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2017　　　2017

／1ト11／13出発

宮崎発

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※謹ホテル

出発日から最大14日間まで復路延長可能

ANAのフライトマイルがたまる！※灘

連泊でも1泊ずつでも
全ホテルから選べる！！

ホテルは何日目のご利用でもOK

30日前までのお申込でおトク！
※一部ホテル。詳しくはP．8をご覧ください。

※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。

品川　　adam上の地域名馴・浜船町　成田　　　　adam上の地域名成田

蘭★」R・京浜急行

品jii駅高輪口
から徒歩約2分

●洋室（1－3名1室）
●iN1400／OUTll●00

園田図　　　　　回

★JR・京成電鉄成田空港

駅からバスで約30分

※」臣京腕鍋田空潮から

遡別。詳緋直駄テルへ

●洋室（1－3名1室）
●iN15：00／

OJT1300億削1iOO）

ルームキー提示でエンターテイメント騒割引　朝食を昼食に変更可能 圃

町　adam上の地域名品川・浜松町　新宿　　　　adam上の地輔新宿　新宿

★」R大井町駅から
徒歩約3分

●洋室（1名1室）
●iN15．00／OUT1000

★地下鋼庁前醐1ら髄鞘か

●洋室（1－3名1室）
濯セミダブル（2名1室）

※セミダブ肌13弧のベッド

1台を2名での棚と別ます。

認識灘灘
ミネラルウオータ塙諦一入毎日回国

adam上の地域名新宿　青山

★地下鉄新宿御苑前
駅から徒歩約5分

●洋室（1－2名1室）
洋室セミダブル（2名1室）

セミダブルは135m

のベッド1台を2名で

の利用となります。

●IN1400／OUTlOOO

泡銭∴∴∴∴adam上の地域名池袋

★地下鉄東池袋駅
から徒歩約3分

●洋室（1－3名1室）
濯ダブル（1～2名1室〉

●iN14●00／OUTlliOO

※宿泊除外日：
10／1－11／25

adam上の地域名池袋　銀座adamtの地域名銀座・新種・汐留・丸の内　日

★地下鉄築地駅
から徒歩約2分
洋室（1－2名1室）
iN15．00／OUTlO：00

圃12名1重刷胴i

橋adam上の地域名穏醐膚・汐留丸の内　日

★地下鉄人形町駅
A5出口から

徒歩約2分
●洋室（1－2名1室）
●iN15：00／

OUTll．00（通常10．00）

園

橋adam上の輔名銀座浦風汐留・丸の内

地下鉄人形町駅
A5出口から

徒歩約3分
洋室（1名1室）

※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN1500／OJTlOOO

※朝食はホテルからの

サービスです。

赤坂　　adam上の地域名赤坂・六本木

★地下鉄赤坂駅から
徒歩約5分

●洋室（1－3名1皇）

●iN15．00／

OJT仕00億常10，00）

※宿泊除外日．4／1－

4／8、7／20－7／23、

11／10、11／11園
ミネラルウォリー付き熔二人樹本）園

★地下鉄赤坂駅から
徒歩約5分

●洋室（1－2名1室）
●間400（通常1600）／

0UTlO‘00

※宿泊除外目：
4／19、4／20

★JR水道橋駅から
徒歩約5分

●洋室（1－2名1室）
●州15iOO／OUTlO：00

adam上の棚名錦糸町・両国・東関　両国adam上の地域名錦糸町・両国・東陽町

★地下鉄茅場町駅中央東

出口4Bから徒歩純分

●洋室（1－3名1室）
●iN15：00／

OUT12．00（通常1000）

圃
ウェルカムドリンク付き（あー人様1回）

★JR両国駅西口
から徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）
●IN15．00／

0日12．00（通常1000）

※宿泊除外目：
4／11－4／13

圃
朝食を昼食に変更可能（月曜日を除く）ウエルカムドリンク付き（ペットポト川本）

★地下鉄田原町駅
から徒歩約1分

●洋室（1－2名1室）
●iN14●00／

OUT12：00（通削1：00）

※宿泊除外日：
5／20、7／29

★地下鉄浅草駅から，儀

詰、OUT1200（通常1000）

浩一※宿泊除外目：

鞘詩誌；駕

adam上の地域名上野・浅草　浅草橋　　adam上の地駈上野・浅重　蒲田　adam上の地域名大森・蒲田・羽田

弐★地下鉄田原町駅
つ　から徒歩約3分

●洋室（1－3名1室）
●iN1400／OUTllOO

※宿泊除外目：
5／3－5／6、

5／20

圃

★JR・地下鉄浅草橋

駅から徒歩約2分
●洋室（1－4名1室）

●iN1600／OUTlOOO

※宿泊除外目：
7／29

★JR蒲田駅西口
から徒歩約3分

●洋室（1名1室）
洋室ダブル（2名1室）

●iN15：00／OUTlO：00

※朝食はホテルからの

サービスです。

（6、30－930）



八王子　　adam上の地域名東京西部

『言説謝胤龍
〇

着

圃

董躍艶麗筐醒踵轄藷
★議讐子駅から熊★難聴鰭。

から徒歩約3分
●洋室（1－2名1室）
※禁煙ルームはリクエスト

手配と別ます。

iN1500／OUT仕00

圃

圃
回国
ミネラ肋オーター付き（お1人枝漑中1本） 女性のお客樹こレディースセット翻意圃

干　★JR千葉駅東口

灘驚OUTlZ：00（通削0：00）

棄　　adam上の地艶子粟木更津

★JR千葉駅から
徒歩約7分

●洋室（1－3名1室）
●iN15．00／

OUTlZ：00（通削100）

圃

★、惟繊細励、らパスで
約紛（第1ターミナル縄）

●語群ラ肋勅凧1掴
酢ラ）刑イ）ilr蛤潮害）

醜モデレートツイン（狙劃

●iN1400／

OJT12，cc（通常廿00）

朝食を昼食に変更可能

津　adam上の地域名千乗・木更連

★JR木更津駅から
徒歩約5分

三言●洋室（1名1室）
●剛300樋常1500）／

OJT12iOO樋常10：00）

ミネラ肋一拙さ（お一人網こつ綱目園 囲

★」R幕張本郷駅
から徒歩約3分

●洋室（1－3名1室）
●iN16．00／OUTlO：00

★JR宇都宮駅から
徒歩約1分

●洋室（1－2名1室）
●iN1400／OUTll．00

朝食を昼食に変更可能 園
adam上の地域名品川・浜松町

★JR浜松町駅
南口から
徒歩約8分

●洋室（1－2名1室）

●，l●iN1500／OUTllOO

★JR浜松町駅から
徒歩約8分

：：；●洋室（1－3名1室）
和室（4名1宣）

●囚1500／OUTlO．00

回国回国
客室冷艶内ミネラルウオーター付き圃

adam上の地域名品川・浜松町　馬込　　adam上の地域名馴浜松町

東急目黒駅から
徒歩約4分

●洋室（1－2名1室〉
●IN15’00／OUT1200

園

震★躍尺
こロ●洋室（1－2名1室）半量

霊●iN15・00／OJTllOO　上奏＿
n e u‘▲

09　0日

t Ciさき

園★JR新宿駅から

徒歩約1分
●洋室（1－2名1室）

●iN13：00／OJTllOO

朝食を昼食に変更可能　　ミネラ肋オータ増さ（お一人樹泊につき1本）

★地下鉄新宿三丁目
駅から徒歩約5分

●洋室（1－2名1室）

洋室セミダブル（2名1室）

※セミダブルは135m

のベッド1台を2名で

の利用となります。

●iN15●00／

OJTl的0（通削100）

新宿　　　　adam上の地域名新宿

圃

斧ミ★糖議場
仁　二三一●洋室（1－2名1室）

※2名1室はリクエスト

手配となります。
※禁厘ルームiルクエスト

手配とか）ます。

●iN1500／OUT仕00

園　　‾ii‘■日、ノ●′〉〉iii〉＞回国

★JR赤羽駅北改札東
口から徒歩約1分

●洋室（1－2名1室）

洋室ダブル（2名1室）
※喫煙ルームi拙クエスト

手配と科）ます。

●州15●00／OUTll．00

★地下鉄築地駅か
ら徒歩約2分

●洋室（1－3名1室）
●iN15：00／OJTlOOO

評や単一★地下鉄茅場町駅

蟄：離籍
囲

※宿泊除外目
4／1－4／3、

5／3－5／6

半蔵門adam上の地域名癒田橋水道橋・九段

★地下鉄半蔵門駅
4番出口から

徒歩約1分
●洋室（1－2名1室）
●iN1400／OJT1200

※宿泊除外自
ら／7

圃 圃

★JR御茶ノ水駅
から徒歩約2分

●洋室（1－2名1室）
●iN15：00／OUTll●00

東陽町adamtの地域名錦糸町・両国・親町

園

★地下鍋脚馴ら鰐細分
●洋室（1－2名1室）

洋室ダブル（2名1室）
※バスタブはございません。

（シャワーブースのみ）

●lNl的C樋削5．00）／

認※鵜藍
武輔　　adam上の地域名東京西部

★都営浅草駅から
徒歩約3分

●洋室（1名1室）
●iN1500／

OJT仕00樋常10．00）

※宿泊除外日：
5／20、7／29

園 圃

★JR国分寺駅から
徒歩約1分

●洋室（1－2名1室）
※喫煙ルームはリクエスト

手配とか）ます。

●iN1500／OUT11．00

※朝食は3Fラウンジに圃講謹霜の認登
園

adam上の地域名東京西都

国闇聞闇国語
★JR立川駅から
徒歩約2分

●洋室（1－2名1室）ミ

eiN而0廟涌06）莞
OUT1200（通削0：00）董

★JR立川駅から
徒歩約3分

●洋室（1－2名1室）

●iN13：00／OUT12●00　回田職霊宝●州4．00／OJTll．00

回国
朝食を昼食に変更可能

町田　　　adamtの地域名東京西部

回頭顕頻開聞語間
一一喜一－★JR町田駅から

徒歩約2分
●洋室（1－3名1室）

※宿泊除外日
4／22

adam上の地軸東京西部　横浜

★京王・小田急・多摩モノ

レール多摩センター駅

から徒歩約粉

●洋室（1－3名1室）
濯ダブ周一2名1宣）

●iN14．00／

亘強国※観諾鰭鵠
囲

※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN15：00／OUTlO●00

★」R鶴見駅から
徒歩約1分

●洋室（1－2名1室）
※2名1室はリクエスト

手配となります。
●州4iOO（通常15°00）／

OJT12：00樋常用00）

田崎∴　adam上の地域名その他神奈川県　川崎　adam上の地域名その他神奈川県

★JR川崎駅西口
から徒歩約1分

●洋室（1－2名1室）
※喫煙ルームはリクエスト

手配となります。

●iN15．00／OUTlliOO

圃 園田囲

★JRIii崎駅東口

から徒歩約5分
京急Ii旧訳中央改札
から徒歩約6分

講ノロadam上の地域名その他補奈川県

因襲三三鬱鰹整避鞄

嚢嬬讃



大船　　　　adam上の地域名鎌倉

回顧頴璽国
語譲繰。から

徒歩約3分
●洋室（1－2名1室）

洋室ダブル（2名1室）
※禁煙ルームはリクエスト

手配となります。

●iN15．00／OUTl的0

★JR宇都宮駅直結
●洋室（1－2名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●IN15iOO／OUTll：00

