
お得 POINT

お子様代金適用区分表 
お子様区分
こども代金
添い寝代金
乳児（無料）

対象年齢
3～11歳
3～5歳
0～2歳

航空座席
使う
使う

使わない

フライト割増
対象
対象
対象外

行程中の食事
あり
なし
なし

ホテルの寝具
あり
なし
なし

ホテル割増
対象
対象外
対象外

帰着割増
対象
対象
対象外

行程表内のマークの見方
飛行機で移動移動マーク 各自で移動（料金お客様負担）

朝 朝食付　×食事なし　※ 各ページ参照食事マーク

又はSNA又はSFJ

3

2

こども代金・添い寝代金設定こども代金・添い寝代金設定

　　　当パンフレット限定！！
1000ccクラス以下
　　　当パンフレット限定！！
1000ccクラス以下

空港売店 で
ご利用いただける

空港売店  で
ご利用いただける

※おひとり様につき1枚（無料の乳児・添い寝代金のお子様には付きません）
※羽田空港第1ターミナル・北九州空港にはANA FESTAがございませんのでご注意ください。※羽田空港第1ターミナル・北九州空港にはANA FESTAがございませんのでご注意ください。
※有効期間、その他の注意事項はクーポン券をご覧ください。

1

自由自在コース・九州D&S列車のたびコース専用
レンタカーオプション

￥500￥500
※貸出は4日間（連続した日数）までとなり、5日目以降は通常追加代金がかかります。
※１名様でのご参加のお客様はご利用できません。　※詳しくはP18をご覧ください。

で利用可能！で利用可能！1日1台につき1日1台につき

ご出発の前日から起算して、7日前までにお申し込みください。

フライトマイルが貯まります。

※ＡＮＡマイレージクラブ会員の方に限ります。
※自動チェックイン機をご利用いただくと、チェックインと同時にマイルの登録ができ
ます。（ANAマイレージクラブカードをご用意ください。）
※積算マイルは区間マイルの50％がカウントされます。（2016年8月現在）

事前座席指定OK！

詳しくは、ANAホームページ http://www.ana.co.jp/ をご覧ください。

※SNA・SFJ便を除く
ＡＮＡ国内線搭乗マイルの50％が貯まります！

ご予約時にご希望の便・座席を
お選びいただけます。
※座席番号は「出発のご案内」にてお知らせいたします。
※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添えない場合がござ
います。
※機材変更などやむを得ない理由により、ご指定済の座
席が予告なしに変更となる場合があります。
※事前座席指定をされていないお客様は当日、空港の自動チェックイン機で座席指定
を行なってください。（保安検査場は出発時刻の15分前までに通過してください。）

ANA・SNA・SFJ便お預かり手荷物について

※お預かりできる重量・サイズには上限がございます。
※機種により規定内でもお預かり出来ない場合がございます。
※お預かりする手荷物、機内持ち込み手荷物、特に注意が必要な手荷物などについて、
詳しくはANAホームページをご覧ください。

お預かりする手荷物はおひとり様20kgまで無料

大分県・くじゅう花公園（10月頃）／イメージ（R）

お子様と一緒のベッド
なら

添い寝代金を
ご利用いただけます。

お申し込みからご出発まで

ご希望の出発日、コース
が決まりましたら、取扱代
理店または当社予約セン
ターで空席をご確認の
上、お申し込みください。

お申し込み1
お申し込み後、「予約内容
案内書」をお送り致しま
す。コース･日程･人数･旅
行代金等に間違いがない
かご確認ください。

ご予約の確認2
出発の7日前までに、当社
発行の必要書類を同封した
「出発のご案内」をお送りし
ます。

出発のご案内3
楽しい旅の始まりです。
素敵な旅になりますよう
に、ご協力させていただ
きます。
いってらっしゃいませ！

ご出発4

￥1,000￥1,000クーポン付！クーポン付！ 下記に記載の施設の中から１ヶ所
でご利用いただけます。無料の乳
児、添い寝代金のお客様には付
きません。

※ご利用は、同一グループ・同一メニューの利用限定となります。年末年始は休業またはメニューが変わる場合がございます。
※各施設、混雑時はお待ちいただく場合があり、また、満席や団体・祭事による貸切の為ご利用いただけない場合がございます。　※事前予約が必要な施設の場合、手続きはお客様ご自身で行なってください。その
他の施設も事前にご確認いただき、ご予約されることをおすすめいたします。（ご利用施設によっては事前予約できない場合がございます。）　※施設情報内の営業時間（　）内は最終受付時間です。　※施設の都
合により内容の変更・中止となる場合がございます。　※未使用の場合でも払い戻しは致しません。※各施設の注意事項は「出発のご案内」をご覧ください。

