルウオーター1泊につき1本付き

★」妖王寺馴ら徒歩約1分

●洋室(2へ3名1室)

ダブル滝(ト2名1室)

●剛与’00/OU丁1 2 00

※禁煙のみの設定

★灘駈柵恥ら鰐細分
●ダブl嵯室(ト2名1室)

洋室(2へ3名1室)

●lN1 5:00/OUT1 2:00

※禁煙のみの設定

★跡駅間こ醐1ら解約分

●洋室(1へ3名1室)

ダブル洋室(2名1室)

●lN1500/OUTl l.00

※禁煙のみの設定

圃田園※宿泊除外日:1/17回国　※宿瀧姐4/1へ6/4

ハルカス300(展望台)入場券付き　ジム・プール利用可能(l取・サウナ除く〉

★地下鉄柵輌凋鞠7分
●洋室(2へ3名1室)

ダブル漣(ト2名1室)

●lN1 5:00/OUT=.00

※禁煙のみの設定

圃田園

ミネラルウオーター1泊につき1本付き

★地下鉄滴鰍筋繊細粉
●洋室(2名1室)

ダブル洋室(1名1室)

●lN1500/OU丁l l.00

※禁煙のみの設定

★地下鍋ん脚)、ら鰐醐
●ダブ屈鞋(1 ~2割勘

洋室(2へ3名1室)

●iN1与:00/

0肌1 2’00(通削1.00)

★地下雛ん脚、ら鰐醐
●ダブル洋卦1へ2名1皇)

洋室(2名1室)
●iM 4:00/0肌1 2:00

田圃田　　　　　圃田園※禁煙のみの設定圃田園
囲

朝食を昼食に変更可能　　　ミネラルウオーター1泊につき1本付き

話語撞田圃圏置講読重囲薩証園田醒醒閏圏
★」晰大阪駅か雅歩約粉
●洋室(1へ2名1室)

ダブル洋室(2名1室)

●冊1 4:00/OUT「告00

※禁煙のみの設定

圃

ミネラルウオーター1泊につき1本付き

閥　』　囲躍阻副閏叢難詰圃間語琶C　白星日朝□出前開田四
・溢`‾=‾↑i潤　. ,《.」で‥,「,,_. 、,⊥.」ノ」{ハ

★」晰大阪醐l強歩約朔

●洋室(1へ3名1室)

●州1 5.00/OU丁「 「 :00

※禁煙のみの設定

★地下鉄江糊から徒歩約7分

●洋室(1名1室)シャ
ワーブースのみ

洋室(2名1室)
●iM与’00/OU丁「 l OO

田圃　　　　　　図回

★」晰大阪馴ら鰐純分
●洋室(1名1室)
● INぼ00/0し川0:00

※禁煙のみの設定

閏王四囲謂蓋脚超閑職
★」噺大馴独歩糾朔
●洋室(1へ2名1室)

●lN1 5.00/OUT「 O:00

※腕騨遡祝融醐テ肌

★地下鰯鴨南欄か強靭分

●洋室(1へ2名1室)

●州4:00樋副う:00)/

0皿2 00(通常1 0:00)

★地下鉄江蠍か推歩約1分

●洋室(1へ3名1室)

●lN1 5’00/OUT= ’00

※宿泊掛目1011付狙1、1Il

回国　　　　　　　　　　　　　　　回国

朝食を昼食に変更可能　　　ミネラルウオーター1泊につき1本付き　ミネラルウオーター1泊につき1本付き

圃

★」晰大隅から徒歩約分

●洋室(1へ2名1室)

●iN1 4’00/OUTl告00

※禁煙のみの設定 園
田回国

★地下鏑爛鵬徳翔粉
●洋室(1へ2名1室)

●iM 5,00/OUTl O,00

※禁煙のみの設定



※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。

★」輔大阪馴ら徒歩約分

●洋室(1名1室)
●lM4:00/OUTl l OO

※禁煙のみの設定

★」晰大阪馴強歩細分
●洋室(2名1室)

洋室(1名1室)シャ
ワーブースのみ

●iN1 4 00/OJT1 2:00

回国　　　　　　園田　※宿泊除外日‥1/20

ミネラルウオーター楯につき1本付き

闇甲閏霊捌四国開法閥蘭書
★抱悩湘梱鵬鰯糊
●セミダブル洋室(1名1劃

洋室(2名1室)
●iN1 4:00頒副う:00)/

OU丁1 2 00(通常1 1.00)

