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周辺　adam上の地域名福岡市内

毅顎誓－‾‾蓮董韻牒徒歩約8分
●洋室（1－2名1室）一　‾

●iN14－00（通削500）／両9日

OUT仕00（通削0‘00）旧l日
日ll te

●洋室（1－2名1室）
●iN15●00／

OUTllOO（通常10．00）
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ご出発日の7日前までお申し込みOK！ 

1名様よりお申し込みOK 

出発日から最大8日間まで復路延長可能 

ANAのフライトマイルがたまる！ 

連泊でも1泊ずつでも 
全ホテルから選べる！！ 

て1－÷i ホテルiま何日目のご利用でもOK 

※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。

辺adam上の地域名福岡市内

★地下鉄中洲i慌駅
から徒歩約8分

●洋室（1－2名1室）＿

●iN15：00／

OUTlliOO（通割000）

園

三毛★諜繋難紫
●洋室（1－4名1室）
※3名1室はベッド4台のお

部屋の利用と尉ノます。

●iN1400（通常15：00）／

醒醸薗
・㍉募増轢覇駅から　A六へ　★JR博多馴ら徒歩

÷‾「÷1、　約2分

●洋室（1－3名1室）
●iN15：00／

0町11．00樋常1000）

●洋室（1－2名1室）
●iN1400／

OUT1200（灘紺：00）

潮騒脚の軌勝1榊彊㈱弥あり）モー二刀コーヒー付き（7‥00－時00　モー二ガコーヒー付き（7：00－10：00〉　モーニングコーヒー付き（6：30－10：00）園 園

