
お帰りの空港で、もしもの時も安心！
復路・航空機欠航補償付き旅行プラン復路・航空機欠航補償付き旅行プラン

新しい旅の
エチケット
感染リスクを避けて
安心で楽しい旅行

ありがとう！　守って安心　エチケット

エチケット　守るあなたは　旅達人

マスク着け、
私も安心、 周りも安心。

間あけ、
ゆったり並べば、 気持ちもゆったり。

旅行けば、
何はともあれ、手洗い・消毒。

楽しくも、
車内のおしゃべり 控えめに。

毎朝の健康チェックは、
おしゃれな旅の 身だしなみ。

ひとり一人の協力が、みんなの楽しい旅を守ります
あなたも、あなたの大切な人も、働く人も、観光地も 旅行連絡会　協力：国土交通省・観光庁

旅行代金の最大半額分相当を支援!!旅行代金の最大半額分相当を支援!!旅行代金の最大半額分相当を支援!!旅行代金の最大半額分相当を支援!!

Ｇo Ｔoトラベルキャンペーンで旅行に行くとどれくらいお得なの？

旅行代金の

お支払い実額は91,000円

旅行代金の最大半額分相当支援

クーポン提携先の店舗にて
お食事やお土産にご利用できます。
クーポン提携先の店舗にて

お食事やお土産にご利用できます。
クーポン提携先の店舗にて

お食事やお土産にご利用できます。
クーポン提携先の店舗にて

お食事やお土産にご利用できます。

49,000円 21,000円

給付金充当金額 地域共通クーポン

50,000円×2名（大人）＋40,000円（こども）=140,000円

が付いてくる!
最大35%分相当に 給付金を充当
15%分相当の 地域共通クーポン

2泊3日でおひとり様あたりの旅行代金が大人50,000円、こども40,000円のパッケージツアーで
家族3人（大人2人・こども1人）で旅行した場合利用例

開始時期未定（8月末日現在）

パッケージツアー代金に
給付金を充当

パッケージツアー代金に
給付金を充当

パッケージツアー代金に
給付金を充当

パッケージツアー代金に
給付金を充当

①
②

おしゃべりを
ほどほどにして、 味わうグルメ。

※遅延とは次のいずれかをいいます。
①利用予定の航空便が到着予定時刻より３時間以上遅延して到着したとき。
②搭乗した乗継前の利用予定航空便が到着予定時刻より60分以上遅延して乗継地に到着したこと
　により、乗継地にて利用予定の航空便に搭乗することができなかったとき。

S046336（Ｂ-200321 202208）

利用予定の航空便が台風、大雪、地震、噴火、ストライキ、濃霧などの
ために欠航、遅延※、 着陸地変更した場合に生じた追加費用を補償します。
利用予定の航空便が台風、大雪、地震、噴火、ストライキ、濃霧などの
ために欠航、遅延※、 着陸地変更した場合に生じた追加費用を補償します。

■お支払いする保険金（1名1フライトにつき15,000円限度）
　追加宿泊費用、追加交通費用、追加食事費用
■対象「復路・航空機欠航補償付き旅行プラン」にお申込みをされたお客様に限ります。
■その他申請方法や細かいお支払い条件については弊社Webサイト
　（https://bigs.jp/special/return-support/）または上記二次元コードからご確認ください。 

■お支払いする保険金（1名1フライトにつき15,000円限度）
　追加宿泊費用、追加交通費用、追加食事費用
■対象「復路・航空機欠航補償付き旅行プラン」にお申込みをされたお客様に限ります。
■その他申請方法や細かいお支払い条件については弊社Webサイト
　（https://bigs.jp/special/return-support/）または上記二次元コードからご確認ください。 

引受保険会社：AIG損害保険株式会社

NEW

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

フライトマイルが貯まります。
ＡＮＡ国内線搭乗マイルの50％が貯まります！

ANA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

ANA国内線  ANA Wi-Fi service

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。

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20分前までに通過してください。）

旅行代金の
算出方法

基本
代金

旅行
代金各コース毎に設定の

フライト割増代金をご覧ください。

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。

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、「申込案内
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

