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ANA NOWにて申込いただいたお客様限定

※九州「Travel e-gift 1,000円分」は2020/12/10～2021/3/31利用分

GOTOトラベル事業支援対象の「ANA NOW」商品については、当オプション商品購入の対象外となります。

※下記オプショナルプランはすべて出発前にお申し込み（有料）が必要です。

Tokyo Subway 48-hour Ticket 京急羽得きっぷ
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。 羽田空港第1・第2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ぷ。■現地販売代金：1,200円（中学生以上）、600円（小学生）

〈ご案内〉※ご利用日の前日までにお申し込みください。※羽田空港第2ターミナル地
下2階「京急線羽田空港第１・第２ターミナル駅・改札口横のご案内カウンター」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トラベラーズクーポンをご提出のうえ、お受け取りください。その他の引き換え可
能な駅につきましては、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乗り越した場合は、別途運賃の精算が必要となります。※1～
5歳、6歳の未就学児お客様は1名様につき、2名様まで無料でご乗車いただけます。
〈旅行企画・実施〉ANAセールス（株）　■運営会社：東京地下鉄（株）・東京都交通局

■現地販売価格：500円（中学生以上）、250円（小学生）
〈ご案内〉※ご利用日の前日までにお申し込みください※羽田空港第2ターミナル地
下2階「京急線羽田空港第1・第2ターミナル駅窓口」にてANAトラベラーズクーポン
をご提出のうえ、お受け取りください。※羽田空港第1・第2ターミナル駅を起点とし
た往復きっぷです。品川駅、横浜駅を起点とした往復ではありません。※往路到着駅
と復路出発駅は同一でなくてもご利用いただけます。ただし2駅間の移動はお客様負
担となります。※有効期間はご旅行滞在中となります。

〈旅行企画・実施〉ANAセールス（株）　■運営会社:京浜急行電鉄（株）

商品コード
DFD0-A3-0Z1-1

商品コード
DFD1-A1-0Z1-1

沖縄

沖縄を楽しむ厳選62メニュー！
地元で話題の味覚や観光施設など、エリアを楽しむ
全62メニューより3メニューを選んでご利用いただけます。

わくわくチケット
わくわくチケットに関する詳しい情報は「専用Webサイト」でチェック！
www.ana.co.jp/domtour/wakuoka2/

メニューの一例

（イメージ） （イメージ）

沖縄美ら海水族館
入館
現地販売価格：
（大人）1,880円

国営沖縄記念公園（海洋博公園）（イメージ）

1メニュー 2メニュー 3メニュー

現地販売価格：
（大人）1,050円

現地販売価格：
（大人）2,400円

百年古家 大家
大
うふやー

家そばセット
ウエストマリン
水中観光船オルカ号乗船

【わくわくチケットのご注意】
※ １施設１回のみのご利用となり２回以上はご利用いただけません。また、複数設定してい
るメニューもありますが、その場合のメニューはいずれか１つの選択となります。
※有効期限はご旅行期間中となります。
＜ご案内＞「わくわくチケット」引換券は、１日目到着空港ご到着後に必ず下記に引換場
所でお引き換えください。
※ご利用日の前日までにお申し込みください
※チケット引き換え時にお待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ 下記以外でのお引換えはできませんのでご注意ください。（店舗等ではお引換えできません。）
※各施設の営業時間・休業日は上記の「専用Webサイト」をご確認ください。
「引換場所」 
沖縄本島・・・那覇空港手荷物受取所内「ANAトラベラーズカウンター」
※19時以降に到着の場合は、１泊目宿泊ホテルフロント
石垣島・・・石垣空港到着ロビー内「ANAトラベラーズカウンター」
※18時以降に到着の場合は、１泊目宿泊ホテルフロント
宮古島・・・宿泊ホテルフロント

商品コード
BVE0-A1-0Z1-1

「人気の観光施設やランチ・スイーツなど3メニューご利用可能のオトクなチケット！」

予約上のご注意  ＜販売店の皆様へ＞  はadamより旅のご案内が印刷できます。　  のあるプランはANAトラベラーズクーポンが発券されます。 　● オプショナルプランをご予約の際は、特に記載のない限りご利用日にてご予約ください。