回国　　　　　　回国　蛸駒場雛轍テ小国

ウエルカムドリンク付き(ホットコーヒー)

★」欄碓中矧慨鞠的
●洋室(1 -3名1室)

●iM 4.00/OJ丁「告00

※禁煙のみの設定
憂慮※宿泊除外日.1 /20

回国

ミネラルウオーター1泊につき1本付き

★ニュートラ相聞蹴鞠4分

●洋室(1へ3名1皇)

●州1与:00/OU丁1 2’00

※禁煙のみの設定
※宿泊除外日:1 2/1 、 1 2/2

圃四囲

田

圃

★輔蹴鞠、ら車櫛分
●洋室(1へ3名1室)

ダブル洋室(2名1室)

●iN1 5 00/OJT仕00

※閲鶴ま湖南灘難訓-

ミネラルウオーター1泊につき1本付き

★厭離爛馴ら縄細分
●洋室(1へ3名1室)

ダブル洋室(2名1室)

●州1 4 00/OU丁1 2:00

※宿泊除外日:1 2/31

回国　へ1/2、4/ト6/4　回国

★」阻根蠍から徒歩細分

●洋室(1へ2名1室)

●踊ら:00/OUT仕00

※醒沸遡蹴鞠醐テル

★頼椴和捌、ら鰐鋤
●洋室(1へ3名1室)

●lN1 4:00/OUT「 「 100

※禁煙のみの設定

★」Rりんくうタウン駅(3

番出口)から徒歩約1分

●洋室(1へ4名1室)

ダブル洋室(2名1室)

●iN1 4’00/

OJ丁1与’00(通削2 00)

※ダブルルーム、矧室(喫

臥伯1室i瑚エス悼配

ミネラルウオーター1泊につき1本付き　朝食を昼食に変更可能

壁董罷証国電躍誌面頭重閏藍圃翫喜田
★」瞭調からパスで約粉

●洋室(1へ3名1室)

●iM 3.00/

0し刑2:00 (通削工00)

回　　　　　　　国　　※禁煙のみの設定回国園

朝食を昼食に変更可能

★抱下鶴丸棚肪徒郷筋
●洋室(1へ3名1室)

●iM4:00/0∬1 2’00

※宿泊除外日i4/ト6/4

回国園　　　　　回国園

朝食を昼食に変更可能

★地下鉄四条鵬解約分
●洋室(1へ2名1室)

ダブル洋室(2名1室)

●lN1 4‘00/OUT1 2:00

※禁煙のみの設定

★跡虹鱒剛腕捌か
●洋室(1へ3名1室)

●剛与:00/

0皿2iOO(通常1 1:00)

※鵬駒瀬棚翻翻テル

図回

★」臓楓順□肪部細分
●洋室(1へ2名1室)

ダブル洋室(2名1室)

●iM 4 00(通削与00)/

OJ丁仕00 (通常1 0:00)

★跡鯨獅繍醐蝿鵜舟
●洋室(1へ2名1室)

●lN1 4.00/OUT「 l :00

※禁煙のみの設定

★地下鵡爛轍から鰐細分

●洋室(1へ3名1室)

●lN1 4’00/OUT仕00

※ 1 /10より禁煙のみの設定

※宿泊除外日’1/14

田圃囲
園
娘の耀楼蘭テル郡勤し闘ら恥制偶

★」瞭都勅、ら徒歩的扮
●洋室(1へ3名1室)

回国園

囲園

★地下鋪胴沙強郷粉
●洋室(1へ3名1室)

●lN1 4‘00/OU丁「 l.00

※禁煙のみの設定

★臨電鉄宮馴ら鰐細分
●洋室(1へ3名1室)

●酬500/
0肌1 2.00樋削1.00)

※宿泊除外日.1 1/7

●洋室(1へ3名1室)

●lN14:00/OUT「 l OO

※朋鰍日.12131~112、2118

※宿泊除外日1/6 」音感※繍論議

圃園園

毒腺密造創こ変更可能剃/1へ1 /3利用除く

3

●洋室(1へ2名1室)

●lN1 4:00/OUT仕00

※禁煙のみの設定

●洋室(1へ3名1室)

●iN1与:00/OU丁l 「.00

回国　　　　　　回国

女性のお客樹こレディースセットご用意

★頼諦茄鰍筋鰐細分

閏豊霊園艦種閏監鞠0開脚閏法爛瀦囲
★」聴本駅から徒歩約2分

●洋室(1名1室)
●lN1 4:00/OUT仕00

★」RI)ん〈うタウン醐繊弱

●洋室(1へ3名1室)

