
北海道1泊～7泊

ご出発の前日
16：59まで
予約OK

往復の
フライト ホテル

旅行代金はお申し込み時期・空席状況などにより変動します。

最新価格をいつでも
スマホでチェック！

2020 8/2 ▶ 2021 1/31 出発
ANA NOWなら

マイルがさらに貯まる！
※詳しくはP.3をご覧ください。

※2/1帰着分までとなります。

20A-323

北海道・東北・北陸・羽田・成田・新潟・名古屋（中部）・
静岡・関西・神戸・伊丹・中四国・九州・沖縄発

※ANA運航便の一部に限る 100円=1マイル ※一部プラン

[旅行代金の目安額] 
10/25～1/31出発　2日間　各空港発着 
【北海道発以外】 新千歳往復直行便利用　ホテルグレイスリー札幌　3名1室利用　食事なし
【北海道発のみ】 函館往復直行便利用　函館ロイヤル 4名1室利用　食事なし
（大人お一人様・55日前予約の場合・8/1現在）
※旅行代金は、別途「取引条件説明書面」にてご案内いたします。当カタログで利用する航空運賃は、個人包括旅行運賃（お申し込み時期・空席状況によって運賃が変動）を
利用した商品のため、お問い合わせのタイミングや条件によって旅行代金が異なる場合があります。

毎日最新価格でご案内！ ＜発地別旅行代金の目安額＞

お申し込みは「Go To トラベルキャンペーン」参加旅行会社にて承ります。　※Go To トラベルキャンペーン詳細についてはP.2をご覧ください。

仙台発（仙台空港発着）

22,700円 110,500円～

大阪発（伊丹空港発着）

24,100円 110,900円～

名古屋発（中部国際空港発着）

21,500円 110,900円～

東京発（羽田空港発着）

22,900円 110,600円～

北海道発（新千歳空港発着）

18,900円 109,000円～

沖縄発（那覇空港発着）

53,500円 110,200円～

九州発（福岡空港発着）

27,400円 110,200円～

中四国発（広島空港発着）

25,100円 111,000円～

Go To NOW 北海道は、Go To トラベルキャンペーン対象商品です。

Go To トラベル事業支援対象

ANA NOWの使い方

お申し込み時に、カタログP.3掲載の
「カタログコード」を
係員にお申し出ください。

ご案内

1.いつでも
お客様のスマホで
最新価格をチェック！
旅行会社でも最新価格を
確認できます。

2.ご予約は旅行会社で

 最新のフライト情報、空き状況はこちらから！
フライト+宿泊ホテル
+レンタカーなら

フライト+
宿泊ホテルなら スマホで

簡単検索

※ 表紙記載のQRコード
はいずれも9月ご出発
１泊のご利用の場合と
なります。その他はP.3
にてご確認ください。
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ANAトラベラーズだから！
お客様の旅をサポート

復路便欠航お見舞金サービス
復路航空便が悪天候（台風・降雪）などの事由により欠航となり、
予定日に帰着できなかった場合、お見舞金をお支払いします。

取消料お見舞金サービス
予期せぬ事由で急遽ご旅行に行けなくなった場合、
お見舞金として取消料の80％（上限10万円）をお支払いします。

「おからだの不自由なお客様の旅行相談デスク」へ
お気軽にご相談ください
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で
特別の配慮を必要とする方は、ご旅行申込後にお申し出ください。

※取扱旅行会社の方もお気軽にご相談ください。 ※ツアーのご予約をいただいてから、当デスクでの
手配となります。 ※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。

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。

ンとはンンペ ンャンベルキャンベベルベベトトoo Goo TGo To トラベルキャンペToトラベルキキキ ははははととGo To トラベルキャンペーンとは？トラベルキャンペーンとはGoGGGooGo Go ToTTTToToTo o トトトトトラベラトラベトラベルベラベルラベルルベルベルルキキルキャルキャャキャンャャンンンンンペンンペンペペンペーペペペーンーンンーンンンとンとーンとンととンとンとははは？は？？？？は？は？は？は？Go To トラベルキャンペーンとは？Go To トラベルキャンペーンとは？