福岡県
博多

福岡県
柳川

佐賀県
伊万里

長崎県
長崎

大分県
別府

大分県
由布院

長崎県
佐世保

長崎県
佐世保

屋台きっぷ2枚 上うなぎのセイロ蒸し+御花入園券 伊万里牛の重箱御膳

ハウステンボスミールカード3,000円分中国料理お食事利用券3,000円分

熊本県
熊本

宮崎県
宮崎

鹿児島県
霧島

鹿児島県
知覧

鹿児島県
指宿

宮崎県
青島

宮崎県
高千穂

桜の馬場城彩苑 お買い物飲食券3,300円分

フレンチコースまたはステーキランチコース 和～なごみ～会席

麴籠盛膳
こうじかごもりぜんこうじかごもりぜん た き あんた き あん

高城庵セット  殿様御膳 イタリアンランチ+薩摩伝承館入館券

高千穂牛ロースステーキランチ

佐世保港まちグルメチケット

大分名物膳＆お土産 ゆふいん牛ランチコース（豊後牛もも肉ステーキ）

ラッキーズ・
ジャンボトリプルバーガー

／イメージ（R）

イメージ（H）

©ハウステンボス／B-4904
イメージ（H）

イメージ（H）

イメージ（H）

イメージ（H）

イメージ（H）

ディアマンルージュランチ
／イメージ（H）

イメージ（H） イメージ（H）

イメージ（H）

イメージ（H）

イメージ（H）

イメージ（H）

イメージ（H）
伊万里牛すてーき重／イメージ（R）

イメージ（H）

「佐世保バーガーボーイ」／
©やなせたかし

■施設：佐世保バーガー店他全21店舗
※詳しくはホームページ（「佐世保観光コンベン
ション協会」で検索）をご覧ください。
■引換場所：佐世保観光情報センター（9：00～18：00）
■営業時間：店舗により異なります。
■ＴＥＬ：0956-22-6630
■ご案内：「佐世保バーガー編（2枚
綴り）」と「レモンステーキ・海軍さ
んのビーフシチュー・バー編（4枚
綴り）」の両チケットの受取となり
ます。店舗ごとにチケットの使用
枚数が異なります。

■施設：宮崎観光ホテル
①モダンフレンチ　ディアマンルージュ
②宮崎牛専門店　大淀河畔みやちく
■営業時間：①11：30～14：00（13：45）
②11：00～15：00（14：00）
■TEL：①0985-32-5910　②0985-62-1129
■ご案内：①②のいずれか1施設の利用となります。
12/28～1/2は利用できません。
①メニューはムニュセゾンＡ
②ステーキは上ロース50ｇ＆赤身50ｇ

■施設：指定屋台１２店舗
※詳しくはホームページ
（「屋台きっぷ」で検索）を
ご覧ください。
■引換場所：
福岡市観光案内所（天神）
（10：00～18：00）
■営業時間：
店舗により異なります。
日曜・月曜・雨天時はお休みとなる場合がございます。
■ＴＥＬ：092-751-6904

■施設：御花レストラン対月館
■営業時間：11：00～15：00
（14：30）
■TEL：0944-73-2217
■ご案内：御花入園券で、レストラ
ン対月館のほか、松濤園、大広
間、西洋館、立花家史料館へご
入園いただけます。

※3店舗から1施設お選び
いただけます。

※一部ご利用いた
だけない店舗が
あります。

■施設：
①伊万里ロジエ
②小次郎寿司
③レストランチムニー
■営業時間：
①10：30～14：00（13：30）
②11：30～14：00（13：30）
③12：00～14：00（13：30）
■TEL：①0955-23-3289　②0955-23-8196　③0955-23-0515

■施設：桜の小路23店舗
■営業時間：
お土産処10:00～18:00
お食事処
（ランチ）11:30～15:00
（ディナー）予約のみ可
※店舗により異なります。
■ＴＥＬ：096-288-5577

■施設：別府交通センター
レストランちくし
■営業時間：
10：00～17：00（16：30）
■TEL：0977-24-1811
■ご案内：2階「竹未来館」では別府の特産品「竹細工」の歴史を
ご覧いただけます。（入場無料）

■引換場所：ハウステンボス各入場
ゲート・入場券売り場

■営業時間：店舗により異なります。
■ご案内：ハウステンボス入園には
別途入場券のご購入が必要です。
（各自負担）

■施設：高千穂牛レストラン和（なごみ）
■営業時間：
11：00～14：30（14：00）
■TEL：0982-73-1109
■ご案内：
定休日／
毎月第2水曜日
ステーキは100ｇとなり、
セットメニューでのご提供
となります。