●iN1 4:00/

OU丁1 2:00錘削OiOO)

※躍勘ら勘)潮撼紛い

回国園
回国

★北京励、ら徒歩約扮
●洋室(1へ3名1室)

●lN1 5:00/OUT仕00

※禁煙のみの設定

★南縄鍬勅、ら鰐細分
●洋室(1へ3名1室)

●iM与’00/OJ丁l l.00

園　　　　　　　田

ミネラルウオーター1泊につ副本付き

★」職ノ宮馴ら徒歩細分

●洋室(1へ3名1室)

●iN1 4.00/OUT1 2:00

※ 1 1打/3購:00チェックイン

※12/31 (12/30宿泊)

★醐一博り凋礪胱爛醐
●洋室(1へ3名1室)

●lN1 4:00/OUT1 2:00

※宿泊除外日’1 0/3、 1 0/4

圃田園　は10:00チェックアウト園田

搬鶴に頬可鮒ニュー醍蘭l紺l側臥　朝食を昼食に変更可能

回国

★藤謹京轍か雅糊1分
●洋室(1へ3名1室)

●iN1 5.00/OU丁「 「 :00

」勝夫町馴ら徒歩約粉

ダブル洋室(1 ~2名畦)

洋室(2名1室)
iN1 4:00/OU丁l 「 ▲00

※禁煙のみの設定

圃田園

i旧柘l伏阪ベイタワーl

問拉轟四則崗謹護罷ミ
★」R京都勘、ら徒歩約扮

●洋室(1へ3名1室)

●iN1 4’00/OUT「 l.00

※禁煙のみの設定

★」瞭轍膿劇場繊蹴
●洋室(1へ3名1室)

●IM与:00/OJTl周0

※宿泊鰍日:1u31、1用11 5

回国園　　　　　田囲園

ホテルオリジナルあぶらとり縄付き

★忙怨恨口〉から解約分
●ダブル洋室(1へ2名1室)

洋室(2名1室)
●iN1与’00/OJT「 O.00

※禁煙のみの設定

西国田　　　　　園回国

国園　　　　　　園

★跡鯨輔繍轍欄聯朋
●ダブル濯(1~2名1室)

洋室(2名1室)
●lN1 5:00/OUT川00

※禁煙のみの設定

★噸緻l願口か糊4分
●ダ刀レ洋室(ト2名1室)

洋室(之名1室)
●iM 4:00/OU丁「 l OO

※禁煙のみの設定

圃田園
園

園囲囲
女性のお客様にレディスアメニティ付き

★地下鉄韻勘、ら解約粉
●洋室(1へ3名1室)

●lN1 4.00/OUT「 「 :00

※禁煙のみの設定

★地下鍔睦綱から鰐細分

●洋室(1 -3名1室)

●iN1 4’00/OJ丁「 「 :00

※禁煙のみの設定

田圃園
田
ウエルカムドリンク付き

★帥鯨獅鯛蜘雌剃分
●ダブル洋室(ト2名1室)

洋室(2名1室)
●iN1与’00/OJT仕00

※禁煙のみの設定

園四囲
田圃起因囲

★地下鉄四条馴ら繊維分

●洋室(1へ3名1室)

●IM 4.00/〇日T「 l :00

※揃掛目:1 2114~12I20

西国田
園
雑のお鞘にホテルオリ洲胸的敵側櫨

★憎都馴知鵬鰐細分
●洋室(1へ2名1室)

●iN1 4:00/OUT「 「 :00

※朝食ホテルからのサービス

㈱〒代金に含まれません)

回国園※禁煙のみの設定

●洋室(ト3名1室)
シャワーブースのみ

●lN1 5’00/OUT「 l.00

※ 」闘鵜勘嘱醍謝テ小

田圃囲※宿泊酬日朝1~1/2

囲園
女性のお客様にあぶらとり縄付き

★断鯨弥繍鵬蹴鞠
●ダブル(北館)洋

室(1へ2名1室)
ツイン(商館)

洋室(2名1室)

園囲国難槻砦
ビデオオンデマンド利用可能



聴講閣開聞圃醒監粛隔饗場講露頭画面亘
★京醐国際瓢雅糊紛
●ダブル洋室(1 -2名1室)

洋室(2-3名1室)