※1 旅行代金の35％分相当のお支払い金額に充当+旅行代金の15％分相当の地域共通クーポン（※2）として適用されます。　※2 地域共通クーポンとは、地域産品・飲食・
施設などの利用にお使いいただけるクーポンです。（9月1日以降の当社が定める日以降にご出発の旅行が対象となり、別途ウェブサイト等でご案内いたします。）

※Go To キャンペーン適用には条件がございます。必ずお申し込みの前に参加条件をご確認ください。予約締結後であってもキャンペーン対象とならない方がいらっしゃった場合は旅行契約を解除いたします。

【ご注意（支援額の受領について）】 この旅行はGo To トラベル事業支援対象です。国からの支援額はお客様に対して支給されますが、当社は、支援額を
お客様に代わって受領（代理受領）いたしますので、お客様は、旅行代金に対する支援額を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。
お客様は、当社による代理受領についてご了承のうえお申し込みください。ただし、宿泊される施設がGo To トラベル事業登録対象外となった場合、支援
額の対象外となります。なお、お取り消しの際は、支援額差し引き前の旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。

キャンペーンの仕組みはこうなります！

お申し込し込みはみは「Go ToToトトラベラベルキルキャンャンペペ ン」参加 会社 承り す。込おおおおお申お申お申申ししししし込し込込し込込込みみ込みみみはみははみは「G「「「「G「GoGGGGooGoo ToTTTToToooトトラトトトトラベラトララベラベルベベベルルベルルルキルキャキルキキキャャンキャャャンンペンンペペーン」参 行 社にてンペペーペペペペーンーン」ン」ンン」ン」」」参参加参参参加参加参加参加加加旅行旅加加旅旅旅行旅行会旅行旅行行行会会社行行会会会社会社会社会社社社ににて社社ににて承りますにてててててて承承りて承承承り承り承りりままままますす。ますす。す。。お申し込みは「Go To トラベルキャンペーン」参加旅行会社にて承ります。お申し込みは「Go To トラベルキャンペーン」参加旅行会社にて承ります。

詳細はこちら 

支援額は14,000円 
お支払い実額は26,000円

支援額は28,000円 
お支払い実額は52,000円

支援額は42,000円 
お支払い実額は78,000円

支援額は14,000円と地域共通クーポン6,000円
お支払い実額は26,000円

支援額は28,000円と地域共通クーポン12,000円
お支払い実額は52,000円

旅行期間1泊2日　
大人お一人様 40,000円

旅行期間2泊3日　
大人お一人様 80,000円

旅行期間3泊4日　
大人お一人様 120,000円

旅行代金に対して支援をする場合
※8/2-8月末予定

（最大お一人様あたり14,000円／1泊の支援額）

旅行代金の一例 支援額＋地域共通クーポン設定開始後の場合
※9/1以降の当社が定める日以降-１/31出発分
（最大お一人様あたり20,000円／1泊の支援額）

支援額は42,000円と地域共通クーポン18,000円
お支払い実額は78,000円

ウィズコロナの時代における「新しい生活様式」に基づく旅のあり方を普及、定着させるための事業です。
お客様に対し、最大で旅行代金の半額分相当が支援されます（※1）。（国土交通省観光庁より）
最大お一人様あたり20,000円分／1泊（ただし旅行代金支援のみの先行期間については最大14,000円/1泊）が支援されます！！

※あくまで旅行代金の算出例となります。
　ご利用日の旅行代金については、
　スマートフォンでご照会ください。

羊ケ丘展望台（イメージ） 旭川市旭山動物園　ペンギン（イメージ） 青い池（10月頃／イメージ）

添い寝代金
3歳以上のお子様でベッドを利用しない航空座席のみご利用の代金です。
連休や冬休み・年末年始などの家族旅行におすすめです。
お子様と一緒のベッドなら添い寝がおトク！
（たとえば、ご両親とお子様2名で旅行する場合...）
大人1名、お子様1名でベッド1台のご利用となります。