圃

から徒歩約8分
●洋室（1－3名1室）
●iN14：00／OUTll．00

※宿泊除外日：5／7

成田　　　。dam上の地域名舶

★JR空港第2ビル駅
から車で約15分

●洋室（1－3名1室）

●州1400／OUTll●00

囲
ミスラl肋一夕ー艦船一人様個ごつさ1本）

＼★悲喜部室駅より
i二、徒歩約3分
言●洋室（2名1室）

諒＿濯ダ加（1－2名1室）
●iN14：00／OUT仕00

※宿泊除外日”
11／24

園

adam上の地域名群馬

●洋室（1－2名1室）
●iN14．00／OUTll●00

郷翻こ周一砂上轍フロントにて）圃

設題登薗
★JR浦和駅から
徒歩約1分

羅驚灘綴
喜登・龍糖…0
園田

′亭ヽ．

！雪熊

園

から徒歩約2分
●洋室（1－3名1室）
●剛400／OUTll●00

圃
adam上の地域名横浜繭量醒董

★撥襟から，．－
●回洋室（ト2名1室）

回洋室タカレ（2名1皇）
※濯朔レ脚よシティビュー

★弧品川醐1ら徒歩約扮

●洋室（1－4名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN14●00（通削5．00）／

OUT1200億常11°00）

田町　　adam上の地域名品川・浜松町

園田図　　　　　回0囲
燦鱗細彊藍

★京浜急行・地下鉄
泉岳寺駅から
徒歩約1分

●洋室（1名1室）
洋室ダブル（2名1室）

※禁煙ルームのみの

設定となります。

JR田町駅芝浦口
から徒歩約4分
洋室（1－2名1室）
iN14●00／OUTll●00

宿泊除外日i
9／18

≡軒東屋　　adam上の地輔渋谷池袋 adam上の坦懐名池袋

★懸勝、ら　揮∴★諾騒
●洋室（1名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●州15：00／OUT佃00

★JR駒込駅南口
から徒歩約1分

●洋室（1－2名1室）

洋室ダブル（2名1室）
※2名1室はリクエスト

手配となります。
●州500／OUTll●00

※宿泊除外日：
9／10

adam上の地域名赤坂・六本木

★地下鉄永田町駅
から徒歩約5分

●洋室（1－3名1室）
●iN14．00／OUTlOOO

※宿泊除外日．
4／1－4／4、4／30、

7／1、8／14

早稲田口から
徒歩約1分

●洋室（1－2名1室）
●州4：00／OUT仕00

※宿泊除外目：5／7

園塵亘垂直

園直垂

園

園

★東急田園都市線
三軒茶屋駅から

徒歩約2分
●洋室（1－2名1室）

iN15●00／OUTl的0

八重洲adamtの地域名銀座崩橋汐卦丸の内　八

徒歩約1分
●洋室（1名1室）
●iN15：00／

OUT12．00億常1000〉

ウェ肋ムドリンク付き（ペット朴ル体）囲

★JR・地下鉄池袋駅
から徒歩約3分

●洋室（1－2名1室）
●州14．00／OUT1200

adam上の牲抜毛池袋

★JR目白駅から
徒歩約1分

●洋室（1－2名1室）
※2名1室はリクエスト

手配となります。
●iN15：00／OUT仕00

堀adam上の地域名銀座新原・瀾・丸の内

★JR・地下鉄八丁堀駅
から徒歩約2分

●洋室（1名1室）
洋室ダブル（2名1室）

●iN14：00／OUT仕00

赤坂　　adamtの地域名赤飯・六本木

★地下鉄赤坂駅
3b出口から
徒歩約5分

●洋室（1名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
※バスタブはご軋1ません。

（高繊シャワータナ捌

●備前／0両前回

★地下鉄赤坂見附駅
から徒歩約1分

●洋室（1名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN1500／OUTllOO

adam上の地域名上野・浅草

詣★地下鉄永田町駅3番

出口から徒歩約1分
●洋室（1－2名1室）
●iN15．00／OUT仕00

※宿泊除外日〝

5／30、7／25、

11／13－11／17

基礎化粧品付き（フロントにて）女性のお客緋レディースセットご臆

adam上の地域名上野・浅草

★JR・地下鉄浅草橋駅

から徒歩約2分

●洋室（1名1室）
洋室ダブル（2名1室）

※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN15．00／OUTlOOO

★京浜急行空港線
穴守稲荷駅から
徒歩約2分

●洋室（1－2名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN1400／OUT仕00

神田　　　ad。m上の地域名上野．浅草

圃
ワンドリンク付き

聾空室議題

園園田

★地下鉄半蔵門駅
から徒歩約2分

●固洋室（1～2名1室）

回洋室ダブル（2名1室）

●iN1400／

OJTllOO樋常10：00）

軽輩董董
書聖★諮態粥

蓋：灘認

園田田園

★JR上野駅浅草口
から徒歩約2分

●洋室（1－2名1室）
●iN14：00／
‾OUT1200億常用00）

※宿泊除外日：
5／7、7／29

★JR上野駅から
徒歩約12分

●洋室（ト2名1室）
●lN15．00／OUTlO．00

回国囲
森鴎外i自邸入館可能

隔離諦隅i葬勾部之歳）

田　　adamtの地艶大森蒲田羽田

★JR・東急蒲田駅
から徒歩約3分

●洋室（1－2名1室）
●iN15．00／OUTlOOO

圃0田園田　　　圃囲
駿彊鮎頬可鍬レ朴ランiにユー躍）ウエルカムドリンク付き

明　adamtの地域名湾岸（竹芝・お台境）

★ゆりかもめ有明駅
から徒歩約3分

●洋室（1－3名1室）
●iN1400／

0LmlOO（通常10iOO）

※宿泊除外目：

園
郷槌轍こ励－スセット轍7にティ）園囲

adamtの地域名東京箇郵

★JR・京王吉祥寺駅
から徒歩約1分

結豊沼）。塵両国
ミネラ肋一夕一睡蕊南紀人跡〉囲

洋室ダブル（2名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●IN15：00／OUTlO：00

※宿泊除外日：
8／らし－9／4 回国

★JR高円寺駅から
徒歩約1分

●洋室（1－2名1室）

洋室ダブル（2名1室）
※ツインルームはリクエスト

手記と別ます。

●IN1500／OUTll●00

※宿泊除外日i
8／26、8／27

★JR立川駅南口
から徒歩約1分

●洋室（1－2名1室）
●州1500／OJTllOO



adam上の地域名横浜　用語 adamtの地域名その他柏剤i県　海老名adamtの地域名その他神馴県

★JR・地下鉄新横浜　　　　　★京浜急行Ii順駅

駅から徒歩約2分　料誓誓諜　直結

洋室ダブル（2名1室）

三雲三三二●iN14．00／OUTlliOO

曇葦※延演算か旦
8／18、8／19、

10／27、10／28

●洋室（1名1室）
洋室ダブル（2名1室）

※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN1500／0JTlO：00

園田　四隅棚開国の園田

★小田急線・相鉄線
海老名駅から
徒歩約3分

●洋室（1－2名1室）
●iN15●00／0Lm0．00

園田囲囲

★つくばエクスプレス
柏の葉キャンパス駅

から徒歩約2分

●洋室（2－3名1室）

洋室ダブル（1名1室）

●iN15．00／OUTllOO

※宿泊除外日4／3－4／13

回国園囲

幕張　adam上の地域名舞浜・浦安・幕張

ウ工l伽ドリン掘割自動騙緋びット細1本）

韓萱≡劃蛭

田

adam上の地域名その飽長野県　銀座adam上の贈賄銀座・弼・汐留・丸の内

★JR長野駅から
徒歩約1分

●洋室（1－2名1室）
※喫短ルームはリクエスト

手配となります。

●iN15，00／OUT12：00

麺※据馳／6、
8／17高話723園田

●剛500／OUTll：00

※宿泊除外日
4／1－4／30

JR新橋駅銀座口

から徒歩約3分
洋室（2－4名1室）

洋室ダ功川名1室）‡

★JR秋葉原駅
中央改札口から
徒歩約1分

●洋室（1－2名1室）
洋室ダブル（2名1室）

●iN14●00／

OUT12°00（通常11．00）

※宿泊除外日：5／7、

品川　　adamtの地域名訓・浜松町

（ツインの猶／7－5／31ルームト提示でエンターテイメント艦割引

adam上の地域名晶Iii・浜松町

睡壷議団

園田

★JR・京浜急行品川駅
から徒歩約3分

●洋室（1－2名1室）

洋室ダブル（2名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN1500／OUTlO：00

★JR浜松町駅から
徒歩約8分

●洋室ダ刀レ（ト2名1室）

●iN15”00／

0日11．00樋常10：00）

圃囲園田　　　　回国回　　　　国園田

★地下鉄西新宿駅
から徒歩約1分

●洋室（1名1室）
●lN13iOO／OUT仕00

園
レディース・メンズセットご用意（フロントにて）

四ッ谷i∴∴adam上の地域名新宿

★地下鉄四谷三丁目駅

から徒歩約1分

●洋室（2－3名1室）

洋室ダブ’ル（ト2名1室）

※禁煙ルームのみの

謡田園●講繕すo
園　葛糧灘馴00）圃田園

橋adam上の地域名銀座・覇権・汐留丸の内

ウエルカムドリンク付き‾つ　ミネラルウォリー付き（お一人様1本）圃囲　囲Ⅲ配賦幽韓国囲圃

★JR新橋駅烏森口
から徒歩約3分

●洋室（1－2名1室）
●iN14．00／OUT12：00

西新橋ad抑上の職名銀座新橋汐留丸の内

日間薫妾晒離隔Ⅲ網羽
★地下鉄虎ノ門駅

から徒歩約7分
●洋室（1－3名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●州15．00／OUTlO．00

★JR東京駅から
徒歩約8分

●洋室（1名1室）
濯ダブル（1－2名1室）

●iN1500／OUTlO：00

※宿泊除外日．
4／1、5／3－5／6

圃囲回国　　回国垂直回国

adam上の地域名・赤坂・六本木　ア〔

★地下鉄六本木駅
3番出口から
徒歩約2分

●洋室（1名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●州15．00／OUTll．00

1★地下鉄六本木駅
14a出口から徒歩

約1分
●洋室（1－2名1室）

●iN14●00／OUT12．00

★地下鉄半蔵門駅5番
出口から徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）
※禁厘ルームのみの

設定となります。
●IN1500／OUTll：00

ミネラルウオーター1泊につき1本付き　園12名1窒1棚可1園

ノ水ada巾の地域名飽田指・樋橋・九段

！★地下鉄淡路町駅
から徒歩約1分

●洋室（1名1室）
●iN15．00／OUTll●00

adam上の地域名指糸町・両国・東尾町

●洋室（1－2名1室）

洋室ダブル（2名1室）
※賦トム肋の漁期ます。

※ツインルーム脚ペて藤棚

藷観鰭鰯 圃

★地下鉄東陽町駅
から徒歩約7分

●洋室（1－3名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN14．00／

OUT12：00（通常1割0）

回国埠●iN14・00／0…‥00

★ゆりかもめ
国際展示場正門駅
から徒歩約3分

●洋室（1－3名1室）
●lN15：00／OUTlliOO

※宿泊除外日：5／7、
8／10－8／12

ミネラ肋一手付言（計加藤副本）駿翻こ覿可能（レ朴ラン・にユー職　ミネラ順一拙さ（お一人醐こつき1本）団円直垂垂直

★JR八王子駅北口
から徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）

洋室ダブル（2名1室）

●iN14：00／

OJT12iO0億割1iOO）

※宿泊除外日：
6／4

★鵬とみらい騙町i中鞘

訓軸口鵬解約分
●洋室（1－3名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
※シテ柾－㈱爛駆鳳

●iN14：00／OJTllOO

回国または園田

adam上の地域名続演　大

みなとみらい線

元町・中華街駅2番
出口から徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN14●00／OUTllOO