●州1与:00/OJT仕00

★臨調駄宮馴ら鰐糊
●洋室(1へ2名1室)

シャワーブースのみ

●iM与:00/OJ丁「周0

※禁煙のみの設定

★」醐l鰊口肪鰐細分
●洋室(1へ3名1室)

●lN1 5:00/OUT仕00

★」R京都勅、ら徒歩的扮

●洋室(1へ3名1室)

●iN1 4:00/0し刑1.00

園田図　　　　　回田園　　　　　回国園　　　　　園回国

園　　　　　　　園　　　　　　　　　　　　　　　　　囲

ミネラルウオーター1泊につき1本陣　　　　　囲漢圃諸国彊厩間　　　　　　　　　　　　　　たわわちゃんあI軍治とり縄付き

醒墨壷重畳竃墨壷墨壷
★」R京都醐lら徒歩細分

●ダブル洋室(1 -2名唱)

洋室(2へ3名1室)

●iN1 5.00/OUTl告00

※禁煙のみの設定

★」 R京都駅から徒歩継粉

●洋室(2へ3名1室)

●lN1 5’00/OUT仕00

※禁煙のみの設定

圃園田※宿泊除外日:6/1-6/4田圃園

園　　　　　　　　園

間脳彊勘…起因匪隔固

讃語義融国書問題量壁間藷開講董董案寵濫蓋椛臨書閣議諾語間
★」 R京都駅から車で純分

●洋室(1へ3名1室)

●州1 4:00/OJT仕00

※悌鋤搬軌翻醐テ肌
※禁煙のみの設定

★地下鯨捕鯨鵬鯛蹴
●洋室(1へ2名1室)

●iM与.00/OU丁l 「.00

※禁煙のみの設定
※宿泊除外日:4/1 ~6/4

頚★地下鯛条勘、ら捌1分
●洋室(1へ2名1室)

●iN14.00/OUT「 「 OO

回国園　　　　　回国園　　　　　圃田園

園
朝食を昼食へ変更可能　　　ミネラルウオーター1泊につき1本付き　女性のお客樹こレディスアメニティ付き

★地下鉄四条勅lら解約粉

●洋室(1へ2名1室)

●州1与’00/OUT仕00

※禁煙のみの設定

回国囲
園

四隣囲重囲翫∃

★肝鍬脚錨口雌郷分
●洋室(1へ3名1室)

●lN1 4100/OUT「 l ’00

※禁煙のみの設定
※焔瓢組1011 、 1012、

★地下鉄四条恥雅糊7分

●洋室(2名1室)
●lN1 5’00/OUT1 2:00

※禁煙のみの設定

回国国　昭12111、1佃湖西回国
囲園　　　　　　囲.

ミネラルウオーター1泊につき1本付き

醒整種醍醒圃闇誌面亜西国囲開国醒四囲漢語醒睦堅田芹重躍連理優韓国
★地下鉄四条勅、雅歩約紛

●ダブル濯(ト2名1室〉

洋室(2名1室)
●iN1 4’00/0町1 1 :00

※禁煙のみの設定

★」爛駅中畑か雅鞠4分
●ダ功し洋室(ト2名1封

洋室(2名1室)
●lN1 4:00/OUT「 「 :00

※禁煙のみの設定

★」鴨都駅から徒歩約2分

●洋室(1へ3名1室)

●iM 4:00/OJ丁「 l :00

田園薫謡競紹諦

★跡鯨輔鯛馴ら駒崎
●洋室(2名1室)
● iN 1与:00/OJ丁仕00

※禁煙のみの設定
※宿泊除外日.4/1へ6/4

★跡鯨獅獅醐爛粉
●ダブル洋室(1へ2名1劉

洋室(1へ2名1室)

●iM与.00/OUT「 「.00

※禁煙のみの設定

★」 R京都駅から徒歩細分

●洋室(1へ3名1室)

●lNぼ00/OUT1 2:00

※宿泊除外日.4/ト6/4

圃田園※宿泊除渦4/ト6/4園田図　　　　　回田園　　　　　田圃園　　　　　田園田　　　　　　園田図

回　　　　　　　回　　　　　　　　国　　　　　　　　園　　　　　　　　田囲園四隅語間…閉重囲園

女性のお客様にレディースアメニティご用意　　　　　　　　　　　　　　ミネラルウオーター1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付き(1室につき1本)

圃四囲※宿潮目:1011~10113回国園

園
ミネラルウオーター1本付き

★断線輔繍醐鵜醐
●洋室(1へ3名1室)