唐人町周辺adam上の地域名福岡市内　八

★地下鉄西新駅から
徒歩細5分

●洋室（1－3名1室）
洋室ダブル（2名1皇）

●iN15．00／OUTlOiOO

adam上の地域名北九州市内　小倉

★」R黒崎駅から
徒歩約2分

●洋室（1名1室）
●iN15●00／OUTlO：00

※朝食はホテルからの

サービスです。

adamtの地域名北九州市内　門司港　adam上の地域名北九州市内

★JR小倉駅から徒歩

約10分
●洋室（1－2名1室）
●iN1400（通常15，00）／

OUTlliOO（通常1000）

回　　　　　　　国回　　　　　　国回　　　　　　国園

★JR開港恥部捗細紛
※JR門司港醐－ら送迎あ

り。詳細は直接ホテルへ

●洋室（1－2名1室）
●iN15．00／OUTlOiOO

※朝食はホテルからの

サービスです。

駅周辺adam上の地駈福岡市内

★JR博多駅から徒歩

約5分
●洋室（1－3名1室）

言●iN15：00／OUTl的0

回国回国　　　　園
女性のお客樹こレディースセットご用意　酸雛ANA醐A珊用剃，000醐こ頸可能

博多駅周辺adam上の地域名福岡市内 adam上の地域名福岡市内　天神周辺

★JR博多的、ら徒歩“主㍉、、★地下鉄赤坂訳から

ミ●洋室（1－2名1室）
●iN15●00／

OUT1200（通削1．00）

女性のお翻こレディースセットご用意園 離郷MF珊瑚用細0醐こ変蛾園

周辺　adam上の地域名福岡市内

★西鉄薬院駅から
徒歩約5分

※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN15iOO／OUTll．00

駅周辺adam上の地賭福岡市内　博多駅周辺adam上の地域名福岡市内

言÷※JR博多駅から送迎
キ　あり。詳細は直接

ホテルへ

●洋室（1－2名1室）
●iN1300／OUT仕00

駐車場無料 圏

博多駅周辺adamtの地域名福岡市内　天

★JR博多駅から徒歩
約1分

●洋室（1－3名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●州14：00／OUTlOOO

回　　　　　　　国

周辺　adam上の地艶福同市内　天

★地下鉄天神駅から
徒歩約8分

●洋室（1名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN15．00／OUTlOOO

※朝食はホテルからの

サービスです。

周辺　adam上の地軸福岡市内

★地下鉄天神駅から
徒歩約10分

●洋室（1－2名1室）
※レディースルーム

は禁煙ルームのみ
の設定となります。

●iN15，00／

OJT12iOO（通常11：00）



★地下鉄天神訳から
徒歩約2分

●洋室（1－2名1室）
●iN15：00／

OUT12．00（通削1．00）

中洲周辺　adam上の的詭福岡市内　太宰府　adam上の地域名その他福岡県

ミネラルウオーター1本付き　圏四囲

★西鉄太宰府駅から
車で約3分

●洋室（1－2名1室）
●iN14．00／OUTlOOO

※朝食はホテルからの

サービスです。

※朝食はホテルからの

サービスです。

蚤‾三
囲　　　　　　　園

博多駅周辺adam上の地域名福岡市内

難のお翻こげィースセットご臆　朝食券を博多土産に変更可能　回国

駅周辺adam上の地域名福岡市内　博多駅周辺adamtの地域名嗣市内　博多駅周辺adam上の地域名福岡市内

★JR博多駅から徒歩
約1分

●洋室（1－3名1室）
●州14：00／OUTll：00

園
朝食雄創こ変更可能（レ朴ラン・メニュー陳）

園
女性のお翻こレディースセットご臆　園

●洋室（2－3名1室）
洋室ダブ凧1－2名僅）

※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN15：00／OJT仕00

園
園
勝擢べる鰯」として麟店舗にて綱能　園 田園園田　　　　園田　馳陥脚提捌

駅周辺adam上の地域名福岡市内　博多駅周辺adam上の地域名福岡市内　博

●洋室（1－3名1室）
●iN14、00／OUTllOO

圃
女性のお翻こレディースセット翻意園田

駅周辺adamtの地域名福岡市内　博多駅周辺adamtの地域名福岡市内　博多駅周辺adam上の地域名福岡市内

ミネラルウオーター1本付き園囲

★JR博朝田ら徒歩約紛

●洋室（2名1室）
洋室ダブ伸一2名1皇）

※禁煙ルームのみの

設定となります。
※部屋にバスタブなし、

シャワー付き

●iN15．00／

OUTllOO（通常10：00）

★」R博多駅から徒歩
約2分

●洋室（2名1室）
濯ダブル（1－2名1室〉

※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN14：00／OUT仕00

博多駅周辺adam上の地域名福岡市内

★」鴨多醐＼ら徒歩細分　余
－←＿ゝfi＝三二i／′ヽノー，∴ィ，＝二三＝〟ヽ　　一　＼し

灘謀瀧
設定となります。

●州14：00／OUT仕00

※宿泊除外日：
6／4、6／18－7／2

客室の「iPad」利用可能

★西鉄薬院駅から
徒歩約1分

●洋室（1－2名1室）

も●iN14：00／OJT仕00

★地下鉄天神駅から
徒歩約9分

●洋室（1－2名1室）
●iN14．00／OUT1200

園田　　　　　　　園

★地下鉄天神駅から

天神周辺　adamtの地域名福岡市内　中洲周辺　adam上の地艶福同市内

★地下鉄楓から鶴細肪
●洋室（1－3名1室）

ルーガロア濯仕組呈）
※禁煙ルームのみの

設定となります。

●IN1500／OUTllOO

圃
園tl田圃閻肺隅趨闘i繊髄鞘〈繭高帖繭高一涌

★地下鉄中洲ii端駅
から徒歩約1分

●洋室（1－4名1室）

洋室ダブル（2名1皇）
※3－4名1室、ダブル2

名1室は禁煙ルームの

