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日本の魅力を再確認
ひさびさの旅へ

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

行程中の食事
あり
なし
なし

ホテルの寝具
あり
なし
なし

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。（2021年9月現在）

※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。
※添い寝プランは、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。

ＡＮＡ国内線搭乗マイルの50％が貯まります！

お預かり手荷物について
お預かりする手荷物はおひとり様20kgまで無料

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

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。

事前座席指定は2022年3月26日搭乗分までとなり、
それ以降の搭乗分は上期スケジュールの確定後となります。

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20分前までに通過してください。）

ANA国内線 ANA Wi-Fi service
※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。

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。

P7四国レンタカーのご案内

次回割コース① Instagramコース②

ノンオペレーションチャージについて

子供用シート（6歳未満の幼児使用義務付けのお願い）

万一事故を起こし、車両の修理が必要になった場合、その修理期間中の営
業補償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。）

万一に備えて大型補償の保険を完備
万一の事故に備えて保険（自賠責）がついてい
ます。（レンタカー代金に含まれています。）

※その他の補償につい
ては当日レンタカー
会社にてご確認くだ
さい。

¥20,000
¥50,000

予定の返車営業所に返された場合

予定の返車営業所に返されなかった場合

対　人
対　物
車　両

無制限
無制限
時　価

［カーナビについてのご注意］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。

ご利用の目安
乳児用で新生児～12カ月頃
幼児用で1～4歳頃
学童用で4～10歳頃

種類
ベビーシート
チャイルドシート
ジュニアシート

子供用シートを使用される方は、予約時に必ずその旨お申し出ください。なお、やむをえず
子供用シートをご用意できない場合には、車をお貸しできません。
●子供用シートご希望の方は、ご予約時にご利用になる種類をお申し出ください。
●子供用シートの装着は、原則としてお客様ご自身で
行っていただきます。

●子供用シート装着時は、乗車定員の乗車ができない
場合がございますので、車種クラスの指定はご注意
ください。（クラスグレードアップをおすすめします）
※子供用シートは年齢等により3種類あります。

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

※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。

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

※同日の乗継は1フライトとなります。

※一般社団法人日本旅行業協会による実施のキャンペーンとなります。（2022年1月まで） お帰りの空港で、もしもの時も安心！

★全車カーナビ標準装備　★全車ＥＴＣ標準装備
★チャイルドシート・ベビーシート・ジュニアシート無料
※ETC機能をご利用の場合はETCカードをご持参ください。

オリジナル
メリット

道南ぐるり満喫  函館＆登別  3日間

(コンテンツ)(コンテンツ)C o n t e n t sC o n t e n t s
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……❽

………………11～12

…………………………❾

……………❹

…❺

……❻

ぐるっと四国周遊の旅  3日間

ハウステンボス＆長崎  3日間

…………13～14対馬・壱岐周遊の旅  3日間・4日間

縁を結ぶ地巡り  3日間

………………10世界遺産・絶景満喫ロード  3日間
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バス乗車券＆おーろら号乗船券付き！

魅力が異なる4つの県を巡る！

らくらく観光！小豆島周遊タクシープラン  3日間
フォトジェニックな島旅へ！

～すべてのご縁に感謝～

～感動的な日本の美しい地へ～

自然豊かな国境の街 対馬と
日本神話ゆかりの地 壱岐を巡る

～異国情緒を感じる～

ガリンコ号乗船券付き！シーアイス号で巡る

JRでらくらく巡る！札幌ステイ  3日間

ドカーン！と豪快クルージング  知床・阿寒  3日間

ガリガリ前進迫力満点！  オホーツク紋別  2日間

タクシーやバスで観光地を巡る周遊コースもご用意。
知っている場所も知らない場所も
新しい発見を求めて、ひさびさの旅で
日本の魅力をめぐりませんか。

日本の魅力再発見

四国をお得に
ぐるっとまわりたい！
7～8ページへ

世界自然遺産
やんばるの大自然を
アクティブに体感したい！
15～16ページへ

自然の宝庫！
八重山の島 と々石垣島を
ぎゅっと濃縮観光したい！
17～18ページへ
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軍艦島

由布島・水牛車

オホーツク海の流氷

嚴島神社

小豆島オリーブ公園 風車

ANAは「ANA Care Promise」として、
新型コロナウイルス感染拡大の予防に関する取り組みを行っております。
また、ビッグホリデー商品で利用する提携航空会社の取り組みについては、