●lN1 5,00/OUT= OO

※宿泊鰍日:1 2/31へ112

★蔦戸認肪例規醐髄鞘
●洋室(1へ3名1室)

●lN1 5’00/OUT「 「 :00

※禁煙のみの設定

回国園
園

因回国

★」R京都勘、ら徒歩約7分

●洋室(1へ4名1室)

●iM400/OU丁ll OO

※禁煙のみの設定
※宿泊除外日:2/28

★脚韻醐麟醐朝
●ダブル洋室(2名1室)

洋室(1へ2名1室)

●IN1 5:00/OJ丁l O:00

※禁煙のみの設定

地憶酷鮒鯉口鵬麟酬

海溝筋詩風
★地下室購上駅鵬徴鵜粉

●洋室(1へ3名1室)

●iM与00/OU丁l 「.00

※爛蹴遡爛爛ホテ肌
※禁煙のみの設定

★藤棚四勅、ら鰐細分
●洋室(2名1室)
●lN1 5:00/OUT1 2;00

※ 」爛酬適期翻纏蜘小

※禁煙のみの設定

園田四　　　　　囲園田※宿泊掛目:12/31~6/4囲回国

囲園　　　　　　　園園　　　　　　　園

ミネラルウオーター1本付き　女性の掘削こホテ肪り勤し繍らとり鮒き

★」阻害駅から徒歩紬0分

●洋室(1へ3名1室)

ダブル洋室(2名1室)

●iN1 4:00/OJ丁川00

回国

★」R元町醐1ら徒歩細分

●洋室(1へ3名1室)

●iM与iOO/

OJ丁1 2:00(通常1 1:00)

圃

女性のお客樹こレディースセット付き

回国

★阪急・阪神・神戸・山陽電鉄

新開地駅から徒歩的扮

●洋室(1へ2名1室)

●冊与:00/

OU丁1 2 00(通常仕00)

置露謡獅案塩害監監護圏瑞謹浩認証圃回握語注阪掴置蓋藍聞置謁彊範型
★」榊戸駅から徒歩約紛

●洋室(1へ2名1室)

●」N1 5.00/OJ丁「 l :00

※宿泊除外日.10/1 2、

11/1、11/17

★」晰長田醐lら解約1分

●洋室(1名1室)
ダ功し洋室(2名1室)

●lN1 5’00/OUT1 2’00

※離鰍日ilOI1 6~10月8

★」 R元町駅から徒歩約粉

●洋室(1名1室)シャ
ワーブースのみ
ダブル洋室(2名1室)

シャワーブースのみ

★」R三ノ宮馴ら解約7分

●洋室(1へ3名1室)

●iM4’00/

OU丁l之:00樋削1 :00)

回国　　　　回国　　　　圃　●濡線鼠回国　　　　回国
※禁煙のみの設定

ミネラルウオーター1泊につき1本付き

」旺ノ宮馴ら徒歩約7分

●洋室(1へ2名1室)

●iM 4.00/OU丁「告00

※禁煙のみの設定
※宿泊除外日il l/17

★神戸新交通アイランドセ

ンター駒、ら徒歩約扮

●洋室(1へ3名1室)

ダブル洋室(2名1室)

●冊1与.00/OU丁1 2’00

閏藷欄間旺岡部音階謹匝犯拙種謎閉脚Ⅲ閏薯誌圃獲韓鼎閏閏讃』開聞
★」晒轍和船解約7分
●洋室(1へ3名1室)

●iN1与00/OU丁仕00

★」経路顆口舶徒糊紛
●洋室(1へ3名1室)

●iM与:00/OJT「 「 :00

※禁煙のみの設定

★」R姫路駅から徒歩約扮

●洋室(1へ3名1室)

ダブル洋室(2名1室)

●lN14.00/OUT「 l OO

※禁煙のみの設定

★」Rプ宮顕口か強鞠粉

●洋室(1へ3名1室)

●州与:00/

OU丁1 2’00随常1 1 00)

★」旺ノ宮醐lら徒歩約7分

●ダブル洋室(2名1室)

洋室(1へ2名1室)

●iN1 4:00/OU丁「 l :00

図四回　　　　　園田　　　　　　　回　　　　　　　　国図　　　　　　　回四囲　　　　　園田囲

四駆郭旺臨画匪困　難鍵強に額可能鯛・メニュー田掟〉　女性のお客樹こレ升-スセット付き

★」はノ官恥雅歩的7分

●ダブル洋室(1名1室)