※宿泊除外目：
5／3－5／6

し●洋室（1－3名1室）

≒●iN14：00／OUT1200

園
朝食を昼食に変更可能 園11園両室1棚可i園

園園田
朝食廼食に額可能（レ朴ラン・メニュー隣） ビジネスラウンジ利用可能（2時間）

adam上の地域名品Iii・浜松町

園囲囲
園田または囲直垂画
基礎化粧品付き（フロントにて）園開園囲

★JR新宿駅から
徒歩約3分

●洋室（1－2名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●州14●00／OJT仕00

※宿泊除外日．5／7

図2名1捕舶可i

から徒歩約2分
●洋室（1－2名1室）
●iN15●00／OUTlO：00

園田圃室1細面園



渋谷 adam上の地域名渋谷　渋谷

から徒歩約7分
●洋室（1－3名1室）
●iN14：00／OUT12：00

★JR渋谷駅新南口
から徒歩約1分

●洋室（1－2名1室）
洋室ダブル（2名1室）

※喫煙ルームはリクエスト 望馨孟艶聞

★東急田園都市線二子玉

Iii勘、ら徒歩純分

●洋室（2名1室）
洋室ダ功し（ト2名聞

●iN14：00／

・鞘駕…0園田※絹縄鰯
朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名鎮座・新樟・汐留・丸の内

ミネラルワオター付き（お一人様1本）回国

銀座adam上の地域名親政新橋・汐留・丸の内

田圃
★JR有楽町駅から
徒歩約6分

●洋室（ト2名1皇）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN1500／OJTllOO

銀座adam上の地域名銀座新措・汐留・丸の内

症JR有楽町駅から
†徒歩約7分
●洋室（2名1室）

洋室ダブル（1名1室）

●iM400／OUT1200

圃囲　圃随i脚部岳塑

日比谷adam上の地域名銀座・新路汐留・丸の内

陸二」
★JR有楽町駅

から徒歩約4分
●洋室（1－2名1室）
※1名唱パスタ尭ございま

せん（シャワーナスのみ）

2名1室シげ－ナスはご

両面薗●漕糖翻
ミネラ肋オーダー鵬（お一人離日につき体）

回国回国
謝誠垣食に変更可能は、日、親日を除く）

水道悟adam上の職名飯田掛水道梧・九段

園
水道矯adamtの地域名飯田宿・水道橋．九段

回国
ミネラ肋オーダー付き（お一人樹泊につき1本）

横浜　　　　　ad。m上の地域蟻浜

九段下adam上の地域名聞栢・水道梧・九段

閉院闘副

離塵鮎類覗恢トラ男ユー離肌蹴蝋

謹遷謹艶駕
朝飯軸こ額可能（レ朴ラン・メニュー隈〉

両国adamtの地域名錦糸町・両国・東揖町

★JR両国駅から
徒歩約6分

●圃洋室（2－3名1室）

濯ダブル（1名1室）

回洋室ダブl椎名1室）

●iN1400／

薗西国※絨濫掘
搬廼飾頸可鍬レ朴ラン・メニュー限甜

園

adamtの地域名上野・浅草

★つく肛クス九梢諏酷

（台躯日韓錘擬由〉
●洋室（1－3名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN15．00／OUT12：00

※宿泊除外日：5／20、

7／29、8／20－9／10

専隙雄鮎頬磁（レ朴ラン・にユー限趨

浅草　　　adam上の地域名上野・浅草

［亜醒聞
★地下鉄浅草駅

から徒歩約2分
●洋室（1－2名1室）
※1名1室：バスタブは

ございません。（シャ

ワーブースのみ）

●iN1400／OUTll．00

※宿泊除外日．7／29

ネスプレッソマシーン付き

川越　　　　adamtの地域名埼玉
浜∴∴∴　adam上の地域名続演

★みなとみらい線
元町中華街駅1番
出口から徒歩細分

●洋室（1～2名1室）

●剛4，00／OJTllOO

※宿泊除外目．11／20

誠陶轍顕職中軸轍胸l狂l蛾く）

★」繊柚瓢ら徒歩細分
●洋室（2－3名1室）

浜　　　　adamtの地域名麗兵

★JR新横浜駅直結
●洋室（2名1室）

溝タカレ（1－2名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。

囲軽諷山繭胸高00
回田園国
宿泊者専用ラウンジにびリンク付き

品川　　ad。m上の地域名馴・浜船町

囲

！※宿泊除外目
5／3－5／6、

8／17－8／19、

10／14、10／15

品川　　ad。m上の地域名訓・浜松町

★JR・京浜急行
品Iii駅高輪口
から徒歩約5分
洋室（1－3名1室）

●iN14．00／OUTl1．00

圃田園囲
ルームキ淀示でエンターテイメント臨割引

園田囲
朝食を昼食に変更可能（差額現地払い）

高輪口から徒歩約5分

●洋室（2－3名1室）

濯ダブル（1～2名聞
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN1400／OUTll．00

★地下鉄三間から鰐約分

●洋室（1名1室）
洋室ダブル（2名1室）

※禁煙ルームのみの

設定となります。

麗闘．離籍
セレステインラウンジ利用可能

★」R新宿駅南口
から徒歩約3分

●洋室（1－2名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN14．00／

両国‾※鰐淵鰯
13－16階のお部屋をご用憲

圃
ミネラ肋オーダー付き（お一人樹泊につ副本）

銀座adam上の地域名親政新橋・汐留・丸の内

★地下鉄東銀座駅
から徒歩約1分

●洋室（1－2名1室）

洋室ダブル（1名1室）
※禁煙ルームのみの

・翻乱国囲囲・繕結語
圃囲田園　　　　酸を昼食に変更可能（差窮地払い）

★地下豊頬鰹馴ら鰐細分

●洋室（1名1室）
洋室ダブル（2名1室）

※禁煙ルームのみの

設定となります。
※醒鵬瀞鰯付きです。

薗轟薗●冊00／OUTll：00
フロント憤約0蘭から選べるアメニティ構 ミネラl肋一夕一極（お一人的泊につき碕）

田圃田園囲
ミネラルウオーター櫨（お一人機1泊につ副本）

園四囲囲
朝飯昼創こ薮可能（レ朴ラン・にユー陣）

田　adamtの地域名大森・蒲田．羽田

回国

●回洋室（1－2名1室）

回洋室ダ刀レ（2名1割
●IN15●00／OUTllOO

※宿泊除外目．4／1、4／8

回国
客室にミネラルウオーターをご用意

新宿　　　　adam上の地域名新宿

回国
朝食を昼食に変頭能仕、日、祝日を除く）

★地下鉄浅草駅
から徒歩約2分

●洋室（2－3名1室）
●IN14iOO／OUTll●00

※宿泊除外日：
7／29

圃
ネスプレッソマシーン付き

浜松町　adam上の地域名訓・浜松町

★煎モルール瀾空港国

閲ビル瓢、ら鰐紺分
●洋室（1－2名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
2名1室はハリウッド