■施設：
郷土料理  高城庵
■営業時間：
11：00～14：00（13：30）
■TEL：0993-83-3186

■施設：指宿白水館　薩摩伝承館内
レストランフェニーチェ
■営業時間：
11：30～15：00（14：30）
■TEL：0993-23-0214
■ご案内：薩摩伝承館では薩摩の偉人ゆかりの
品々約380点を常時展示しています。
（営業時間8:30～18:00）

11~1月出発はとってもおトク

Enjoyグルメクーポン付！Enjoyグルメクーポン付！

九州Ｄ＆Ｓ列車のたび九州Ｄ＆Ｓ列車のたび
※詳しくはP2をご覧ください。
※おひとり様につき1枚（無料の乳児・添い寝代金のお子様には付きません）

人気の観光列車（デザイン＆ストーリー列車）に乗って、
移動も楽しい九州のおすすめ旅！
人気の観光列車（デザイン＆ストーリー列車）に乗って、
移動も楽しい九州のおすすめ旅！
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九州九州九州九州
スーパーSALE!スーパーSALE!スーパーSALE!スーパーSALE!

■施設：中国料理館　会楽園
■営業時間：
11：00～21：30（20：00）
■TEL：095-822-4261
■ご案内：
お釣りはでません。また、超過
分のお支払いは現地で現金に
てご精算ください。

事前予約制
（5日前まで）

事前予約制
（前日まで）

事前予約制
（前日まで）

事前予約制
（前日まで）

事前予約制
（前日まで）

■施設：バレルバレープラハ＆GEN
■営業時間：
11：00～17：00（16：00）
■ＴＥＬ：0995-58-2535
■ご案内：
隣接の焼酎工場ではガラス越しに焼
酎造りの工程や熟成の様子の見学も
できます。鹿児島空港間の無料送迎
（約3分）あり。

■施設：ゆふいんホテル秀峰館
ガーデンステーキレストラン
花時季
■営業時間：11：30～14：00
（13：30）
■TEL：0977-84-5111
■ご案内：追加代金でステーキ
を牛フィレまたはサーロイン
に変更できます。（現地払い・
申し込み）
12/30～1/3は利用できません。

イメージ（H）

■施設：
ＡＮＡホリデイ・イン
リゾート宮崎
和食処旬魚日向雫
（ひむかしずく）
■営業時間：
11：30～14：30
（14：00）
■TEL：0985-65-2913

このパンフレットにある、緑色の5段階の円で表示される各施設の総合
評価は、トリップアドバイザー会員の主観的な意見にもとづきトリップ
アドバイザーサイトに投稿する施設の総合評価を表しています。

※パンフレットに記載のトリップアドバイザー評価は2016年6月30日現在のものであり、ご予約およびご旅行時の評価と
は異なる場合がございます。
※評価は当社（ビッグホリデー）および公的な宿泊施設のランクではございません。評価基準となった詳しい内容はトリップ
アドバイザーホームページにてご確認ください。
*出典:Google Analytics,worldwide data 2016年6月30日　**出典:comScore Media Metrix for TripAdvisor 
Sites, worldwide 2016年6月30日　TripAdvisorおよびTripAdvisorのロゴは、TripAdvisor Inc.の米国およびそ
の他の国における商標または登録商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者の所有物です。

トリップアドバイザーとは とても良い

良い

普通

悪い

とても悪いトリップアドバイザーは、世界30カ国でサイトを展開し、毎月2億人を超える*世
界中の旅行者が旅の計画に利用している、世界最大の旅行口コミサイト**。
旅の要素である、泊まる（ホテル）、遊ぶ（アトラクション）、食べる（レストラン）に関して、１億件を超える旅行者
の実体験に基づくアドバイスや豊富な写真を掲載。

新登場新登場

～由布院・別府・指宿の温泉旅館も選べる２コース～

博多～由布院間は「ゆふいんの森」にご乗車いただきます（滞在中１回）

鹿児島～指宿間は「指宿のたまて箱」にご乗車いただきます（滞在中１回）

※詳しくはP15・16をご覧ください。　※当コースはEnjoyグルメクーポン対象外です。

＆指宿の美味しい食事や砂むし温泉体験などから選べる「指宿極上体験プログラムチケット」付

◆ゆふいんの森コース◆◆ゆふいんの森コース◆

◆指宿のたまて箱コース◆◆指宿のたまて箱コース◆

❶❶ ❷❷