九州
商品コード

CVL1-A1-0Z1-1Travel e-gift 1,000円分
九州の約100店舗のお土産店や飲食店などで使える電子チケットです。

めんべい（イメージ） 　かすたどん（イメージ）

〈ご案内〉※ご利用日の3日前までにお申し込みください。※お一人様1
回のみの利用となります。※ご利用にはスマートフォンが必要となり、無
料アプリ「トラベルeチケット」をダウンロードいただきます。通信費はお客
様負担となります。※チケットは予約後2～3日でお受け取りいただけま
す。ご利用開始日は出発日以降となります。※1,000円以上を超えた場合
は差額を現金払いにてお支払いください。また、お釣りは出ません。※ご
利用にならなかった場合の払戻はありません。※利用可能店舗は随時更
新されますので、アプリまたはWEBサイトにてご確認ください。

利用店舗はこちらでチェック！
http://app.tragee.com

福太郎　博多駅デイトス店
めんべいプレーン（2枚×８袋）

老李　新地中華街本店
元祖生からすみちゃんぽん

かるかん本舗中央駅前店
かすたどん（1個）

現地販売価格：480円 現地販売価格：1,155円 現地販売価格：108円

生からすみちゃんぽん：1,155円（イメージ）

利用可能店舗の一例

店舗にてTravel 
e-giftでお支払い
いただくと、粗品や
ドリンクなどの特典
付き！

100円 100円

100円

500円

関東 関東



おからだの不自由なお客様の旅行相談デスク
心身の障がいま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。
※旅行参加に際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。
※詳しくは  http://www.ana.co.jp/travel/info/assist/ をご覧ください。

受付時間 10：00～17：00
（土・日・祝日および12/29～1/3、5/1を除く）

0570-029-011/050-3819-9274
※携帯電話定額通話をご利用の方は、050から始まるIP電話をご利用ください。 

お申し込み・お問い合わせは下記のANAトラベラーズ取扱旅行会社へどうぞ。（受託販売）

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。

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

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

旅行企画・実施

一般社団法人日本旅行業協会（JATA）の正会員です。

総合旅行業務取扱管理者（国内）とは、お客様の旅行を取り扱う旅行会社・営業所
での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不
明な点があれば、ご遠慮なく右記の取扱管理者におたずねください。

スカイホリデー 検索

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。※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。

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。

一般社団法人日本旅行業協会（JATA）の正会員です。

インターネットで“24時間”コースの
空き状況や各種情報がご覧になれます。

お申し込み・お問い合わせは下記のANAトラベラーズ取扱旅行会社へどうぞ。（受託販売）

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。

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

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

旅行企画・実施

一般社団法人日本旅行業協会（JATA）の正会員です。

総合旅行業務取扱管理者（国内）とは、お客様の旅行を取り扱う旅行会社・営業所
での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不
明な点があれば、ご遠慮なく右記の取扱管理者におたずねください。

スカイホリデー 検索

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。※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。

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。

一般社団法人日本旅行業協会（JATA）の正会員です。

インターネットで“24時間”コースの
空き状況や各種情報がご覧になれます。お客様専用ダイヤル ご参加を検討中のお客様

ご希望のご出発日と商品コードをお知らせください。

営業時間　9：30～18：00※12/31～1/3を除く
※携帯電話定額通話をご利用の方は、050から始まるIP電話をご利用ください。
0570-011-860/050-3819-9213

商品区分コード A

●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､2020年11月1日を基準
日としています。また､旅行代金は､2020年
11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、当社ウェブサイト
（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ウェブサイト等に明
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。

ANAセールス（株）国内募集型企画旅行 旅行条件書（要旨） お申し込みいただく前にお読みください。

●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
①1）当社、2）旅行業法で規定された「受託営業所」（以下1）
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す。

●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
レットまたはウェブサイトの価格表示欄に「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。
●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。