薗●溜ま雑誌
朝食を昼食に変更可能

醒踵菖

4

★地下鉄御成門駅
から徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）
洋室ダブル（1－2名1室）

●州4iOO／OUTllOO

園園画言直囲
フィットネスルーム（24時間）利用可能

園田
ミネラ肋オーター腿傭軸1部屋2本）

園田田
園囲
朝食を昼勤こ変更可能（差額馳払い）

★地下鉄御成門駅
から徒歩約2分

●洋室（1－3名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN14●00／OUT12iOO

画訂‾‾※鞘糀／15
朝食を昼食に変更可能



浜松町adam上の蛾名書岸（竹芝・お台粉

姦題★経基雛着駅
●洋室（1－3名1室）
※リバービューのお

部屋となります。
●iN15：00／OUT12．00

囲謝田園

白金台　adam上の地輔品川浜松町

★地下鉄白金台駅
から徒歩約4分

※JR目黒醐＼ら送迎あり。

詳細は直接ホテルへ

●洋室（1－3名1室）
●iN15：00／OUT12●00

銀座adam上の地拐名鎮座・新語・汐留・丸の内　銀座adam上の地域名通日新橋汐留・丸の内

園田弼田園　　　圃囲囲

★JR新橋駅銀座口
から徒歩約5分

●洋室（1－2名1室）
濯セミダブル（2名1室）

※130mベッド1台を2名

での利用となります。

●iN15●00／OUT12．00

強廼飾頸可鰍レ朴ラン一にユー隈〉　ミ朽I肋－ダー付き（机大樹油につ副本）朝飯昼飯麺可能（レ朴ランメニュー陳）

新編adam上の地域名壊座・新橋汐留丸の内

園田
ミスラ肋オーター付き（お一人鮒的つき体）

圃
ミネラ肋オータ一艇（漑中お一人約本）

adam上の地域名渋谷　浜松町　adam上の地域名訓・浜継町 新宿　　　　ad。m上の地域名新宿

園0画
朝食を昼食に変更可能 強輯鮎駒能憫隅輯I2・5I蛾く〉囲または囲

★」R渋谷駅から
徒歩約2分

●洋室（1－3名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN14：00／

OUT12iOO樋常11iOO）

★地下鉄赤羽橋駅
から徒歩約2分

●洋室（1－3名1室）
●iN15：00／OUT1200

※温泉利用は20歳

以上となります。

回国田園
朝食を昼食に変更可能佳額現地払い）

貞★地下鉄都庁前駅A7

出口から徒歩細分
●洋室（1－3名1室）

洋室ダブル（2名1室）
●iN14：00／

OUTl細態常用00）

※宿泊除外日”8／12

ミネラルウオーター付き（お一人開拓中1本）

H adam上の地蝿新宿　線座adam上の地域名壊座・新橋・汐留・丸の内

★地下鉄早稲田駅
から徒歩約7分

●洋室（1－4名1室）

洋室ダブル（1名1室）：

園闘鶏溜溜10／28川Ill、11／18

●州15●00／OUT12．00

※宿泊除外目：
5／14

フィットネスジム、屋内プール利用可能　ウエルカムドリンク付き

★踊駆一丁目馴馳暗箱

●洋室（1－2名1室）
洋室ダブル（ト2名嘔）

※禁煙ルームのみの

設定となります。

溺認識吉

銀座adam上の職名銀座・鞘・汐留・丸の内

園　　‾碕71十五25回囲囲囲

新橋adam上の地域名銀座・新橋・汐留・丸の内

★JR新橋駅から
徒歩約3分

●洋室（1－2名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN15．00／OUTll●00

※宿泊除外日：
5／7

新橋adam上の地域名銀座・新諒・汐留・丸の内

★地下鉄汐留駅
から徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）

洋室ダブル（2名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。

蘭‾鶏維溜羅
朝食廼創こ変更可能（レ朴ラン・にユー限斌　朝食を昼食に変更可能

adam上の地理遷重　量自＿＿＿　　adam上の地域名池袋　丸の内ada上の地艶接匝新緒汐留・丸の内　赤坂

★JR・地下鉄・京王
井の頭線渋谷駅
から徒歩約5分

●洋室（1－3名1室）
●iN14：00／OUT12．00

★JR目白駅からバスで

約10分（ホテl腑山荘

東京前下車徒歩約1分）

●洋室（2－3名1室）

濯ダブル（1－2名1割

圏圃囲※籍），とこ仝盟の

●諦観詑。。薗西国

★」R東京駅
丸の内南口直結

●港ダブ周一2名唱）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●州15●00／OUT12：00

永田町駅から徒歩

約3分

●洋室（2名1室）
洋室ダブル（1名1皇）

※禁煙ルームのみの

★地下鉄六本木一丁日朝

から徒歩約扮

●洋室（1－3名1室）
●iN14：00／OUT12．00

圃田　　　　　　園国
朝食攫飢変頭鍬レ朴ラン・メニュー隈）靴磨きサービス　　　　　ミネラ肋オータ一艇（お一人櫛潮こつき体〉

●諦観詑。。画童話通園
ミスラ肋オリー付き（お一人様1泊につ副本）朝飯醜こ変更可能恢トラン・にユー醍）

adam上の地駈訓・浜松町　品川　　adam上の地域名馴・浜松町

も，　★」R・京浜急行訓i駅

高輪口から徒歩約3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／OUT12．00

★JR・京浜急行品川駅
からバスで約5分

または徒歩約10分
※JRi京浜急偶lLi馴ら送

迎別。翻腫按ホテルへ

●洋室（1－3名1室）
●lN15：00／OUT12．00

※宿泊除外日：

adam上の地域名渋谷　汐留

★地下鉄日比谷線
恵比寿駅から
徒歩約10分

●洋室（1－3名1室）
●iN14●00／0旧12：00

※宿泊除外目：
11／12、11／13薗

adam上の地域名銀座・新宿労留・丸の内　日比谷adam上の地域名遥座・胎汐留・丸の内

★地下鉄汐留駅
から徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）
濯タカレ（串名1室）

●剛5：00／OJT12：00

園田囲

サ掘フロアl棚醐馳渦潮相国圏囲一存蒋’／i‾‾　‾議轟食に変輔推額馳払い）1元ットネガム、屋内プール棚可能

★」暗渠町駅日比谷口
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。
●iN14：00／OUT1200

園田または囲
駿を鞠こ変調轍テ肋ッ九び蝋頸職

ノ門　adam上の地域名赤坂・六本木

★地下鉄六本木一丁日朝

から徒歩約扮

●洋室（1－3名1室）
●iN1400／OUT12iOO

圃囲または囲囲
朝飯昼創こ変更可能（レ朴ラン・メニュー陳）

留adam上の地域名銀座・新橋・汐留丸の内

★地下鉄汐留駅から
徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）

濯ダブル（ト3名僅）

●iN15：00／OUT12．00

有楽町∂庇m上の地域盆銀座所持汐留・丸の内 丸．の内adam上の地域各銀座新編汐留・丸の内 日比谷ad机上の地薮盆毅座新搭汐留・丸の内 日本編adam上の出静銀廃語唇汐留・丸の内

国
賊廼飾薮可能（レ朴ランメニュー陳〉

圃囲囲囲　　　　囲囲囲

★地下鉄日比谷駅直結
●洋室（1－3名1室）

洋室ダブル（1－2名1室）

●iN15：00／

OUT15iOO（通削ZiOO）

※㈱刷㈱榊鮎
※宿泊脚部／21～5／25、

1011－11125

★JR東京駅日本橋口

から徒歩約2分

●洋室（1－3名1室）

濯ダブ’刷～2名1割

●iN1500／OJT12：00

※宿泊除外目：
10／1～11／25回国m●iN14●00／OUT12‥00

フィットネスジム、屋内プール棚可能　勘プール、ジャガー、フイ州弛ンケ棚聴　フィットネス、屋内プール利用可能　駆睨頬可鮒テルシ］痴てお蝦硬調

★地下鉄三越前部直結

●洋室（1－2名1室）
濯ダブル（1－2名1室）

●iN15：00／OUT12．00

園田田園
フィットネスセンター滞在中利用可能

adam上の地域名赤坂・六本木　赤坂

★地下鉄離議事堂前掛

溜池山王駅地下通路直結

●洋室（2－3名1室）

洋室ダブル（1名1室）
※難lトムの励課と葛嶋す。

画計‾●経絡語0園

adamtの地域名赤坂・六本木　デモ

★地下鉄赤坂見附駅
から徒歩約1分

●洋室（1－2名1室）
濯ダブル（ト2名僅）

※禁煙ルームのみの

設定となります。※観想盈ド園田囲●講誹

木　adam上の地鵡赤坂・六本木　六本木　adam上の地蝿赤飯・六本木

★地下鉄六本木駅
から徒歩約3分

●洋室（1－2名1室）

濯ダブル（1～2名1室）

※禁煙ルームのみの

★地下鉄六本木駅地下
通路にて徒歩約5分

●洋室（1－3名1室）
濯ダブル（ト3名1室）

※鶏ルーム脇瀧と高嶋す。

頴田囲●諦競詑。。園田国籍経緯確固四囲●講説詑。。
ObT前庭酎2・00）囲　1°…ViJUU／〕Uii‘UU囲　　椚′醐ロ’∪／「〉i日当J囲

朝飯昼飯謹可能（レ朴ランメニュー陳）フィットネス・プール利用可能　朝食を昼食に変更可能　　プール、ジヤクジふ、フィットネス湖可能　朝食をルームサービスに変更可能
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※写真下にある亡二コはホテルからのおもてなしです。

回瀬あll　図太浴醐　囲葡韓　国謹呈　園憩　0提言！囲霧離離籍　困窮結露驚

囲亨∴∴歴訪　　直垂画6　鐙塾題蓬墾蚤鮒　　困難8　　囲景畿諾磐　　田回田剃0
※1男女別、時間等は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o　※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、ルームタイプ嬬旨定がある場合がございます0ご予約時にお申し出ください。※4140cm以上のベッド1台を2

名刺用となりますo　※5140cm未満のベッド1台を2名刺用となります0　※6出発前予約制となり、2名1室を1名でご利用いただけます。（ツインの1名刺用となります。ただし、
一部の施設は、ダブルルームの1名刺用となります。）その際は、1名1室の基本代金に対して、2名1室1名刺用の追加代金が必要となります。※7出発前にご予約（有料）が必要

です。※8このマークが付いたホテルでは、24時間以上ご滞在いただけます。滞在時間はホテルはり異なります。※9ご出発前日より起算して、30日前までのご予約でホテ
ル追加代金より1泊につきお一人様500円引きとなります。詳細は、P・8をご覧くださいo　※10土曜日追加代金が必要となります。詳細は、P．7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。※2016年12月現在の情報となります。

①東京スカイツリ”㊥天空デッキ（350m）・天望回廊（450m）セット期間指定入場弼腰巻

②東京スカイツリ”㊥天望デッキ（350m）期間指定入場党引換募

③東京スカイツリー㊥天望デッキ（350m）・天望回廊（450m）セット日付指定入場弼！換募

④東京スカイツリ”㊥Ile：00以降限定］天望デッキ（350m）・天堅固囁く450m）セット日付指定入場弼1換党
※THESKYTREESHOPお買い物10％割引努付き

⑤東京スカイツリ”㊥天望デッキ（350m）日付指定人揚幕引換券
東京スカイツリー⑪iま2017年5月22日で開業5周年を迎えます。

臆営業時間：8：00－22：00（最終入場21：00）※変更となる場合がございます。

鵜設定除外日：④のみ4／8、7／29、7／30

8アクセス：東武スカイツリーライン「とうぎょうスカイツリー」駅すぐ。

東武スカイツリーライン・都営浅草線・東京メトロ半蔵門線・

京成押上線「押上（スカイツリー前）駅」直結
※東京スカイツリー㊥のある東京スカイツリータウン⑪に直結となります。

音運営会社：東武タワースカイヅノー（株）匿至田

（D・③・④ �②・（⑤ 

（お里 �金 �大人18歳以上 �3，090円 �2，060円 
中人（中学生・高校生）12－17歳 �2，360円 �1，540円 

人俄） �小人（小学生）6－11歳 �1，440円 �930円 

幼児4・5歳 �930円 �620円 

〈ご案内〉※①・②は枚数限定となり、連続した5日間のなかでお好きな旧を選んでご利用いただけま克 ※18歳の高校生は中人料金、12歳の小学生は小人料金、6歳の未就学児童は幼児料金でご予約くださ い03歳以下は無料となりま克※入場指定日・指定期間に東京スカイツリー⑲4階チケットカウンター内 日付指定券引換窓口で入場券に引換えてご利用ください。※見学に時間がかかる場合がございますの で、余裕をもった航空便をお選びください。 

京急羽得きっぶ
irフ＿澱⊥麗蓑翳＼議題1∴子 ���������‾i〈竺‾＼「 、）／17－、勺 団円謹 

∴十 ∴∴† 一・，∴ ∴∴ �） ン－一一一∴ �� � 

＼衰窒誓醤 ������ � 

／－ � �鰯酬璽 ��満＼＼－ �！ 結 �� �� 

雲 �電撃 　∴∴∴∴∴ ��∴∴ � �� �錆慾－ �動 

薬．－ 要塞撲滅鷺繋　－ ������ � 

∴三言醤誌 ��議題 � 

ロ

羽田空港国内線ターミナ
ル駅から品川駅（泉岳寺

駅）または横浜駅までのお

トクなきっぶ。

中学生以上620円

小学生　　310円

閉園乾田閉胴囲一問　56081A

鵜運営会社京浜急行電鉄（株）国璽田

※羽田空港国内線ターミナル駅を起点とした往復きっぷです。品jii駅、横浜駅を起点

とした往復ではありません。※引き換え後9日間有効となります。

引き換え場所：羽田空港第2ターミナル地下2階京急線羽田空港国内線ターミナ
ル駅窓口にてANAスカイホiノデークーポンをご提示のうえ、お受け取りください。

TokyoSubway48“hourTicket　　ロ

有効期間内に東京メトロ全線

および都営地下鉄全線を何

回でもご利用いただけます。

中学生以上1，200円

1L　∴弓Im �十：∴∴∵∴∴∴ 

∴∴　∴ �1°へ驚 �（イメージ） 

小学生　　　600円

壱撹開園日15277料「

S運営会社東京地下鉄（株）・

東京都交通局匡憂国

〈ご案内（48－hourTicket）〉※瑚空港第2ターミナル地下帽「インフォメーションデスク」または東京メト ロ・都営地下鉄の主要駅（東京駅上野駅・新宿駅・新橋駅など）の駅事務室にてANAスカイホリデークー 