洋室(1へ3名1室)

●lN1 5:00/OUT「 「 100

※禁煙のみの設定

閏臆臆聞手認諾副国雄讃豊岡師案聞落閲日脚脚韻講話蓋諸国
★」はノ宮馴ら徒歩純分

●洋室(1へ2名1室)

洋室(3名1室)シャ

ワーブースのみ
●iN1与:00/OJT「 l :00

回国　※禁煙のみの設定

4

★計上ライナー中爛鵬鰯的

●洋室(1へ3名1室)

●iN14 00/

0し爪2iOO樋常用00)

女性のお客様にレディースセット付き

★」 R兵庫醐lら徒歩約2分

●洋室(1 -3名1室)

●lN1 4:00/

OJ丁1 2.00腫掛川0)

圃
朝食を昼食に変更可能

★」暁子醐lら徒歩的7分

●本館洋室(1~3名1室)

緑風館和室(2
へ4名1室)

●iN1う’00(通常1与:00)/

★脚韻尼鰍筋徒郷紛
●洋室(1へ2名1室)

●iN1 4’00/OJ丁l告00

※宿泊除外目:1 /6

園園田※繊懸謝園′　詳細は直接ホテルへ

※宿泊除外日’4/8、4/9　ミネラルウオーター1本付き

回国

★糾う什一縄瞬鵬蹴欄

●洋室(1へ3名1室)

●州与:00/

OU丁1 3 00健常1 2:00)

※ 」噺神戸駅・三ノ駅から送

迎軌詳緋直駄テルへ
※禁煙のみの設定
※宿泊除外日:1 0/2与、

10/26、11/1、11/2



※基本グループホテル以外をご利用の場合iま、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。

★」榊戸醐1ら徒歩約2分

●洋室(1へ3名1室)

●iM与’00/OJ丁1 2:00

★阪繊甲子閉脚髄鞘
●ツインまたはダブ

ル洋室(1名1室)
洋室(2へ3名1室)言ミミ三寒茎●両軸0/0し斤1両0

●箭議/柿1嵐登嵩量置

★」晰神戸酬雅歩的2分
●ダ刀レ洋室(1名1室)

洋室(2へ3名1室)

園圃　　　　　　四四　　　　　　回四囲　　　　　圃

★」旺ノ宮瓢雅歩約分
●洋室(1名1室)

ダブル洋室(2名1室)

●iM 4.00/OJ丁仕00

※禁煙のみの設定

滞在中スパ利用可能　　　　　　　　　　　　　　　朝食をブランチに変更可能　　　　　圃駆認謂画匪調

★神戸新交通アイランドセ

ンター勘、ら徒歩細分

●ダブル洋室(1 -2名1室)

洋室(2へ3名1室)

●lN1 5.00/OUT1 2’00

囲囲　　　　　　囲

神戸六甲温泉「演泉」利用可能

★」腑神戸馴ら車で細粉

●洋室(1へ3名1室)

●lN1 5:00/OUT1 2.00

※ 」噺神戸駅、三ノ宮馴ら送

敵軌細は直接ホテルへ

」凧元町醐lら徒歩細粉

洋室(2へ3名1室)

ダブル洋室(2名1室)

●lM 5,00/OU丁1 2:00

※ 」噺神戸軌プ宮瓢ら送

図謡園　　　恩田因業議結団囲　※雑務認造園囲

★避捺良馴ら繊細0分
●洋室(1へ3名1室)
1 ●iM4.00/

0町1 2iOO樋常仕00)

※禁煙のみの設定

★近鉄新大官鵬繊細0分

●洋室(1へ3名1室)

●iM 4’00/OJT仕00

※ 」R・近鉄奈良勅lら送迎

あり。詳細埴接ホテルへ

回国　　　　　　図四回※宿瀾旧10/8-10I。囲

囲
ウエルカムドリンク付き　　　温泉大浴場利用券付き

★」R大津醐lら徒歩細分

●洋室(ト2名1室)
●lN1 5 00/OUT1 2:00

★」鵬馴ら車嘲10分　掌

●洋室(1へ4名1室)さ

●lN肱00/OUT仕00

※鵬胱避棚翻轍テ肌
※禁煙のみの設定、

回　　　　　　　国囲囲※醐日肌用I15

ミネラルウオーター1泊につき体付き

★」瞭良勅lら徒歩的扮

●洋室(1 -3名1室)