みの設定となります。

●iN14．00／OUTl100

駅周辺adam上の地域名福岡市内　博多駅周辺adam上の地域名福瞞内

★JR博多訳から徒歩
を褒詞　約3分

‡●洋室（2－4名1室）

鳶　濯期し（1一雄1皇〉
●iNは00（通常14．00）／

OUT1200樋常1100）

園園田　　　　　回国
珪車場無料（1室につき1台）VOD利用可能

駅周辺adamtの地域名福岡市内　博多駅周辺adam上の地艶福同市内　天神周辺　adam上の地域名福岡市内

★JR博多駅から徒歩

約5分
●洋室（1－3名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN15．00／OJTll．00

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

天神周辺　adam上の地域名福岡市内　天

園

周辺　adamtの職名福岡市内　中洲周辺　adam上の地域名福岡市内　中洲周辺　adam上の地域名福岡市内

★JR博多駅から車で

約5分
●洋室（1－3名1室）
●iN14．00／OUT12．00

地下鉄中洲ii端駅
から徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）
●iN1400／OUT12°00

園田　　　　　　園田　　　　　　回国

★地下鉄中洲ii端駅
から徒歩約7分

●洋室（2名1室）
濯ダブル（1～娼1室）

●iN15：00／

OJT12iOO（通常11，00）

ミネラルウオーター1泊につき1本付き　朝飯験に変更可能（レ朴ラン・にユー隈）朝食を昼食に変更可能（洋食のみ）朝食彊食に変更可能（12：00－14：00）
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薄1－発 　案欝′一五で ∵∴一∴∴一∴一∴．ヾ∴ 　∴「 � ��轡義 一上進娼坦 

田　　　　　6　　‾三rl圏　　※写真下にある［二二コはホテルからのおもてなしです。

回温泉あ9）囲大浴蹴り測　閣議詳り　園薪風呂※1回茫※3　0磐　田実損絹慾駕　国籍

鐙態強酸※4

※1男如U、時間等により入替制の場合もございます。また、複数の風呂のある施設で一部有料の場合もございます。※2ご利用料金については各宿泊施設にご確認くださ
い。※3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。※4出発前にご予約が必要です。※5出発前にご予約（有料）が必要です。
※特に記載のない限り、バス・トイレ付きとなります。※2016年11月現在の情報となります。　　／
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シティプラン福岡1・2泊　〈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、追加代金が必要となります。

◆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　②規定の宿泊費、食事代
※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。

音出発日カレンダー

（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。）

三園“謡‾‾麗麗露語

患蒲拒正喜案　1泊‥F8121A

■基本代金（お一人 ��様）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位用 

1嘉瀬音一里竺 �A �E �C　　　　D ��E �F �G　主、H ��！ �iJ �K �し �MIN ��＼＼薬破 

3・－4名1室 �17，300 17，800 �18，300 �19，300119，800 ��！20，300 �24，800 �29，300は2，300 ��37，30（自42，800 ��44，300 �49．300　50，300 ��52，800 �58，800 

2名1室 1名1室 ��）18，300 �～19，800 �20，300　20，800 ��125，300 �は9，8両丁諦300 ���143，800 �45，300 �50，300は1，300 ��【53，800 �惇9，800 

18，800 �19，300 �20，800 �21，300は1，80く＝26，300は0，800 ����33，800は8，800 ��44，300 �45，800 �50．800　51．800 ��匡4，300 �60．300 

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。）

■基本代金（お一人様）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位円 
－　出発日 1重刑用人重‾‾－＿ �A �iD �C �Di　E ��F∴　G「H ���1 �J �K �し �M �N �∴○ 

3－4名1室 �22，300 �22，800 �，23，800 �24，800 �29，800130，80引32，800 ���33，800 �36，800 �42，300 �46，300 �53，300 �54，300 �57，800 �64，300 

2名1室 �23，300　23，800 ��24，800 �25，800 �30，800 �31，800 �33，800 �34，800 �37，80両43，300 ��47，300E54，300 ��55，300 �58，800 �65，300 

1名1室 �25，30引25，800 ��26，800 �27βOoは2，800は3，800 ���35，800136，800 ��39，800145，300 ��49，300 �…56，300 �57，300 �60，800 �67，300 