ボンをこ提出のうえ、お受け取りください。その他の引き換え可能な捌こつきましては、東京メトロのHPをご 

覧ください。※有効期間は行程中の最初に自動改札機を通してから48時間となります。※東京メトロ線・ 都営地下鉄と相互直通運転をしている鉄道会社へ郡越した場合は、別途運賃の精算が必要となります。 

リムジンバス乗車券

祭　、＿＿／ 　　　　　　　　三三二‾＝ ��� 

都閥SO諦＿＼／－ 」　〇〇〇〇日●－ �∴∴　　一三∴“＼ ．麗＼） � 

下記区間の移動にご利用いただけます。

①羽田空港⇒東京駅八重洲北口（鉄鋼ビル）　②東京駅八重洲北口（鉄鋼ビル）⇒羽田空港

③羽田空港⇒新宿エリア　　　　　　　　④新宿エリア⇒羽田空港

〈利用方法〉 

片道乗車券のため、のりはごとに引き換え場所が異なります。 

下記引き換え場所にてANAスカイポノデークーポンをご堤示 

のうえ、お受け取りください。 

［羽田空港］⇒案内所（リムジンバスチケットカウンター） 

［東京駅八重洲北口］⇒のりば係員（直接クーポンをご捷示の 

うえご乗車ください。） 

［新宿エリア］ 

①新宿高速バスターミナル（パスタ新宿）⇒発券カウンター 

②各ホテル停留所⇒ホテルフロント 

直前予約不可「

鵜運行会社：東京空港交通（株）国璽田

〈ご案内〉満席の場合はご乗車いただくことができませんのであらかじめご了承ください。※却」用される航空機の弼帯によこ利用いただけない場合がございます。その場合 の払戻はできませんのであらかじめご了承ください。また、あらかじめ決められた区間内でのみ有効です。ご旅行開始後の区間変更はできません。※バスは補助席利用の場合もご ざいます。安全運行には十分注意してお。ますが、やむを得ず急停車する場合がございます。乗車中はシートベルトの着用に理解とご協力をお願いいたします。また時間帯によ 。停車する停留所が異な。ますので詳細則ムジンバスホームページ（http：／／W・IimousInebus・COJp／）にてこ確認ください。 

m諜房証 書8当隔 �爾宴 素へ8 � �回のあるプランはスカイホリデークーポンが発券されます。回はadamより行程案内書が印刷できます。 ●オプショナルプランをご予約の際は、旅程内のご利用日にてご予約ください。 



シティプラン東京1・2・3泊　〈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。
※5名1室の設定があるホテルをご利用の場合は、3－4名1室の基本代金を基準とし、ご利用ホテルグループごとに追加代金が必要となります。
※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。

◆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国内線旅客施設使用料　③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。）

I∃ �月l �火 �水 �木 �：壷； ��土 �日1月 ���火水 ����木 �重さ ��土 �日 �月 �火 �水 �木 �畠i �土 �i≡i �月 �火 �水 �木 �金 �土 �日 �月I �火 �水 �木 �畠； � � 

4 � � � � � � � ��1 C �2 A �：事 A ��まは ����e A �7 A ��a C �e A �to A �11 A �1ス A �13 A �14 A �15 C �苫 �17 A �18 A �10 A �． A �惜 �22 D �23 8 �嘗 �情 �26 日 �27 B �28 6 �はe l �惇o i 

与 �月 � �1 1 �「2 lt �3 M �4 M �“息 ��e I �）フ ＼穐 �l i � � � �苫 ��11 B �〃a iB ��13 D �14 B �ts B �116 1田 �膚膚 ��19 B �2o D �21 日 �膚 �23 B ao e �24 1は �管 �；26 ！B �27 D �28 8 �膚 �Ieo 〉B �31 寄 � � � �」i 

e �月 � � � � �ti2 8ID ���3 D �4 B �� � � �i7 iR ��8 g �e iB ��膚 �tl P �12 8 �lB B �14 8 �i15 ie �1G B �17 D �18 日 �膚 ��罰 8 �22i23 i日日∴B ��24 D �25 寄 �惜 �膚 �2G B �29 1B �嘗 � 

月 �、t H � � � � � ��1 F �2 D �3 D ��4 D ��s D ��e D �7 D ��a F �e D �10 回 �11 D �〃2 D �lB D �14 昏 �15 l �【1e iH �上でプ 上手 �te E �19 と �讐半腎 ��十善 �．芋 �啓 上28 1と �上25 上声 �2e F 30 2 �i：27 iF �I雪 i �饗 �eo F �≡31 …F 

月 �� �1 」 3 lH �2 着 �：事 」 �は ��∋ ！J 尾 �e ／」 �7 」 �� � �ie l ��1o K �11 し ��ilま iK ほ 章一4 iH �謹 �1● L ll E ＼す，e ＼鯖 �1 �園 �17 N 14 2 �18 2 �ie G �至6 2 ≡17 ！i ��22 2 19 2 �� ���膚 惜 ��l雪 l讐 ��il E 28 と ��i課 ��i i 

月 �� �� �i �� ��3 日 � � � �は o惜 ���7 2 �8 E ���10 2 ��12 2 ���軍手 州 �15 1 ��惜 i雷＼ ��20 2 25 H �E　上層 ��－G ！管 ��l雪 ��27 2 ��29 12 �� 

m●｝≡ 〇〇三 ���2 ，H ��／4、 －1 �5 H 2 ° �！ � �日常 日日零 �� � �il 〉 ����惜 �l l （1 （ � ��惜 ��17 H �惜惜 115ile ��麿苫自害 117日ai19 ����」’＼之4 上目 ��25727 ∴H言IH ���膚膚眉、 ���� �i i �i i � �i i 

ヽ M ������ � � �1 �� �橘 �� �11 H �i12 iH �i（13 一審l �14 ������20 �21 �22 �封i24 ��25 �26127128 ���29 �30 

1∃ �月 �火 �水1本 ��金【土 ��日 �月 �火」水 ��木 �金 �土 �日 �月 �火 �水 �木 �金 �± �I；∃ �月 �火 �水 �木 �金 �土i �i日 �月 �火 �水 �木 �畠i �土 �日：月 

4月 � � � � � � �1 C �2 A �：事 A �親玉 ��e A �7 C �8 ⊂ �e A �10 A �ll A �lZ A �113 A �14 C �15 C �1e A �17 A �le A �le A �まo A �21 C �22 C �ZB A �24 A �25 A �2e A �27 C �，慧 �29 」 �ao J � 

1　5月 � �1！2 Jl」 ��a N �4 N �S N �e J �ブ J／ �8 8 �：○：ヽo ieiH ��11 B �12 D �13 D �14 8 �15 E 下さ ＿B �lte R �胃 �膚 �19 D �2o D �21 日 �膚 �23 8 �惜 �‖25 1回 �26 D �27 D �28 、B �29 iB �rsQ lB �31 8 � �i 悟 �†－ � � 

●　≡ � � � � �1 8 �2 D �3 D �4 さ �5 8 � �霊は �－8 日 �e D �1o D �11 B ��13 ．9 �〉14 iB �15 R �1e D �17 D �18 日 �19 8 �2o B �21 iB �「昔 �23 D �24 D �25 iB �26 8 �127 iB �28 iB �膚 

7月 � � � � � � �1 F �2 D �3 D �“ �引B �e D �7 F �I8 †F �e D �10 D �ll D �lZ D �13 D �／年4 ／／管〃 �15 」 �1c c �17 層 �18 D �苦情 ��エl G �鰭 �23 ，F �24 F �管 �2e F �‖27 iF �捲 �29 白墨／ �雪目芋 

‾　≡ � �は ��2 K �3 K �415 LlL ��ie 上K �7 K � �alie JlJ �獣 �諾 �綜 �（懸 �芯 �15 N �帯 �17 N �／tel G �19 「《ヨ �管 �21 Fi �ゑ2 F �23；24 ∴FiiF ��＿馨 �燈 �）27 ！？ �2e F �清華嘗 ��31 F � � �」 
i �� � �引き ��a F �4 f �i �∋E∴e F！F �∴7 1F �“8 6 �は �to D �11 D �12 2 �圭13 ；F �14 2 �、15 ＼」遵 20 i �苫 �17 H �te F �19 2 �讐憎 ��浮雲 iG＿ �筈 �首1雪目苦 ���27 2 �28 日 �〟箸 �3o H � � 

t●〇三 〇〇三 �l I �Z i �！3 1 �4 l �5 i �6 ‘ �17 〈K �∴；．： �e i � �Oill tii �12 1 �叩き I �14ilS Ii ��忙 膚 �17 1 �i18 i �【19 i ��121 ‘ �仔 �苫3 1 �24 i �（25「2e iil ��27 l �／28 1 �i29日30 111 ��131 i � � � � � � 

l I �2 － �：●「〃 †I（t ��S i �e i ��7－8 〝， �Le ii �lc l �lli12 lli ���14日5 ��16 �17 �18 �19 �20 �21 �盤123124 ���25 �2ei27 ��28 �29 �30 � � � 

獲基本代金（お一人様）

7

1言古這一一一一一、＿竺日 ��A �D �C �D �2 �／＼戸 �「膏章一∴中計1 ���lJ �∴　K「し　∴　M ��iN �＼o霊 

1 泊 �3－4名1董 �39，800 �39，800 �39，800 �39，800 �39，800 �40，300 �141，300 �！43，800 �46，500 �48，300 �52，000i60，10訓75，100 ��78，600 �’82，700 
2名1室 �39，800 �39，800 �40，300 �40，800 �41，300 �41，800 �143，100 �45，300 �！47，500 �49，800 �！53，00胡61，000！76，000 ��i79，800 �83，80億 

1名1室 �40，800 �41，300 �41，800 �42，300 �42，800 �43，800 �！44，500 �，46，800 �，48，900 �51，800 �i54，400ie2，300 �177，300 �81，400 �85，20／、 

2 泊 �3－4名1室 �44，800 �45，300 �45，800 �46，300 �46，800 �47，300 �48，300 �49，300 �51，800 �54，200 �55，800日弗，800 �直る，eOO �84，000 �91，500 
2名1室 �47，300 �47，800 �48，300 �48，800 �49，800 �49，800 �再0．900 �151，800 �，54，800 �56，100 �匡8，300l59，300 �e8，500 �86，100 �93，30¢ 

1名1室 �50，300 �50，800 �51，300 �52，300 �52，800 �52，900 �53．900 �154，900 �57，800 �58，800 �61，800le2．800 �71，200 �89，000 �95，900 

3 泊 �3－4名1室 �51，800 �52，300 �52．800 �53，300 �54，300 �54，300 �！55，300 �†55，800 �59，300 �62，700 �64，300168，700179，200 ��192，500 �98，800 
2名1室 �54，800 �55，300 �56，300 �56，800 �57，800 �58，800 �！59，300 �i59，700 �63，200 �e5，800 �je7，300〉71，60胡81，900 ��95，600 �101，808 