※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。（2020年8月現在）

※接続機器を装着している一部の機材による運航便でのみ、ご利用
いただけます。
※Wi-Fi対象となる便は、装着機材の運航状況により変わります。あら
かじめご了承ください。
※提携航空会社の機材で運航するコードシェア便は対象外となります。
※当サービスは通信衛星を利用している為、状況により中断する可能性がございます。

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

※お子様代金の適用条件は裏面インフォメーション「旅行代金について」と合わせてご確認ください。
※こども代金は3名以上／1室につき大人旅行代金適用者2名以上ご利用の場合のみ適用となります。
　例）大人1名・こども2名の場合、大人代金2名・子供代金1名
※大人・こどもの区分表示がない場合は、満3歳以上からおとな・こども同額の旅行代金となります。
※添い寝代金は、航空座席のみの提供となり、宿泊・食事・ベッド（布団）・ホテルからのおもてなし、アメニティグッズ及び各
コース記載の特典は提供されません。
※添い寝代金および無料の乳児でご参加の場合、代金表の1室あたりのご利用人数には含まれません。また、ホテルにより
朝食および夕食会場（バイキング等）入場の際、有料となる場合がございますので、現地にてお支払いください。

トリップアドバイザーは、毎月4億6000万人を超える*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。

※パンフレットに記載のトリップアドバイザー評価は2020年8月18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: Jumpshot for Tripadvisor Sites, worldwide, June 2019（2020年8月18日）　**出典: Tripadvisor internal log files, average monthly unique visitors, Q3 2019（2020年8月18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
口コミ情報はTripadvisorのものではなく、
トリップアドバイザー会員の主観的な意見です。

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が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。

沖縄沖縄沖縄沖縄Go To

親子で旅に出よう。
こども代金・添い寝代金
設定
こども代金・添い寝代金
設定

ベッド、食事を使用しない満3歳以上6歳未満のお子様に
ご利用いただけます。（一部ホテルを除く）

こども代金
添い寝代金

満3歳以上12歳未満のお子様にご利用いただけます。

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。

イメージ（AT）イメージ（AT）

往復フライト割増代金
各コース毎に設定の
ホテル割増代金をご覧ください。

ホテル割増代金

レンタカープランのご案内（P3～20）
■利用レンタカー会社
■ご案内

■カーナビについてのご注意

●代金に含まれるもの／Sクラス（1,000～1,300cc）1台レンタカー代（1室につき1台）、免責補償制度加入料、消費税
●代金に含まれないもの／ガソリン代、ノンオペレーションチャージ、有料道路代、駐車場代
●車種グレードアップが可能です。（下記参照）　●レンタカーグレードアップは予約時にお申し出ください。
●配・返車は空港営業所となります。（営業時間内に限ります。）　●ガソリンは満タンでお返しください。　●オートマチック車となります。　
●車種指定はできません。　●6歳未満のお子様は子供用シートの使用が義務付けとなります。

フジレンタカー、トヨタレンタカー、タイムズカーレンタル、日産レンタカー、ニッポンレンタカー、エアポートレンタカー

■レンタカーグレードアップ割増代金（1台につき）
通常(申し込み室数単位で利用の場合)クラス
3日間 4日間 5日間

￥5,000

￥18,000

￥5,000

￥22,000

￥7,000

￥28,000

3日間 4日間 5日間
２室以上で１台利用の場合

※車種指定はできません。

A（1500cc･定員5名）
ＷA（2000cc以下・
定員7～8名） ￥11,000 ￥12,000

割増なし

￥14,000

走行状況や利用条件によって正常に作動しない場合がございます。また新設の道路や新規宿泊・観光施設は
カーナビに表示されない場合がございます。

●免責補償制度加入料込となります。保険内容は各レンタカー会社によって異なり
　ますので、係員までお問い合わせください。

ノンオペレーションチャージについて
万一事故を起こし、車両の修理が必要になった
場合、その修理期間中の休車補償の一部として
支払う料金です。(レンタカー代金には含まれて
おりません。)