ぎ翳蟄量塗霧軽輩麗繕撥蓮蒸謙蔭議運謀議曇、 l

＿＿＿　　　　＿＿．ノ

1 �1 � � � ��� �● � � � 

最少1泊のお申し込みがあれば、例えばご出張の途中でお友達の家や、お客様自身で手配したホテルなど、自由に宿泊先を選べます。

口日程織 

I／‾＼＼

／含拝†ノiC
ANAシティプラン）

＼＼豊ノ／

因フライト顎思 

親戚の家に宿泊

シティプラン
出グループホテル

シティプラン
aグループ荊テル

ご自身で手配した
ホテルに宿泊

2

田ホテルを聖 

シティプラン
基本グループホテル

二三二二　　　　　　　　一三＝＝壬生∴・一一二－＝多／



ホテル追加代金は一人様／1泊iこつき）

※★は土曜日代金適用となります。

宿泊 �宿泊日 �4／1－4／27 ��4／28 �4／29 5／6 7／15 �4／30～ �5／3－ 5／5 �5／7－7／13 ��7／14 7／17－8／9 ��8／27・一一9／15 ��10／1－－10／6 10／9－11／2 ��10／7 10／8 

ホテル グループ �1室 利用人数 ���8／13－ 8／15 �7／16 8／11 8／12 �5／2 8／10 �9／16 9／17 ���8／16－8／26 ��9／18－9／30 ��11／5－11／25 （★11／2） ��11／3 11／4 

日～金 �土 �����日～金 �土 �日～金 �土 �日～金 �土 �日～金 �土★ 

a 劾り＝ま？ �3名1室 �追加なし ��1．000 �1，000 �1，000 �1，000 �追加なし ��������1，000 2名1室 ���1，000 �1，000 �1，000 �1，000 ���������1，500 

1名1室 ���1，500 �1．500 �1，500 �1，500 ���������2，000 

陽 動的占ジ �3名1室 �1，500 �2．000 �1，500 �2，500 �2，000 �3，000 �1，500 �2，000 �1．500 �2，000 �1，500 �2，000 �1，500 �2，000 �2，500 2名1室 �2，000 �2，500 �2，000 �3，000 �2，500 �3，500 �2，000 �2，500 �2．000 �2，500 �2，000 �2，500 �2．000 �2，500 �3，000 

1名1室 �2，500 �3，000 �2，500 �3，500 �3，000 �4，000 �2，500 �3．000 �2，500 �3，000 �2，500 �3，000 �2，500 �3，000 �3，500 

∴ 郵曝潔 �3名1室 �2，500 �3，000 �2，500 �3，000 �3，000 �3，500 �2，500 �3，000 �2，500 �3，000 �2，500 �3，000 �2，500 �3，000 �3，000 

Z名1室 �3，000 �3，500 �3．000 �3，500 �3，500 �4，000 �3，000 �3，500 �3，000 �3，500 �3，000 �3，500 �3，000 �3，500 �3，500 

1名1室 �3，500 �4，000 �3，500 �4，000 �4，000 �4，500 �3，500 �4，000 �3，500 �4，000 �3，500 �4，000 �3，500 �4，000 �4，000 

倒 鰯 �4名1室 �1．500 �3，500 �1，500 �3．000 �1，500 �3，000 �1，500 �3，500 �1．500 �3，500 �1，500 �3，500 �1，500 �3，000 �3，000 
3名1室 �3，500 �4，500 �3，500 �4．500 �4，000 �4，500 �3，500 �4，500 �3．500 �4，500 �3．500 �4，500 �3，500 �4，500 �4，500 

2名1室 �4，000 �5．000 �4，000 �5，500 �4，500 �5，500 �4，000 �5，000 �4，000 �5，000 �4，000 �5，000 �4，000 �5，000 �5，000 

1名1室 �5，000 �6，000 �5，000 �6，500 �5，500 �6，500 �4，500 �6，000 �5，000 �6，500 �5，000 �6，500 �5．000 �6．500 �隼00 