1名1室 �eO，300 �60，800 �61，200 �el，700 �62，800 �63，300 �再4，200 �164，200 �Ee7，700 �70，000 �「72，80小砥，80馴85，800 ��199，900 �106，0 

土曜日追加代金 �各ホテル情報内に田圃マークのある施設iま、土曜日宿泊の場合、お一人様1泊につき 
5，000円の追加代金が別途必要となります。 

f∴雪夢 も寒雲 ∴∴ �∴∴： �i十一∴∴：∴∴∵＿，二二i∴。∴葛∵主∴∴∴∵∴ ：∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴「 ���強襲懇議発議圭一発議縁類発議 ∴∴∴∴∴： 

産経艇 �十十十二㌧「こ　∴　∴∴∴∴　　　　　　∴　∴÷∵…㌧∴∴∵∴∴∴∴∴∴∴　∴∵＿善言；悠 

一一　し＋、＿／弓－，1，1，，，，，，，．。，1，，．l＿〈＿、 � �∴二二二∵、∴　∴　一　∴ � 

‾‾▲」▲ � � � �● �� � �j i l l 〈 

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。

田日程罷 � 

の議場で／ノ

＼ミ－－

因フライト競識 �箋 讃 曇 墓 
ー　　　　　　　＿　　　　　　　　－＿i　　　　＿　　‾一　　一　　　＿ 

親戚の家に宿泊

シティプラン
Bグループホテル

シティプラン
aブル回プホテル

ご自身で手配した
ホテルに宿泊

田ホテルを聖 　ー1－－－ 

シティプラン

琶琶萱堅聖堂雲型



ホテル追加代金（お一人様／1泊1ごつさ）

単位‘円 

宿泊 ���宿泊日 �4／1－4／28 ��4／29－5／7 7／16 �／5／8－6／30 ��7／1－7／15 ��8／1－－8／5 ��9／1－9／16 ��10／1－10／7 

ホテ グルー ��ル プ �1重 刑用人数 ���8／6－8／14 9／17 10／8 ���7／17一一7／31 ��8／15－8／31 ��9／18－9／30 ��10／9－10／31 11／1－11／25 

日～金 �土 ��日二金 �土 �日一金 �土 �日一会 �土 �日～金 �土 �日～金 �土 

戦雛我翻 ���2名1室1名刺用 �5，800 �6，600 �7，100 �5，800 �6，600 �5，800 �6，600 �5800 �6600 �5800 �6600 �5800 �6600 

＼諦② ���3－4名1室 �追加なし �500 �1，900 �追加なし �800 �800 �1，300 �′ 1，300 �′ 1800 �′ 1300 �′ 1800 �l 1300 �′ 2300 
2名1室 �500 �500 �2．400 �800 �800 �800 �1，300 �1，800 �′ 1000 �′ 1800 �′ 1000 �′ 1800 �′ 2300 

1名1室 �1，000 �1，000 �2，600 �1，300 �1，300 �1′800 �1．300 �2．300 �′ 2000 �′ 2300 �2000 �′ 2300 �I 2800 

2名1室1名刺用 �8，800 �10，200 �10，700 �8，800 �10．200 �8，800 �10，200 �8，800 �′ 10，200 �′ 8，800 �′ 10200 �′ 8800 �I 10200 

＼諦＼＼ ���3－4名1室 �500 �1，000 �2，900 �1，000 �1，500 �1，500 �3．000 �1500 �3000 �1500 �′ 3000 �′ 1500 �′ 2，500 

● ���2名1室 �2000 �2000 �2700 �2500 �2，000 2，500 �2500 �3200 �′ 2000 �′ 2700 �′ 200 �′ �′ 

鰯 ���1名1室 �′ 3，500 �′ 2．500 �′ 4，300 �′ 3，500 ��′ 3．000 �′ 3．700 �′ 2．500 �′ 3200 �，0 2500 �2，700 3200 �2，000 2500 �2，500 3000 

2名1室1名刺用 �9，300 �11，000 �11，500 �9，300 �11．000 �9．300 �11．000 �9，300 �11000 �′ 9300 �I 11000 �I 9300 �′ 11000 

＠ 劉膨 ���3・－4名1室 �1，000 �1，500 �3，200 �1，500 �2，000 �2．000 �3．500 �2000 �′ 3000 �′ 2000 �′ 3000 �′ 2000 �I 3000 
2名1室 �3，000 �3，000 �3．900 �3，500 �3，000 �3，000 �3，700 �′ 2，500 �′ 3200 �′ 2500 �′ 3200 �′ 2500 �′ 3500 

1名1室 �5，500 �5，500 �7，200 �5，500 �5，500 �5，000 �6，200 �4，500 �′ 5，700 �′ 4，500 �5，700 �′ 4，500 �′ 6，000 

2名1室1名刺用 �9，900 �12，400 �12，900 �9，900 �12，400 �9，900 �12，400 �9，900 �12400 �9900 �12400 �9900 �12400 

⑩ 繍 ���3－4名1室 �1．500 �3，500 �6，300 �2，000 �4，000 �3．500 �4，500 �4000 �′ 4500 �′ 4000 �′ 4500 �′ 3500 �I 5500 
2名1室 �4，000 �5，000 �7，400 �4，500 �5，000 �4，500 �5，500 �′ 4，500 �′ 5200 �′ 4500 �I 5200 �′ 4000 �′ 6500 

1名1室 �6，000　7，000 ��10，300 �6，000 �7，000 �6，000 �7，000 �7，000 �′ 7200 �′ 6500 �′ 7200 �′ 6500 �′ 8500 

2名1室1名刺用 �14，300 �19，000 �19，300 �14，300 �19，000 �14，300 �19．000 �14，300 �′ 19，000 �14，300 �′ 19，000 �′ 14，300 �′ 19，000 

3－5名1室 �3，500 �4，500 �7，900 �4，000 �5，000 �5，000 �6，000 �5000 �5500 �5000 �5500 �4，500 �6500 

2名1室 �5500 �7500 �8900 �6000 �7，500 10500 �6500 �7500 �′ 6000 �7200 �′ �′ ��′ 

麿∴ ��1名1室 �′ 9000 �′ 10500 �′ 15000 �′ 9000 ��l 9000 �′ 10500 �′ 9500 �′ 10700 �6，000 �7，200 �5．500 �8，500 

2名1室1名刺用 �′ 14．800 �′ 19，500 �′ 19，800 �′ 14，800 �′ 19，500 �′ 14，800 �′ 19．500 �′ 14，800 �′ 19500 �9，500 14800 �10，700 19500 �10，000 14800 �12，500 19500 

＿脅 ＼／＼∴窃脚薦＼高 ���3名1室 �5，000 �7，500 �9，200 �5，500 �8，000 �7，000 �8，500 �8000 �′ 9000 �′ 8000 �′ 9000 �′ 7500 �I 8000 
2名1室 �6，200 �10，000 �10，800 �8，500 �10，000 �8，500 �10，200 �′ 9，500 �′ 10，200 �′ 9．500 �′ 10，200 �′ 9，000 �′ 9，500 

●　洲● � � � � � � � �� 

∴∴∴ ���2名1室1名刺用 �′ 17，500 �′ 20，700 �′ 23，500 �′ 17，500 �I 20，700 �′ 17，500 �′ 20，700 �′ 17，500 �′ 20，700 �3．000 17500 �14．700 120700 �14，500 17500 �16，500 20700 

宴事i腰∃i � �3－4名1室 �8500 �11000 �11500 �8500 �11000 �10500 �11500 �11000 �11000 �′ 11000 �′ 11 �′ �′ 
2名1室 �′ 11，000 �′ 12，500 �′ 13，000 �′ 11，000 �′ 12，000 �′ 12，000 �′ 12，700 �′ 12，000 �12，200 �′ 12，000 �，000 12，200 �10，000 11，000 �10，000 11，500 

1名1室 �17，500 �21，000 �24，500 �17，000 �20，500 �18，000 �20，200 �18．000 �19，700 �18000 �19700 �17000 �19000 

∴ ��3名1室 �11，000 �13，500 �14，300 �11，000 �13，500 �11，000 �13，500 �11000 �13500 �′ 11000 �′ 13500 �′ 11000 �′ 13500 
2名1室 �12，500 �16，200 �17，000 �12，500 �16，200 �12，500 �16．200 �′ 12，500 �′ 16200 �′ 12500 �′ 16200 �′ 12500 �′ 16200 

1名1室 �25，400 �31，800 �33，900 �25．400 �31，800 �25，400 �31，800 �25，400 �′ 31．800 �′ 25400 �′ 31800 �′ 25400 �l 31800 

3名1室 �15，900 �15，500 �15，700 �15，900 �15，500 �15，900 �15．500 �15900 �15500 �′ 15，900 �′ 15500 �′ 15，900 �I 15500 

2名1室 1名1室 �18300 �19500 �19500 �18300 �19 � � �′ �′ ��l ��′ 
レー � ��′ 33900 �′ 41000 �′ 41200 �′ 33900 �，500 41000 �18，300 33900 �19，500 41000 �18，300 33900 �19，500 41000 �18，300 �19，500 �18，300 �19，500 

piE∃i �懸＼＼ �3名1室 �′ 22800 �′ 23100 �′ 24700 �′ 22800 �l 23100 �22800 �′ 23100 �′ 22800 �′ 23100 �33，900 22800 �41，000 2 �33．900 �41，000 器 �2名1室 �′ 29，800 �30，800 �′ 32，100 �′ 29，800 �′ 30，800 �′ 29，800 �30，800 �′ 29，800 �′ 30800 �′ 29800 �3，100 30800 �22，800 29800 �23．100 30800 レ＼＼ �／＼＼ �1名1室 �48．100 �53，100 �54，200 �48，100 �53，100 �48，100 �53，100 �48，100 �′ 53，100 �′ 48100 �53100 �′ 48100 �′ 53100 

旧リ � �3名1室 �3，000 �4，000 �7，000 �3，500 �4，500 �4，500 �5，000 �5500 �5500 �′ 5500 �′ 5500 �′ 5000 �′ 6500 

四　一一 ��2名1室 �3500 �5000 �7600 �4000 �5000 �4000 �5500 �′ 4500 �′ 5200 �′ 4 �′ �′ �′ 

インタ �山　　　1名1室 ��′ 10，000 �′ 13，000 �′ 17，200 �I 10，000 �′ 13，000 �′ 10，000 �′ 12，500 �′ 11．000 �′ 13，200 �，500 11，000 �5，200 13，200 �5．000 10，500 �7，500 15，000 