大人旅行代金（2名様分）  添い寝代金（2名様分）

※大人代金にて参加される人数内でお申し込みください。（大人代金適用2名の場合、添い寝代金適用人数は2名まで。ただし、1台のベッド（布団）に添い寝できるのは0～2歳の航空
座席を利用されないお子様も含め1名までとなります。）　※一部宿泊施設では食事代などが別途現地で必要となる場合があります。

◆代金に含まれるもの　①個人包括旅行運賃（空席変動型）　②国内線旅客施設使用料　③消費税等諸税

ツアー申込時に
お申し出ください

※年齢制限がある場合があります。　※同伴の方と添い寝になりますので、ベッド（布団）が手狭
になります。　※バス・観光船・JRなどのオプショナルプランで座席をご利用の場合は、一部小人
料金が必要となります。　※レンタカー・タクシーをご利用の場合、添い寝のお子様も利用人数に
含まれます。　※「添い寝代金」（航空座席利用）を利用されない、幼児・お子様の添い寝可否につ
いては各宿泊施設にご確認ください。別途施設使用料が必要な場合があります（現地払い）。

◆ 航空座席のみのプラン以外にも食事またはベッド
（布団）付きが選べるプランもあります。

〈施設使用料が別途必要な場合があります。〉添い寝代金をご利用の場合、一部
宿泊施設で施設使用料が別途必要な場合があります。

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。 　● 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。

◆3～5歳のお子様が対象となります。
Kids添い寝（6～11歳）の設定のある施設もあります。詳しくは販売店の係員にご確認ください。
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ANA NOWならマイルがどんどん貯まる！
ツアーマイル・フライトマイルに加え、プラスマイルプランをお選びいただくと、さらにマイルが貯まる！

・旅行代金 50,000円　
・往復利用路線マイル数 1,000マイル　
・ ○○ホテル選択プラスマイルプラン 
500マイル 1,500マイル

獲得マイル！
100円
＝

1マイル

500マイル 500マイル 500マイル
（1,000マイル×50％）

M

たとえば

5

※ プランはホテル・設定期間によって異なります。プランの詳細については旅行会社係員に
お問い合わせいただくか、スマートフォンにてお客様ご自身でご照会ください。多彩な宿泊プランをご用意！4

ご出発日の前日16:59までご予約が可能です。（※取り扱い旅行
会社により異なります）レンタカーやオプショナルプランを含むご
旅程は、それぞれお申し込み期限が異なります。
■レンタカーを含むご旅程＝ご出発の2日前まで　　
■オプショナルプランを含むご旅程＝ご出発の7日前まで
レンタカーは追加では購入できません。ご予約時にお申し込みください。

なんと！
ご出発の前日まで予約可能！2

※ 旅行代金をご確認いただく際、Android、iPhoneのスマートフォンまたはタブレットをご利用ください。通信費はお客様負担となります。

●ご案内する旅行代金は、お問い合わせのタイミングによって異なる場合があります。　●ご予約後に旅行代金に変更があった場合、差額の収受・返金は行いませんの
で、あらかじめご了承ください。　●ご照会いただく人数によって空席状況・旅行代金が異なる場合があります。　●このカタログは参加者を募集するための広告では
ありません。　●このカタログに記載の旅行商品の旅行代金は、お客様がお申し込みになる日時そのほかの諸条件により変動するため、本書面には記載していません。　
●お申し込みにあたっては、旅行代金その他の取引条件を説明した書面を別途お渡しし、取引条件をご説明します。詳しくは係員にお問い合わせください。

いつでも最新価格でご案内。これからは、ダイナミックプライシング（空席変動型）がおすすめ！
最新の旅行代金は旅行会社係員にお問い合わせいただくか、スマートフォンにてお客様ご自身で照会することができます。