3名1皇 �4，500 �6．500 �5，500 �7，500 �7，000 �8，000 �4，500 �6．500 �5，500 �7，500 �5，000 �6，500 �5，500 �7，000 �7，500 

2名1室 �5，000 �7，500 �6，000 �8，500 �7，500 �9，000 �5，000 �8，000 �6，000 �8，500 �5，500 �8，000 �6，000 �8．000 �8，000 

1名1室 �7，000 �10，000 �7．500 �11，000 �9，500 �11，000 �7．000 �10，000 �7，500 �10，500 �7，000 �10，000 �7，500 �10．000 �10，500 

高 級声ジ �4名1室 �4，000 �6，500 �6．000 �7，000 �6，000 �13，000 �4．000 �7，000 �5，000 �7，000 �4，000 �7，000 �8，500 �10，000 �10，000 
3名1室 �6，000 �9，000 �7．500 �9．500 �8，500 �13，500 �6，000 �9，000 �6，500 �9，500 �6，000 �9，500 �9，000 �11，000 �11，500 

2名1室 �6，500 �9，500 �8，000 �10，500 �9，000 �15，000 �6，500 �10，000 �7，000 �10，500 �6，500 �10，500 �10，500 �12，000 �12，000 

1名1室 �10，500 �15．000 �12，000 �15，500 �13，000 �21．500 �10，500 �15，500 �11，000 �15，500 �10，500 �15，500 �15，500 �18，000 �18，500 

□基本フライト、□Aフライト ◇…プロペラ機材での運航

※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。また記載のフライトスケジュール

が大幅に変更となる場合や運航会社の変更や共同運航便となる場合がござ

います。発着時刻・運航会社につきましては、ご予約時にご確認ください。

※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。

基本フライト以外をご利用の場合、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フライト利用追加憶（お一人様）　単位：円（復路）Aフライト利用追加代金（お一人様）

往路搭乗日 �4／1（∴‖／19 

目～金 �土 

Aフライト �追加なし �4，000 

3

日

4，000



旦 � 
軽 膝 ��十∴∴ �緩読幾緩翻謝譲聞詰問琶繭寵醒腫丑顕醒頻茜謡闇聴講園聞圏閏圃 

両日2日で500聞き、2泊3日で1，000捌き、　　雷諾認諾蒜始誘籍詣講峯噺．時間、返事場所．閥の確定が条件と三三一 

鳥目4日で1，500円引き・4泊5日以上で最大2，000円引き！＿緒攫競蕊羅繕嵩謙藷嵩競謹鵠諾鞘 

音軸問題陶 ���憂国SS宇部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克下記「早割30」用オプショナルコードでご予約ください。　　　　　　　　　1 
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一 

田チャイルドシートレンタル鬱
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

ございます。6歳未満の幼児は必ずご予約ください。

ベビーシート チャイルドシート ジュニアシート

※チャイルドシートの予約がない場合は、レンタカーの貸し出しができませ

んので必要な種類を人数分ご予約ください。

※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。章の空きが

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。

音レンタカーご利用料金（1台）※九州内でのご利用に限ります。

Ei合クラスカ■ナビ・ETC標準襲備
※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。

※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。

田舎クラスCDプレーヤ”標準装備
※Sクラスは、一部対象外の車種がございます。

田携帯オ”デイオ接続端子『MusicLine』標準装備
お客様がお持ちの携帯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。

nWEDチェックインサービス
WEBサイトで事前に重要事項の説明の一部をご確認いただくことにより、現地でスムー

ズに手続きできます。詳しくはhHP：／／WVW．ana．COjp／tabUoho／をご確認ください。

（パソコンからアクセスをお願いいたします。携帯電話／タブレットからはご利用いただけ

ません。スマートフォンについても機謹によりご利用いただけない場合がございます。）

設定期間2017年4月1日～11月26日利用分

クラス ���S �A �EA �EB※1 �EC �WH �HC �WA �WB 
（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7－8名） �（定員8－10名） 