各社のホームページをご参照ください。

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

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

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。

旅行連絡会　協力：国土交通省・観光庁

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

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

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。

おしゃべりを
ほどほどにして、味わうグルメ。

※ADO・SFJ・SNA便を除く

S046336（Ｂ-200321 202208）

旅行代金の
算出方法

往復フライト割増代金

「Go To トラベルキャンペーン」
再開時の割引適用について

Go To トラベルキャンペーン再開発表後、掲載コースが割引支援対象の条件を満たす場合、準備が整い次第、再開後の支援ルールに基づき割引を適用する予定です。

各コース毎に設定の
フライト割増代金をご覧ください。

基本
代金

旅行
代金

※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・ADO・SFJ・SNA
　ホームページをご覧ください。

北海道

山陰・山陽

四国

九州
沖縄

………15～16魅力と感動満載の沖縄本島  4日間　
琉球古来の歴史と自然を探訪！

自然あふれる島々をめぐる
………17～18彩りたっぷり！八重山5島周遊  4日間

沖
縄

行程表内のマークの見方
移動マーク

朝 朝食付　昼 昼食付　夕 夕食付　× 食事なし　※ 各ページ参照食事マーク

又は 又はSFJ 又はSNA 飛行機で移動 バス又はタクシーで移動

各自で移動 列車で移動船舶で移動 ………水牛車で移動

外せない北海道の
定番観光スポットをめぐりたい！
3～4ページへ

対馬・壱岐に残る
日本の歴史・文化に
触れたい！
13～14ページへ

寒いのなんてへっちゃら！
真冬の大自然を堪能したい！
5～6ページへ

はじめての長崎！
人気どころは
全部行きたい！！
11～12ページへ

山陽エリアの世界遺産をワイドにめぐりたい！
10ページへ

郷土の魅力
古事記神話ゆかりの
パワースポットをめぐりたい！
9ページへ

ビッグホリデーが創業して半世紀以上、わたくしたちは常にお客様の旅の安心・安全そして笑顔を第一に考えてまいりました。
そして新しい旅のかたちが求められる現在もその思いは変わりません。

旅をするひとりひとりがもっと笑顔になれるようにこれからもお客様とともに歩んでまいります。

これまでも　これからも・・・

P5・6、P9・10、P15～18のコースは不要です。

※プラン割増代金とは基本プランに対し差額が生じるプランをご利用の場合に適用される代金です。

ホテル割増代金
※プラン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。
P7・9・10プラン割増代金P4、P6、P15・16のコースは不要です。

※再開時の適用条件はこれまでの内容と大きく異なる場合があり、適用条件によっては掲載コースが割引支援対象とならない場合がございます。

ビッグホリデー 安心・安全な旅行への取り組みとお客様へのお願い

●当社では日本旅行業協会策定の「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン」
を遵守し、衛生管理・感染予防に努めております。交通機関・宿泊施設及び観光施設とも連
携して感染防止対策を講じ、お客様に安心して旅を楽しんでいただける環境づくりに取り
組んでおります。

●ビッグホリデーツアーをお取り扱いいただいております旅行代理店とも連携をとり、安心•
安全にご旅行の相談•お申込みができるように、感染防止対策に取り組んでおります。

●メールマガジンやSNSなどで情報を発信。旅の情報を随時お届けしております。

わたくしたちの取り組みについて お客様へのお願い
●旅行代理店にてご旅行の相談•お申込みをする際は、マスクの着用やソーシャルディスタ
ンス、手指の消毒など旅行代理店の感染予防対策に従ってご来店をお願いいたします。ま
た、体調のすぐれない場合はご来店をお控えください。
●ご旅行前に「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA)」のインストールにご協力お
願いします。また、マスクや消毒液など感染対策グッズも忘れずにご用意ください。
●出発日の14日前から体調がすぐれない場合や万が一ご出発当日体調がすぐれない場合
は、ご旅行を中止していただきますようお願いいたします。

ビッグホリデーでは「ひさびさに旅行に行きたい！」と考えているお客様に楽しくて思い出に残る旅行を提案する
「＃ひさびさツーリズム」を展開し、お客様の「ひさびさの旅行」の実現に向けてお手伝いさせていただきます。

●利用レンタカー会社　バジェットレンタカー　●代金に含まれているもの　レンタカー代、返却時のガソリン代（満タン返し不要）、レンタカー乗り捨て代、免責補償料
●代金に含まれていないもの　途中給油分のガソリン代、ノンオペレーションチャージ、有料道路代、駐車場代　

●スタッドレスタイヤ装備車両、タイヤチェーンの貸出しをご希望の方は、ご予約時にお申し出ください。（有料/台数制限あり）
●ご利用日の7日前までにお申し込みください。但し、7日前が土・日・祝日にあたる場合はその前日までとなります。
●配・返車は空港営業所となります（営業時間内に限ります）。
※道路交通法の改正に伴い、違法駐車の取締が厳しくなりました。営業所にてお客様の緊急連絡先をお聞きする場合がございます。
　また、過去に違反処理をしていない方の場合、レンタカーをお貸しできない場合がございます。

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。

※P7・9・10以外のコースは不要です。
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