●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｡

※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。

旅行代金には消費税等諸税・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。

旅行代金（お一人） 申込金※
3万円未満
3万円以上6万円未満
6万円以上10万円未満
10万円以上15万円未満
15万円以上

  6,000円
12,000円
20,000円
30,000円

旅行代金の20％

取消日 取消料

旅行開始日の
前日から
起算して
さかのぼって

11日目に
あたる日まで
10日目以降
８日目に
あたる日まで
７日目以降
２日目に
あたる日まで

旅行開始日の前日
旅行開始日の当日
旅行開始後の解除・無連絡不参加

無　料

旅行代金の20％

旅行代金の30％

旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

①さっぽろテレビ塔展望台　　■現地販売価格：800円（大人）
②大倉山展望台リフト　■現地販売価格：1,000円（中学生以上）
③北海道博物館（総合展示室）　■現地販売価格：600円（大人）
④さっぽろ羊ケ丘展望台　■現地販売価格：530円（高校生以上）
⑤北海道開拓の村　■現地販売価格：800円（大人）
⑥札幌オリンピックミュージアム　■現地販売価格：600円（高校生以上）
〈ご案内〉※ご利用日の前日までにお申し込みください。※各施設の窓口でＡＮＡトラ
ベラーズクーポンをご提出のうえ、「お得だねチケット　さっぽろセレクト」をお受けとり
ください。※各施設の営業時間・休業日は旅のご案内をご確認ください。

①～⑥の選べる２施設

■旅行企画・実施：ANAセールス（株）

札幌市内をおトクに観光！市内から約30分圏内の施設を「札幌もいわ山ロープウェイ」＋下記①～⑥施設より２施設
ご利用いただけるチケットです。
■お得だねチケット　さっぽろセレクトＡコース　現地販売価格：2,600円
■参加対象：中学生以上
札幌もいわ山ロープウェイ　■現地販売価格：1,800円（大人）

もいわ山山頂展望台（イメージ）

お得だねチケット　さっぽろセレクト 商品コード
A9RB-A1-0Z1-1

伊丹空港～ユニバーサル・スタジオ・ジャパン間の片道乗車券です。
■現地販売価格　940円(中学生以上)、470円(小学生)
伊丹空港⇔ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの所要時間：約45分

関西空港～ユニバーサル・スタジオ・ジャパン間の片道乗車券です。
■現地販売価格　1,600円(中学生以上)、800円(小学生)
伊丹空港⇔ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの所要時間：約70分

〈ご案内〉※ご利用日の前日までにお申し込みください。※未就学のお子様でも座席を必
要とする場合は小人料金が必要となります。※バスは予約制ではありません。満席の場合
は、ご希望の時間帯でご利用いただけない場合もあります。あらかじめご了承ください。※
運行スケジュールは、ご予約時に大阪空港交通(株)のホームページをご確認ください。た
だし、予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。※補助席利用とな
る場合があります。※乗車時に乗務員へANAトラベラーズクーポンをご提出ください。

〈ご案内〉※ご利用日の前日までにお申し込みください。※未就学のお子様でも座席を必
要とする場合は小人料金が必要となります。※バスは予約制ではありません。満席の場合
は、ご希望の時間帯でご利用いただけない場合もあります。あらかじめご了承ください。※
運行スケジュールは、ご予約時に関西空港交通(株)のホームページをご確認ください。た
だし、予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。※補助席利用とな
る場合があります。※乗車時に乗務員へANAトラベラーズクーポンをご提出ください。

〈旅行企画・実施〉ANAセールス（株）　■運行会社　大阪空港交通(株) 〈旅行企画・実施〉ANAセールス（株）　■運行会社　関西空港交通(株)

伊丹空港⇔ユニバーサル・
スタジオ・ジャパン間リムジンバス

関西空港⇔ユニバーサル・
スタジオ・ジャパン間リムジンバス

商品コード
F011-A1-0Z1-1

商品コード
F012-A1-0Z1-1

Aコース

予約上のご注意  ＜販売店の皆様へ＞  はadamより旅のご案内が印刷できます。　  のあるプランはANAトラベラーズクーポンが発券されます。 　● オプショナルプランをご予約の際は、特に記載のない限りご利用日にてご予約ください。
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