※2名1室1名利用のホテル追加代金は、1名1室の基本代金に対して必要となります。2名畦を1名でご利用いただけるホテルは、直垂回施設となります。

ご出発の前日から起算して、
30日前までのご予約で、対象ホテルの

亘 � � �－ �∴l �i �▲ Si e � � � ��－ �灘 �0 �nn � �豊 
l 

※対象ホテルは限定となり、上記マークがあるホテルとなります。※一部出発日は、対象外となります。
※追加代金なし0円の宿泊日は、早割対象外となります。また追加代金が00円未満の宿泊日は、記載している追加代金分が割引となります。
※出発日の前日から起算して30日前までにお申し込みいただいた場合のみ適用となります。
※出発日の前日から起算して30日前を過ぎてからの出発日の変更、コース（商品コード）の変更、参加者の変更・追加が発生した場合は、対象外となります。
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□基本フライト
ロAフライト、□Bフライト、□Cフライト

（往　路）　　　　（復　路）

出発地 �便名 �三 一1■ ト �出発卜到着 ���到着地 

宮崎 �SNA52 � �07 �35ト09 �10 �羽田 

602 � �08 �05ト09 �40 

604 � �10 �00ト11 �35 

SNA54 � �10 �35ト12 �10 

608 � �11 �45ト13 �20 

SNA56 � �11 �55ト13 �30 

SNA58 � �14 �115ト15 �50 

610 � �15 �45ト17 �20 

SNA60 � �16 �55ト18 �40 

SNA62 � �18 �20ト20 �05 

SNA64 � �19 �20ト21 �05 

618 � �20 �10ト21 �45 

出発地 �便名 �三 イ 卜 �出発卜到着 ���到着地 

羽田 �SNA51 � �06 �50ト08 �30 �宮崎 

601 �A �07 �35ト09 �20 

SNA53 �A �08 �20ト10 �00 

603 �A �09 �25ト11 �10 

SNA55 �A �09 �45ト11 �25 

SNA57 �A �12 �00ト13 �40 

609 �A �13 �15ト15 �00 

SNA59 �A �14 �45ト16 �25 

SNA61 �C �17 �05ト18 �45 

613 �C �17 �45ト19 �30 

617 �B �18 �45ト20 �25 

SNA63 �B �19 �15ト21 �00 

基本フライト以外をご利用の場合は、復路のご搭乗日に応じて下記の追加代金が必要となります。

（復　路）A～Cフライト利用追加代金（お一人様）

復路搭乗日 �右記以外 ��　5／2 7／17、9／18 �5／3、5／4 �5／5（一5／7 �8／10 �8／11－8／13 �8／14、8／15 �8／16 �11／5 

月～土 �日 

羽田→宮崎Aフライト �追加なし �追加なし �4，000 �12，500 �34，000 �11，500 �35，800 �7，000 �13，500 �4，000 

羽田→宮崎Bフライト �追加なし �追加なし �4，000 �12，500 �3萄000 �17，500 �35，800 �7，000 �13，500 �4，000 

羽田→宮崎Cフライト �追加なし �1，000 �4，000 �12，500 �34，000 �17，500 �35，800 �7，000 �13，500 �5，500 

※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。

【SNA（ソラシドエア）便ご利用の場合】
・SNAの機材および乗務員にて運航し、機内のサービスはSNAの基準により

行います。
・悪天候など不可抗力が理由のご予約便の振替は同一航空会社に限りま

す。ソラシドエア便からANA便（またはその道）への振替はできません。

【SNA（ソラシドエア）便ご利用の場合】
・フライトマイル・プレミアムポイントは貯まりません。

・AMCダイヤモンド・プラチナ・SFC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。．
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泊まりたいホテルがすくみつかる

adき高上の地域名露乱臣浜松町 

品川 � �品川プリンスホテルメインタワー　　　蘭 

品Iii東武ホテル 
・京急EXイン品Iil・泉岳寺 

品川プリンスホテルイーストタワー　　　号 

京急EXイン高輪 
曳品IIiプリンスホテルNタワー　　　　　認 

－ ＼蛋 �r京急EXイン品川駅前 

第一ホテル東京シーフオート 

品Iiげリンスホテルアネックスタワー �早朝 30 
ークランげリンスホテル新高輪スーペリアナチュラルツイン ��早割 30 

グランドプリンスホテル高輪 �割 30 

ストリングスホテル東京インターコンチネンタル �早割 30 

ザ・プリンスさくらタワー東京 ��早朝 30 

東京マリオットホテル �宇部 30 

束副il∴ ��）ハートンホテル東品Iii �早蔑 30 8回 ��1ホテルサンルート品Iiiシーサイド � 

浜松町 �a �チサンホテル浜松町 �早朝 30 

∴ �ホテルメルパルク東京 �宇部 30 

相鉄フレッサイン浜松町大門 ��早劇 30 

東京プリンスホテル ��早朝 30 

芝パークホテル 
ホテルインター］ンチネンタル頼ベイ紬机上の地軸灘（艦・船 ��早割 30 

：ザ・プリンスパークタワー東京パークフロア ��早朝 30 

目黒　さ ��＼ホテルプリンセスガーデン 

大崎 � �ニューオータニイン東京 
ダイワロイネットホテル東京大崎 �軍制 30 

白金台 � �シ工ラトン都ホテル東京 �早額 30 

田町 � �ホテルグレイスリー田町 �学割 30 ‘セレステインホテル ��早期 30 

馬込 �a �東京イン 

大井町呈 ��ヴィアイン東京大井町 

adam上の地域名：新宿、、 

新宿（ �諜 �高新宿ニューシティホテル 

÷∴－ �“ホテルリステル新宿 
∴ �セントラルホテル東京　　　　　　　i課 

∴ �ホテルサンライト新宿 

恵＼ �プレミアホテルーCABiN－新宿 

新宿ワシントンホテル（本館） �早朝 30 

新宿ワシントンホテルアネックス（新館） �早隷 30 

西鉄イン新宿 
ホテルサンルート東新宿 

ホテルローズガーデン新宿 
ホテルグレイスリー新宿 �宇田 30 

⑭新宿プリンスホテル ��早勘 30 

⑭ホテルサンルートプラザ新宿 

㊧シタディーンセントラル新宿東京 

JR九州ホテルブラッサム新宿　　　　　　鶉 

小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 
京王プラザホテル 

：ハイアットリージェンシー東京　　　　　闇 

：ヒルトン東京 

パークハイアット東京 
四ッ谷 ��ホテルウイングインターナショナルプレミアム東京四谷鶉 

早稲田 ��リーガロイヤルホテル東京　　　　　　鶉 

高田馬場 ��ホテルサンルート高田馬場 

adam上の地域名：渋谷／／／iY 

渋谷 �渋谷東武ホテル　　　　　　　　　　慢 

e渋谷東急REiホテル　　　　　　　　　間 

㊤ホテルユニゾ渋谷　　　　　　　　　　闘 

㊦ホテルメッツ渋谷 
㊧二子玉川エクセルホテル東急 ��早剖 30 

渋谷エクセルホテル東急 �早剖 30 

セルリアンタワー東急ホテル �割 30 

青山　‾≡ ��島根イン青山 

恵比寿 ��ウェステインホテル東京　　　　　　　　闘 

三軒茶屋・ ��ザ・ピー三軒茶屋 

甜am上の地域名：池袋／， 

池袋　を �誌－サンシャインシティプリンスホテル 

モーホテルグランドシティ 

三軍ホテルリソル池袋 

誌第一イン池袋 

ホテルストリックス東京 

ザ・ピー池袋 
㊤ホテルメトロポリタン　　　　　　　　　闇 

目白； �・ホテルメッツ目白 
三日ホテル椿山荘東京　　　　　　　　　闇 

駒込 ��ホテルメッツ駒込 

田端　澄 ��ホテルメッツ田端 

赤羽 �aホテルメッツ赤羽 
aダイワロイネットホテル東京赤羽 

／adam上の地域名：銀座漸橋・汐留・親の内 

銀座 �蔀銀座キャピタルホテル（本館） 

a銀座キャピタルホテル（新館）　　　　　闘 

銀座グランドホテル 

京急EXイン東銀座 

艶ホテルグレイスリー銀座　　　　　　　課 
0ホテルモントレラ・スールギンザ　　　　　響 

悶ホテルモントレ銀座　　　　　　　　　器 

鞘ホテルユニゾ銀座一丁目 
㊤ホテルユニゾ銀座七丁目 
㊦相鉄フレッサイン銀座七丁目　　　　　闇 
‘ソラリア西鉄ホテル銀座　　　　　　　　蕃 

《ダイワロイネットホテル銀座　　　　　　梨 

銀座 �《東急ステイ銀座　　　　　　　　　　　鶉 

三井ガーデンホテル銀座プレミア　　　　課 
コートヤードマリオット銀座東武ホテル　　語 

：メルキュールホテル銀座東京 
：ミレニアム三井ガーデンホテル東京　　関 

新橋 �ホテルユニゾ新橋 

ホテルサンルート新橋 
・第一ホテルアネックス 

第一ホテル東京 
：ロイヤルパークホテルザ汐留　　　　　闇 

：パークホテル東京 

汐留 �ー三井ガーデンホテル汐留イタリア街　　　闇 コンラッド東京（シティビュー） 

コンラッド東京（ベイビュー） 

西新橋 �・新橋愛宕山東急REiホテル（商館） 
新橋愛宕山東急REiホテル（新館） 

有楽町 �サベニンシュラ東京 

丸の内＿ミ �ホテルメトロポリタン丸の内 
：丸ノ内ホテル　　　　　　　　　　　　闇 

蕉東京ステーションホテル 
シヤングリ・ラホテル東京 

八重洲 �・パールホテル八重洲 
‾橋 �相鉄フレッサイン東京京橋　　　　　　語 
泉 �三コートヤード・バイ・マリオツト東京ステーション語 

日比谷 �㊤レム日比谷　　　　　　　　　　　　i鶉 帝国ホテル（タワー舘スタンダード） 
帝国ホテル（本館インペリアルフロア） 

転ホテル日本橋サイボー 

宝i西鉄イン日本橋 
日本橋 �・薗スマイルホテル東京日本橋 

”ロイヤルパークホテル　　　　　　　　闇 

マンダリンオリエンタル東京 

八丁堀 �eユニゾイン八丁堀 
築地 �一銀座クレストン 

／adam蛍の地域合議嬢・六本末寺率 

赤坂 ‡ �熊赤坂陽光ホテル 

誤マロウドイン赤坂 
・ザ・ピー赤坂 

・ザ・ピー赤坂見附 
・都市センターホテル　　　　　　　　　鷲 

・全国町村会徳 

ホテルモントレ赤坂　　　　　　　　　闇 
‾赤坂エクセルホテル東急 

ANAインターコンチネンタルホテル東京　闇 
ーホテルニューオータニガーデンタワー 

薬ホテルニューオータニザ・メイン 
ザ・キャピトルホテル東急 
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 