予定の返車営業所に
返された場合 ※1￥20,000

※2￥50,000予定の返車営業所に
返されなかった場合

■タイムズカーレンタルのみWAクラスの※1は￥30,000、※2は￥70,000となります。

八重山SR会プレゼンツ
（八重山ホテル営業予約担当者会）

「あちこーこー」とは沖縄方言で「あっつあつ」の意。
冬でも気温20度以上の日が多い、あったか～い 
八重山諸島へお～りと～り（いらっしゃいませ）

対象ホテル
■ANAインターコンチネンタル石垣リゾート
■石垣シーサイドホテル
■沖縄エグゼス石垣島
■はいむるぶし
■石垣島ビーチホテルサンシャイン
■フサキビーチリゾートホテル＆ヴィラズ
■アートホテル石垣島
■ホテルWBF　PORTO石垣島
■グランヴィリオリゾート石垣島
■ベッセルホテル石垣島
■ルートイングランディア石垣
■ホテルベルハーモニー石垣島
■アパホテル石垣島
■ホテルロイヤルマリンパレス石垣島
■クラブメッド石垣島
■コンフォートホテル石垣島

お楽しみ内容

対象期間
応募方法

抽選にて八重山特産品等が当たる！
2020年11月1日～2020年12月25日（宿泊日基準）
同一ホテルに2連泊以上される方が対象となります。
ご宿泊ホテルにて専用応募用紙（QRコード、抽選券）をお受け取りください。
応募用紙又は専用サイトに必要事項をご記入いただき、ご応募ください。
※2021年1月下旬厳選なる抽選の上当選者を決定いたします。

イメージ

■上記キャンペーンは、八重山SR会実施・運営のキャンペーンです。※無料の乳児、添い寝代金のお子様は除く。

オプショナル
プラン※

※お申し込みの際は各オプショナル
プラン代金を加算した額が旅行
代金となります。

※ただし、おひとり様1泊あたりの給付金額は20,000円が上限となります。なお、地域共通クーポンの配布開始は９月以降となりますが、開始時期は8月末日現在
決定しておりません。配布開始日前のご旅行の場合、地域共通クーポン券は付かず、旅行代金の割引（上限1泊あたり14,000円)のみとなります。地域共通クーポ
ンの金額は、旅行代金総額に対して算出されます。　※クーポンは宿泊地近隣の指定の都道府県でのみご利用可能です。

●この旅行商品はGoToトラベル事業の支援対象です。　
●掲載のホテルは新型コロナウイルス感染症対策取組宣言をしGo Toトラベルキャンペーンの参加事
業者と指定された宿泊施設となります。
●Go Toトラベルキャンペーン適用には条件がございますので、お申し込みの前にご確認ください。キャ
ンペーン対象外のお客様は通常の旅行代金のコースにお申し込みいただけます。
※ご予約時およびご宿泊ホテルチェックイン時に本人確認を行います。公的機関が発行する顔写真付の本人
確認書類（運転免許証等）をご提示ください。また、ホテルチェックイン時に検温させていただきます。

●ひとり１泊最大２万円を上限とし、旅行代金の割引と旅行先で使える地域共通クーポン付与で旅行
代金の最大50%相当が支援されます。
●旅行代金からGoToトラベル事業による給付金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。
●9月以降出発の旅行に関しては、別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。
　なお、地域共通クーポンをお渡しできる時期が8月末日現在未定です。

　9月以降の当社が定める日以降にご出発の旅行（別途、ホームページ等でご案内いたします）に付与さ
れます。それ以前の旅行には付与されません。
●給付金の受領について国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGo Toトラベル事
務局は、給付金をお客様に代わって受領（代理受領)致しますので、お客様は旅行代金に対する給付金を
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、当社およびGoToトラベル
事務局による代理受領にご了承のうえお申込みください。

●お取消しの際は、旅行代金（給付前の金額）を基準とし所定の取消料を申し受けいたします。
●本キャンペーンは、今後の新型コロナウイルスの感染状況や感染症の専門家のご意見、政府の全体方針を踏ま
えて予告なく変更することがあります。お客様におかれましては、今後の感染状況次第で事業の運用方針に変
更が生じるリスクを充分に理解した上で、ご旅行のお申し込みを行っていただきますようお願いいたします。

●給付金が上限に達した場合、本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。
●当コースの給付金は新規でお申し込みのお客様のみの適用となります。既に別コースにてご予約のお
客様による変更での予約はできません。

ご 案内 ※お申し込み前に必ずお読みください。

※同日の乗継は1フライトとなります。
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