¥1

航空便は出発日から
最大14日間までご旅行可能！

宿泊は１泊から7泊、最大14日間までのご利用が可能です。
最少1泊のお申し込みがあれば、その他の行程中はお友達
の家やご実家など、自由に宿泊先を選べます。グループ内で
出発日や旅行日数が異なる場合もご安心を。旅先でお友達
と合流して、同じお宿やホテルに宿泊することが可能です。
※ 8月1日現在、2泊以上の場合、同一宿泊施設連泊のみ予約可能です。飛び
泊、異なる宿泊施設のご予約はできません。ご了承ください。

3

Go To NOW北海道　カタログコード一覧

食事プランが豊富！ 「食事なし」・「朝食付き」・「朝夕食付き」から選べる！  さらに  旅行でマイルを貯めたいなら！ 「プラスマイルプラン」がおすすめ！



商品識別コード 国内-1種

※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カタログコードをお知らせください。

0570-011-860/050-3819-9213
営業時間　9：30～19：00（土・日・祝日は18：00まで）  ※12/31～1/3を除く

当カタログの記載内容の無断転載を禁じます。
このカタログ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

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）

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。

※　　　　左記マーク付きのオプショナルプランは上記適用。
※各オプショナルプランに適用取消料が記載されてい
る場合はその取消料を適用します。
※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。

ANAセールス（株）国内募集型企画旅行 旅行条件書（空席変動型運賃商品 要旨抜粋）お申し込みいただく前にお読みください。
●　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
記の表に定めた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｡
　当パンフレットで利用する航空運賃は、個人包括旅行
運賃となります。個人包括旅行運賃は、お申し込みいただ
く時点の航空機の空席状況によって航空運賃が変動し、
契約締結と同時に『航空券取消料』の対象となります。

※　　　　左記マーク付きのオプショナルプランも上記適用。
取消日は、利用開始日を基準とします。

※上表の取消料は、当社旅行業約款募集型企画旅行
　契約の部「別表第一 取消料」、「一 国内旅行に係る取消
料」、「（一）次項以外の募集型企画旅行契約」に定める取消
料の上限と、下表により航空機利用区間毎算出した航空券
取消料等の合計額のいずれか高い金額以内としています。

【ANA航空券取消料一例】

※航空券取消料等の額が旅行契約の取消料となる場
合（ANA NOWは旅行代金の取消料率を適用しま
す）、発券した航空券取消料を確認することを希望す
るお客様は、航空会社のウェブサイトにてご確認をい

　ただくか、当社らへお申し出ください。
※航空券の取消条件は、各航空会社のウェブサイトで
ご確認いただけます。
　ANA         ：https://www.ana.co.jp/ja/jp/book-plan/fare/

domestic/guide/charge.html 
　AIRDO      ：https://www.airdo.jp/reservation/refund/voluntary/
　ソラシドエア：https://www.solaseedair.jp/reservation/cancel/
　スターフライヤー：https://www.starflyer.jp/reservation/change/

customer.html
　（2020年2月現在）
※航空会社の個人包括旅行運賃を利用する国内募集
型企画旅行契約において、当該航空券に関して、当
社が航空会社に対して支払うべき航空券取消料等
が生じなかったときは、旅行契約解除時の航空券取
消料等の額は無料として取り扱い、航空会社により
航空券取消料等が減額されたときは、当該減額後の
航空券取消料等の額を旅行契約解除時の航空券取
消料等の額として取り扱います。

旅行契約解除の日 取消料

旅行開始後の解除 無連絡不参加 旅行代金の100％

旅行契約の締結日以降に解除す
る場合（下記の場合を除く)