車種の一例 ���フィット、 デミオ、 ノート等 �カローラ等 �アクア等 （ハイブリッド） �プリウス1．8L （ハイブリッド） �新型プリウス 1．8L （ハイブリッド） �ウイツシュ等 �マークX �ステップ ワゴン、 ノア等 �ハイエース ワゴン等 

同日中 �5．200円 �7，500円 �7，500円 �8，300円 �8，500円 �8，300円 �10，300円 �12，400円 �13，900円 

1泊2日 �10，300円 �13．300円 �13，300円 �14，100円 �14，500円 �14，100円 �18，600円 �23．100円 �28，800円 

2泊3日 �15，500円 �18，600円 �18．600円 �21，100円 �21，700円 �21，100円 �28．800円 �33，700円 �41，600円 

（1台 ��3泊4日 �20，600円 �23，700円 �23，700円 �28．800円 �29，600円 �28，800円 �39，100円 �44，000円 �53，900円 

田 ��4泊5日 �25，800円 �30，900円 �30，900円 �36，000円 �37，000円 �36，000円 �48，900円 �54，300円 �66，300円 
以後1日 �5，200円 �6，200円 �6，200円 �7，200円 �7，400円 �7，200円 �9，300円 �10，300円 �12，400円 

ォプショナノ ��通常 �50027D �50027E �50027K �50027J※1 �50027T �500271 �50027F �50027G �50027H 

＼コード ��∴馬主担： �50027L �50027M �500275 �50027P※1 �50027U �60027Q �50027N �60027R �50027S 

臆レンタカー乗り捨て追加料金のご案内（1台）

福岡県 �●配車と返事が豊なる県となる場合別途下 

無料 �佐賀県 �記の乗り捨て追加料金が発生します。 

無料 �無料 �長崎県　8 � 

3，100円 �3，100円 �3，100円 �熊本県 � 

3，100円 �3，100円 �3，100円 �無料 �大分県 � 

7，200円 �7，200円 �7，200円 �5，200円 �5，200円 �宮崎県 � 

7，200円 �7，200円 �7，200円 �5，200円 �5，200円 �無料　　SS親胸幅提案書 

※l EBクラスは9／30返事分までの設定となります。

※台数に限りがあり、ご希望に沿えない場合もございます。

※グレード・色・年式・型式等の指定はできません。

※表記のクラスは、当社の定めるクラスとなり、ニッポンレンタカー基準に

て定められるクラスとは異なります。

※10月以降、車種が変更となる場合がございます。

※適用料金・延長料金については利用開始日が基準となります。

※料金は1日単位（同日中）となり、24時間制（時間制）ではございません

のでご注意ください。

※乗車定員は乳幼児のお子様も利用人数に含めた定員となります。

獲運営会社ニッポンレンタカー図

本オプショナルプラン商品は当社ANAセールス（株）の募集型企画
旅行ではありませんが、取消科は当社旅行条件書【国内旅行に係る取
消料】の項目に準じます。

利用時のご注意※場所により空港⇔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台あたりとなります。配車・返事は、各レンタカー会社指定営業 

所となります。（配車・返事可能なホテルなど詳しくは、申込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。）※料金は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ご注意ください。営業時間内に返事となります。オプショナルレンタカーには別途乗り捨て追加料金が発生します。（乗り捨て追加料金表にてご確認くだ 

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）、有料道路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となる場合もございます。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／有料／現地精算）※走行距離制限はございません。※ガゾノ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。 

回は情報ブック（A2Infoに掲載）に詳しい記載がございます。回はadamより行程案内書が印刷できます。

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、詳しくは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。スタッドレ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。
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●出発・帰着空港：宮崎空港
●設定期間：
2017年4月1日～11月19日の毎日出発

●食事条件：朝食付き
●最少催行人員：1名
●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。

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・日程により旅行代
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

代金の設定はございません。（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・
北九州空港却」用の場合、国内線旅
客施設使用料が含まれております。