●iM4:00/

OJ丁1 3.00(通常1 1.00)

★」晴子駅から車で維0分

●洋室(1へ3名1室)

●lN1 5100/OUT仕00

墨※宿泊除外日:1 2I30~1/2

朝食廼創こ頸可能便鞠、弼1 7:00末日

零　●洋室(ト3名1室)
送　●iM500/OJ丁l「OO

回国囲。
図　　回橿原ロイヤルホテルi

飛鳥王国パスポート付き

胞
★南緯脚絢爛朋
●洋室(1へ2名1室)

●州1生00(通常1与.00)/

OU丁1 2:00(通常10:00〉

★」旺ノ諜脚ら徒歩的7分

●洋室(2名1室)
●iN1う’00/OJT1 2:00

※禁煙のみの設定
※宿泊除外日.4/1 -6/4

★臨載南口馴ら鰐細分
●洋室(1へ3名1室)

●「M 3:00/

0肌1 3:00 (通削1 00)

※宿泊除外日’1 2/26、

回国　　　　　　囲　　1 2/27、2/6、2/13

ミネラルウオーター1泊につき1本付き

★」瞭良駅から徒歩的扮

●洋室(1へ2名1室)

●剛4:00/

0川1 2,00 (通常値00)

圏繭
「 ★高瀬脚剛繊細朔

●洋室(1-3名1室)三雲言
撫子や　★」脚訓醐lら徒歩約粉

●洋室(1へ3名1室)

●iN1 3iOO(通常1 4.00)/

OU丁l「.00

回　　　　　　　国田　　　　　　圃囲

※写真下にある口はホテルからのおもてなしです。

醸韻書蒜誌蹴り謹護護憲蒜誓言‡
図田園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合があります。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あり

田園i旧制南部ロイヤルホテ用∴回国。創哀相星全、.,ィ、,爪の。か白州iムぷ→…、　ます0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。

国勢萩講㌢インの園も霧灘欝ブルの※4・麦号室ニラ戒三高尋′壷志圭詩誌毒訪露義元ず∴ ∪
※6ご出発日の前日から起算して、 30目前までのご予約でホテル追加代金より1泊につき

国難空走がある　困却
お-人様与00円引きとなります。詳細は、 P,5、 P.6をご覧ください。

※ 7京都追加代金が必要となります。詳細はP.6をご覧ください。

※特に記載のない限り、バス・トイレ付きとなります。

※201 8年6月現在の情報となります。
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日程 �行　程 �食事 

1 �宮崎空港ナ伊丹空港二〈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 

最終日 �◆出発までフリータイムホテル=〈各自負担〉こ伊丹空港ナ宮崎空港 �※1 

あさ裏面をさ嚢く培き串蒔庵己琉q戻し滴轟白朝食付も。利用空港・路線・便についてはフライト情報をご覧くださし、o

●出発・帰着空港:宮崎空港
●設定期間: 201 8年1 0月1臼へ201 9年5月29日の毎日出発

●最少催待人買: 2名(ただし1名1室の設定がある宿泊施
設のみを利用した場合は1名標より催行します。 )

●添乗員: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

臆旅行代金について

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7バ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i

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

内線旅客施設使朋的治まれております(※

の空港は201 8年1 0月28日から適用)。

漢お客様へのご案内(必ずお読みください。)

お申し込み/2名桜よりお申し込みいただけます。 (ただし、 1名l室の設定がある宿泊施設のみを利用した場合は、 l名となります。)また、申込時に必要部屋数をお申し出ください。ご出発日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。ただし、満席等の理由はり受附けができか場合があります。ご利用便/便名はご予約いたかた時点で決定いたしますが、ダイヤ変更に伴い仮名・フライトスケジュール腰更となる場合
があります。その場合予定の日程を変更することもあります。券面に記載されている便以外はポリ用いただ膿せん。また、乗り遅れ(交通機関の渋滞等含訓こ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。 ※2歳のお子髄陀参加で旅行中に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。 ※事前座席指定いただける席には限りがあります。予約状況により、お並び席などご希望に沿えない場合があります。 ※機材変更などや彊得ない理由はり、ご指定済みの座席が予告なしに変わる場合があ

ります。 ※航空便斬り刑こあたってはご予約された航空会社の運送約款はります。宿泊施設/掛こ記載のない限り、客室の指定はできません。ルームタイプがまたはで表示されている場合、指定はできません。記載