航空会社が定める『航
空券取消料』の額

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって20日目以降8日目
にあたる日まで

旅行代金の20％又は
『航空券取消料』とのい
ずれか大きい額以内。

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって7日目以降2日目に
あたる日まで

旅行代金の30％又は
『航空券取消料』とのい
ずれか大きい額以内。

旅行開始日の前日
旅行代金の40％又は
『航空券取消料』とのい
ずれか大きい額以内。

旅行開始日の当日
旅行代金の50％又は
『航空券取消料』とのい
ずれか大きい額以内。

旅行契約解除の日
個人包括旅行運賃利用の場合の「１区間」に対する取消料

取消料

利用航空便搭乗当日 9,000円

6,000円

3,000円

2,000円

500円
旅行契約の締結時から利用航空便
搭乗日の前日から起算してさかのぼ
って55日目にあたる日まで
利用航空便搭乗日の前日から起算
してさかのぼって54日目にあたる日
から21日目にあたる日まで
利用航空便搭乗日の前日から起算
してさかのぼって20日目にあたる日
から8日目にあたる日まで
利用航空便搭乗日の前日から起算
してさかのぼって7日目にあたる日
から前日まで

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。

このカタログでのお申し込みは受け付けておりません。詳細はANAトラベラーズ取扱旅行会社にて取引条件説明書面（旅行代金）をご確認のうえ、お申し込みください。

取消日
オプショナルプラン

取消料
利用開始日の
前日から
起算して
さかのぼって

4日目に
あたる日まで
3日目以降
前日まで

利用開始日の当日
利用開始後の解除・無連絡不参加

無　料

旅行代金の20％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

取消料 A 取消料 B

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）

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  https://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。 

https://www.ana.co.jp/ja/jp/domtour/

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。

詳しい内容は
こちら

■旅行代金について
ご予約時の最新の旅行代金にてご参加いただけます。旅行代金には、個人包括旅行運賃（お申し込みの時期やご利用便の空席状況により変動する空席変動型）、国内線旅客施設使用料（対象空港利用の場合
のみ）、規定の宿泊費、食事代、消費税等諸税を含みます。※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。小人代金は、1室に大人代金適用1名様以上と同室の場合の旅行開始日当日を基準に、
満3歳以上12歳未満のお子様に適用となります。このカタログは参加者を募集するための広告ではありません。このカタログに記載の旅行商品の旅行代金は、お客様がお申し込みになる日時そのほかの諸条件に
より変動するため、本書面には記載していません。お申し込みにあたっては、旅行代金その他の取引条件を説明した書面を別途お渡しし、取引条件をご説明します。詳しくは、係員にお問い合わせください。

■お客様へのご案内（必ずお読みください。）
[お申し込み］　特に記載のない限り2名様以上でお申し込みください。（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。
[お支払いと取消料]　旅行代金のお支払いは予約日から３日以内もしくは当社らが別途定める期日までにお支払いただきます。また取消料については下記をご確認ください。
[お申し込み内容の追加と変更]　ANA NOWは時価販売商品のため、ご予約完了後の変更はお受けできません。ご旅程（日時・航空便・宿泊施設・プラン・オプショナルプラン）の変更・
追加、旅行参加者の変更（氏名・年齢・性別の変更・訂正含む）はお受けできません。変更・追加をご希望の場合は、一度ご予約を取り消しいただき、新たにご予約が必要となります。
[添乗員］　特に記載のない限り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。
[その他］　ツアー中、当社の手配によ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損害について補償金は支払われません。

●設定期間：2020/8/2～2021/1/31出発まで
※ただし、2/1帰着まで
※ 8月1日現在、2泊以上の場合、同一宿泊施設連泊のみ予約可能です。飛び泊、異なる宿泊施設
のご予約はできません。ご了承ください。
● 最少催行人員：2名（ただし、1名1室の設定があるホテルのみを利用する場合は1名様となります。）

日程 行　程 食事

1 出発空港a各空港＝〈各自負担〉＝ホテル
◆到着後フリータイム

※1

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〉＝ 各空港a 帰着空港

※1

出発空港・各空港・帰着空港についてはお客様のご利用空港となります。

※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、1泊朝夕
食付き、1泊3食付きのいずれかとなります。

カタログコード カタログP.3にてご確認ください。

［カタログ有効期限］2021/1/30予約分まで

〈取消料のご案内〉当商品はGoToトラベル
事業支援対象となりますが、お取り消しの際
は、支援額差し引き前の旅行代金を基準と
して所定の取消料を申し受けいたします。
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