六本木 �ザ・ピー六本木 
レム六本木　　　　　　　　　　　　　闘 

グランドハイアット東京 
サリッヅカールトン東京 

虎ノ門 �暮ホテルオークラ東京（スタンダード） �早副 30 ホテルオークラ東京（スーペリア） �鷲 
アンダーズ東京 

差dam上の鱒域名：飯田撥＼球道橋・、邦段 

飯田橋＼0 �ホテルメトロポリタン工ドモント（本館） �早観 30 
ホテルメトロポリタンエドモント（イーストウイング） �早朝 30 

水道橋　⑫ �計水道橋グランドホテル 東京ドームホテル 

庭のホテル東京　　　　　　　　　　闇 

饗 �澄ダイヤモンドホテル 

半蔵門　● �ホテルグランドアーク半蔵門 �早劃 30 

ホテルモントレ半蔵門 �早割 30 

九段下　命 �ホテルグランドパレス 

御茶ノ水憲一 �、業お茶の水ホテルジュラグ 
ザ・ピーお茶の水 

adam上の地域名：錦糸麟両国・東陽駆、 

錦糸町） �ロッテシティホテル錦糸町 �早朝 30 
東武ホテルレバント東京 �早割 30 

茅場町霊 �馴パールホテル茅場町 

両国訪 �′－パールホテル両国 
第一ホテル両国　　　　　　　　　　　鶉 

葛西　豊 �i罵パールホテル葛西 

東陽町＼－ �淋日銭フレッサイン東京東陽町駅前 
ホテルイースト21東京 

木場　誓 �、葉デイナイスホテル東京 
／ada南蓮の地域名滋野・浅草＼：鷲 

上野“ �CANDEOHOTELS上野公園　　　　　闇 
ホテルサンルート“ステラ’’上野　　　　　繋 

水月ホテル鴎外荘　　　　　　　　　　認 

三井ガーデンホテル上野 
薫 薫 ：†∴ 浅草濃 犠 �ハホテルサンルート浅草 
iヴィアイン浅草 

iユニゾイン浅草 

劃ホテル京阪浅草 �早劃 30 号割 

襲アゴーラ・プレイス浅草 
驚ホテル法華クラブ浅草 

浅草ビューホテル 
ザ・ゲートホテル雷門bvHULiC／ 
tf・ゲートホテル雷門bv［ULiC（エッセンシャルツイン） 

浅草橋蔦／ �iベルモントホテル 
京急EXイン浅草橋駅前 

秋葉原 �秋葉原ワシントンホテル 

秋葉原闇ルム秋葉原　　　　　　　　　　　　闇 

神田　聞ユニゾイン神田駅西 
冶dam上の地域名：大森・蒲田・羽田 

大森 �・大森東急REiホテル　　　　　　　　　　語 

蒲田 �霊西鉄イン蒲田 
・ホテルビスタ蒲田東京　　　　　　　i鶉 

・相鉄フレッサイン東京蒲田 
・京急EXイン蒲田 

羽田 �・タマティアホテル羽田 �驚 
ーロイヤルパークホテルザ羽田 �早鞠 ：30 

羽田エクセルホテル東急 ／＼aくねm上の地域名湾岸鯛遠・お台場）章／／ 

有明 �・ホテルトラステイ東京ベイサイド ・東京ベイ有明ワシントンホテル 

ホテルサンルート有明 

台場 �三ヒルトン東京お台場 
、＼adam茸の地域名：乗寮西部 

王禅寺 �・吉祥寺東急REiホテル　　　　　　　　語 
エコ �吉祥寺第一ホテル　　　　　　　　　　鶉 

高円寺 �・ホテルメッツ高円寺　※adam上の地域名：その他東京都 

武蔵境 �慾ホテルメッツ武蔵境 
国分寺 �alホテルメッツ国分寺 

立川　チ �a（立川ワシントンホテル 鼠パレスホテル立Iii　　　　　　　　　問 

・ホテルメッツ立川 

八王子≡ �輔マロウドイン八王子 潮ザ・ピー八王子 
京王プラザホテル八王子　　　　　　i鶉 

町田 �我ベストウエスタンレンブラントホテル東京町田 

多摩’ �款京王プラザホテル多摩　　　　　　　　闘 

久米川里 �薬ホテルメッツ久米川 

ada前里の地域名満濃 

横浜 �熱横浜伊勢佐木町ワシントンホテル 

譲横浜マンダリンホテル 
a＼京急EXイン横浜駅東口 
・横浜桜木町ワシントンホテル 
・新横浜プリンスホテル 

ホテルモントレ横浜　　　　　　　　　　闘 

ローズホテル横浜 
0ホテルニューグランド（本館）　　　　　闇 
eニューオータニイン横浜プレミアム 
eホテルアソシア新横浜 �軍功 30 
‾横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ �享劃 30 号割 

‾横浜ロイヤルパークホテル 

ホテルニューグランド（タワー館） �早寓 30 

三ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル �早議 30 

；横浜ベイホテル東急 �語 

鶴見遼 �溺ベストウエスタン横浜 ・／＼＼ホテルメッツ横浜鶴見 

／adam上の地域名：その他祇奈川県＼、＼i 

川崎　憲 �戴ホテルサンルートIii崎 

製パールホテルIii崎 

灘ホテルメッツli順 

灘ダイワロイネットホテルli崎 
・京急EXイン京急Ili崎駅前 

溝ノロ・ �〃ホテルメッツ溝ノロ 
大船　－ �ホテルメッツかまくら大船※adam上の地域名：鎌倉 

海老名　● �ホテルビスタ海老名　　　　　　　　　器 

横須賀・ �メルキュールホテル横須賀　　　　　　　語 

藤沢　事 �弧ホテル法華クラブ湘南藤沢 
／adam蛙の地域名蛾圏 

話 成田≡蓄 　∴ �矧ANAクラウンプラザホテル成田 

・薫成田東武ホテルエアポート 

引成田エクセルホテル東急 ／－adam上の鞄域名：千葉〕木受注、 

話 手葉書 a �鴇千葉ワシントンホテル 

1割三井ガーデンホテル千葉 

子京成ホテルミラマーレ 
しiダイワロイネットホテル千葉駅前 

木更津望 �潟ホテルロイヤルガーデン木更津 

adam上の地域名：その憾千葉県＼ 
市原　陸 �諜八幡宿第一ホテル 

津田沼ia �占ホテルメッツ津田沼 

杷！鯉 �三井ガーデンホテル柏の葉 
／adam上の地域名：舞浜・浦安・幕張、、 �� 

∴ 幕張鏑 �（鷺メイプルイン幕張 
ホテルスプリングス幕張 
アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 
ホテルザ・マンハッタン 
ホテルニューオータニ幕張 

adam蛙の地域名編重 

瀬 浦和・ �汽ホテルメッツ浦和 
浦和ロイヤルパインズホテル・∴∴∴i鷲 
浦和ワシントンホテル　　　　　　　　　認 

大宮 �パレスホテル大宮 

川越　㊤ �lIi越プリンスホテル 

亭 宇都宮鸞 　a �霊チサンホテル宇都宮　※adam上の地域名：栃木 

鋳ホテルアール・メッツ宇都宮※adam上の地域名：栃 �木 

同ダイワロイネットホテル宇都宮　※adam上の地域名：栃木 

高崎　② �朝ホテルメトロポリタン高崎　※adam上の地域名：群馬 

水戸　a �－1ホテルメッツ水戸　※adam上の地域名：茨城 
つくばる �＼＼オークラフロンティアホテルつくば　※adam上の地域名：茨城 

松本　a �1松本東急REIホテル　※adam上の地域名：その他長野 �＝ 

長野　● �ホテルメトロポリタン長野　※adam上の地域名：その他長野 � 



●出発・帰着空港：宮崎空港
●設定期間：
2017年4月1日－11月13日の毎日出発

●食事条件：朝食付き
●最少催行人員：2名（ただし1名1室の設定がある宿泊施設のみ

を利用した場合は1名桜より催行します。）

●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。

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・

北九州空港ご利用の場合、国内線旅
客施設使用料が含まれております。

日程 �行　彊 �食事 

1 �直垂垂］＋羽田空港＝〈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 �◆出発までフリータイムホテルこく各自負担〉＝羽田空港＋［画 �回 

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。）

お申し込み／2名標以上でお申し込みください。（ただし、l名l圭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／便名はご予約いただいた時点で決定いたしますが、ダイヤ変更に伴い便名・フライトスケジュールは変更となる場合が

おいます。その場合予定の日程を変更することもございます。券面に記載されている便以外はご利用いただけません。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。予約状況により、お並び席などご希望に沿えない場合がおいます。※機材変更などやむを得ない理由により、ご指定済みの座席が予告なしに変わる場合がご

ざいます。※航空便瑚」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。記

載されている客室写真は一例となります。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、l玖・トイレ付きとなります。〈洋室〉特に記載のない限り1名1室はシングルルーム、2名1室はツインルームの瑚」用となり

ます。（3名以上l室でご利用の場合はツイン＋エキストラベッドまたは、ソファーベッド等となります。）〈和室・和洋室〉l室の広さ（畳数）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。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おいます。（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おいます。施設使用料に含まれているものは各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。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は朝食をご利用いただくことができない場合がございます。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。オプショナルプラン／プランはり小人の対象年観膜なります。3歳未

満のお子様のご利用については、お問い合わせください。また、プランはって現地ではお申し込みいただけない場合もございます。その他／ツアー中、当社の手配はる旅行サービスの提供が一切行われない日（これを当

社では「無手配日」といいます）については、当該日にお客様が被った猿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舞います。

●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）によります。

●2　ご旅行のお申し込みおよび契約成立

（Dl）当社、2）旅行業法で規足された「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かご予約の承諾の旨
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y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
（D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も

●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す。

（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

心身の瞳がしはたはアレルギーを含む病気やけがのある

お客様の、ツアー参加に関するご相談を伺っております。
※旅行参加に曝し介助をしていただく方の同伴をお頭しける場合も別ます。

※取扱旅行会社の方もお気軽にご相談ください。

酪0570－029“011
※iP電話からiまこちらに勅＼けください。050－3819・9274

受付時間10：00－12iOO／13：00－18：00

（土・日・祝日および5／1を除く）
※詳しくはhttp：／／www．ana．C0．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スカイポノ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1656号　〒103－0027東京都中央区日本橋2－14－1

㊨薪⊃「保証会員 醒 旅行業公正取引
協議会会員

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

総合旅行業務取扱管理者（国内）とは、お客様 での取引に関する責任者です。この旅行契 ��の旅i 約に関 理者に �千を取り扱う旅行会社・営業所 し、担当者からの説明にご不 

明な点があれ �ば、ご遠慮なく右記の取扱管 ��おたずねください。 

パンフレット請求コード SL－7All0－140 i商品区分コードg

●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室ご利用人数の変更に対する差額代金をい
ただきます。

菓音音SS音m朔 � � 

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、旅行開姶後
の取消料は100％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。

雪望⑪0570“011－860
営業時間9：30－18：00

※旧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

この旅行条件広2017年2月1日を基準日としていま

す。また、旅行代金は、2017年2即日現在の有効な運

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・

宿泊機関などの捏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
法などにより堤供いたします。

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／／WWWanaSCO」P）をご参照くださし主

●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す。

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、ご感想をお待ちしています。

岳裟㊥0570“039°860

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。

〃置詫“，ロ．置諸　口宙後　．，l閥倒閣四所　　山霊害害諏棚，‾鴛擢〇回増産　　，弼

〒約一0806吉崎吉L室1丁目12番17号

壷醸鷺宮薄紫襲業者旅宿会
TELO9統一2十三5幸手、AX0985－24ゼ619

総合旅行業務取扱管理者
廣　田　儀　志