されている客室写真は-例となります。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、/玖・トイレ付きとなります。 〈洋室〉特に記載のない限り1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。 (3名以上l室でご利用の場合はツ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(宣教)は利用人数はり変わります。 「ホテルからのおもてなし」は記載のない限り、滞在中l

回のこ剰用となります。各宿泊施設チェックイン時に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-部となる場合があります。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鵬刻を赤文字で

表示しています。代金を適用しかお子様(3歳未満)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場合があります(現地払い) 。各施設に記載されている金額は1泊あたりの金額となります。また、施設の都

合はり変更となる場合があります。施設使用料こ含まれているものは各宿泊施設により異なりますので各宿泊施設にご確認ください。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。早朝出発の場合など

お客様の行程によっては朝食をご利用いただくことができない場合があります。その場合、お客様の朝食放棄となりますのでご注意ください。オプショナルプラン/プランにより小人の対象年勘嘆なります。3歳未満の

お子様のご棚については、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あります。その他/ツアー中、当社の手配はる旅行サービスの提供が-切行われか日(これを当社では

憮手配日」といいます)については、当該日にお客鶴臓った損害について補償金は支払われません。取り扱い施設は、予告なく施設の-部工事、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。

●1募集型企画旅行契約
この旅行は、AM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。旅行契約の内容・条件は、募集I eノブ
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)によりまも

●2　ご旅行のお申し込みおよび契約成立

①「 )当社、2)旅行業法で規定された「受託営業所」 (以下「 )
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撒承りま克

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丸

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克

④申込金は、後記する「旅行代金」 「取消料」 「違約料」
のそれぞれ一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丸

●3　お申し込み条件

①旅行開始日時点で1 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玩
(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す。参

加されるお客様は旅行開始日当日を基準に満「 2歳以
上の方は大人代金、満3歳以上1 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す。

おからだの不自由なお客様の旅行相談デスク

心身の陸別1またはアレルギーを含臓やけがのある

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酌lする罵台も馴討。

※取扱旅行会社の方もお気軽にご相談ください。

認0与70-029-01 1
※ iP電話からはこちらiこおか(ナください。 050・381 9・9274

受付時間1 0:00-1 2:00/1 3:00へ1 8:00

(土・日・祝日および1 2/29へ1/3、与/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 
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。 

旅経国・実施ANAセールス株式会社
観光庁長官登録旅行業第1 656号　〒103-0027東京都中央区日本橋2-14-1

睡驚懇書拶
折再三春日有壁i ヾしま-さ‾臆　　　　　　　　10450180

㊥薦つ目黒読会貢

当パンフレットの記載内容の無断転載を禁じます。
このパンフレットは地球環境にやさしい印刷用紙を使用しています。

総合旅行業務取扱管理者(国内)とは、お客様 での取引に関する主任者です丁の旅行契 ��の旅行を取り扱う旅行会社・営業所 
約に 理香i �関 し. �’’1ら　…　　こご、 」 明な点があれ �　貝　　°」 tま、ご遠慮なく右話の取扱管 ���おたずねください。 

パンフレット請求コード P8-080-1 0-004 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-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。

旅行開始日の �董l 2「日日に あたる日まで �取消料 無料 20日日以降 �旅行代金の20% 

前日から �8日日に 

起算して● �あたる日まで 

さかのぼって �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100% 

※オプショナルプランも上記料率による取消料が利用日
を基準として別途適用されます。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-郡を変
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

紙特別補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。

ご参棚を検討中のお客様
・ご希望のご出発日と商品コードをお知らせください。

重塑㊤0570-01 1 -860
営業時間9:30-1 9:00

(土・日・祝日は1 8:00まで)
※12/31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、20「 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別こ際し、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。ご堤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、お客様とのご連絡ぼ晒させていた
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
法などにより毘供いたします。

②プライバシーポリシーについては、当社ホームぺ-ジ
(匝p.//WWW.anaS,COJP)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ま克

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。

お騙り後のご意見、ご惑憩をお待ちしています。

重塑⑪ 0与70-039“860

受付時間平日1 0:00へ1 7:00

(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。

050-38 1 9-927与

国内旅行傷害保険加入のおすずめ

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。

〒約〇0醐唐崎市境島打田1肇17号

註団藻宮崎県勤労者繍テ会
T巴しO985--24-1き55 FAX鵬5-24-8619

総合旅行業務取扱管理者
蹟　田　健　忘