1泊 �2泊 �行　程 �食事 

1 �1 �画す福岡空港＝〈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 �国 

最終日 �最終日 �◆出発までフリータイムホテルこく各自負担〉＝福岡空港斗［固 �回 

利用便についてはフライト情報をご覧ください。

漢お客様へのご案内（必ずお読みください。）

お申し込み／l名標以上でお申し込みください。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日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／便名はご予約いたか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おいます。券面に

意識されている便以外はご利用いただにはせん。また、乗り遅れ（交通機関の渋滞等含む）は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。※事前座席指定いただける席には限りがありま

す。予約状況はり、お並び席などご希望に沿えない場合が慕います。※機材変更などやむ粥ない理由はり、捕定済みの座席が予告なしに変わる場合がございます。※航空使節u用に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／特に記載のない限り、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。相部屋鵬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l名l室はシングルルーム、2名l室はツインルームの軍u用となります。（3名以上l茎でご利用の場合はツイン＋エキストラベツほたは、ソファーベッド

等となります。）「ホテルからのおもてなし」は記載のない限り、清和1回のご利用となります。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一部となる場合がございま

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は時刻を赤文字で表示しています。代金を適用しないお子様（3歳未満）で食事や喪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ございます。（現

地払い）各施設に記載されている金額はl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ございます。施設使用料に含まれているもの路宿泊施設はり異なりますので各宿泊施設にご確認く
ださい0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はって脚食を斬り用いただくことができない場合がおいます。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。ポショナルブラン／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おいます。その他／ツアー中、当社の手配はる旅行サービスの毘供が一切行われない日（これを当社では
「無手醐」といいます）については、当該日にお客様が被った寅害について補償金は支払われません。取り軌、施設は、予告なく施設の一部工事、法令点検、営業日、メニュー内容等を変更する場合がございます。

●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。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）によりま丸

●2　こ旅行のお申し込みおよび契約成立

①1）当社、2）旅行業法で規定されが受託営業所」（以下l）
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す。

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克

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丸この場合、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丸

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lじフレット、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。予約時点
で15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Jr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。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。

●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21日前までにお支払いいただきます。なお、21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
心身の陸別はたはアレルギーを含む病気やけがのある
お客様の、ツアー参加iこ関するご相談を伺っております。
※旅行参加に摸し介助をしていただく方の同伴をお願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。

重塑⑪0570－029“011
※i暗記からiまこちらに棚lけくだ机1。050－3819・9274

受付時間10：00－12：00／13：00－18：00

（土・目・祝日および5／1を除く）
※詳しくはhttp：／／www．ana．co－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。 

旅行企画・実施ANAセ”ルス株式会社
観光庁長官登録旅行業第1656号　〒103－0027東京都中央区日本橋2－14－1

茄⊃ド保証会員
圃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lで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。

総合旅弓 での取弓 明な点 �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 

tI �こ関 あれ �する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不 ば、ご遠慮なく右記の取扱管理者におたずねください。 

パンフレット請求コード SL－7A250－003 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室却」用人数の変更に対する差額代金をい
ただきます。

SSSSS喜書取 � � 

21日目に �無　料 

旅行開始日の �あたる日まで 20日日以降 �旅行代金の20％ 

前日から �8日目に 

起算して． さかのぼって �あたる日まで 

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100％となりま丸

※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

紙特別補償規定第二条第三項目に規定する「サー
ビスの堤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。

国塑⑱0570°011－860
営業時間9：30－18：00

※iP電話からはこちらにおかけください。

050－3819－9213

●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、2017年1月1日を基準日としていま

す。また、旅行代金は、2017年1月1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
てご堤供いただきま克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）シーについては、当社ホームページ
（http／／WWWanaSCOJP）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も

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。

重望⑪0570－039m860

受付時間平日10：00－17：00

（土・日・祝日および5／1を除く）

※iP電話からはこちらにおかけください。

050－3819－9275

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。

〒紺騨輔靖広島lT日12番17号

議腹鰭騎県勤労者旅行会
で敬謙凝－2年1555FAXO985－24－8619

溶合旅行業務取扱管理者
廣　田　儀　轟


