
ﾊﾊ価〃

ANAグループ優待券
2021年上期分

有効期間：2021年6月1日～2021年11月30日

善

■2022年版カレンダー種別の

ご選択・・・・・

本誌4～6ページ

■株主様限定ツアーの

お知らせ.・・・・

裏表紙雨38～43ページ

【2020年10月以降に新規で株主となられた方へ】
カレンダー送付をご希望の場合は、2021年7月31日までに

お申込みください｡(本誌4～6ページ）

ANAホールデイングス株式会社クﾙｰﾜ総務部株式ﾁｰﾑ
〒1057140束京都港区東新橋一丁目5番2号汐留シテイセンター

TEL.(03)6735-1001平日10;O0~12:00/13;OO~17300(土･日･祝･体）
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溌霧罷幾
口座篭理機関
一

株主名癖管理人
癖取扱場所

毎年4月1日から翌年3月31日

株主優待割当確定日毎年3月31日および9月30日

9202

！
東京都千代田区丸の内一丁目4爵1号
三井住友備鮖遡行株冠会才十

東京郷千代田区丸の内二丁目4番1号
三井住友侭庇銀行桂冠会社誕券代行部

〒168･0063東京認杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友侭託銀行株式会社証穿代行部
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CONTENTS

株主様専用サイト登録方法

株主織専用サイトのご案内･……･……･‘ .-.-． .,………・

2022年版カレンダー種別のご選択について…･･･

R3

R4

株主橡専用ｻｲﾄでのご選択方法． ．……････．,･･…････…
郵送でのご選択方法． ．…･ ”･･ ．．…･… . ､ . .……. .、

ANA国内線ご搭乗優待

ANA国内線ご搭乗優待…･…･･…‘･印，.”””.…‘ ．…．
株主優待茜号ご案内書について,｡．……. ..･･･….。 ．、

IHG･ANA･ホテルズグループジャパンでのご優待

５
６

Ｒ
Ｒ

R7～8
R9|～11

ご宿泊ご優待(ベストワレキシブル料金20％割引)･……
ﾚｽﾄﾗﾝ･バーでのご飲食ご優待(10％割引)･……．.
ご優待対象ホテルー覧・ ････……..…. ,･･･－ ． ．．．． ．…

国内･海外旅行パッケージツアー商品のご優待

』

…”..~…1
G号甲』 申・心。｡e今p』

R12

R12
R18

国内･海外旅行ツアー

ツアー商品のご優待(5％割引）

ゴルフプレー料金のご優待

R14‐15

賦蔵の杜(もり)カントリークラブ」
｢早来カントリー倶楽部j…･･･…・

お買い物ご優待

R16

R16

■■■

空濯内売店･免税店でのお買い物ご優待(10％割引) ･･･…･・

厨司詞n刀株主擦限定通侶販売……･…･･･…･……・・

ANAグループ優待券(共通）

R17

R18～29

ご優待サービスー覧…・
ANAグループ優待券…

各種お問い合わせ先

R30

R31～36

凸可

各種お問い合わせ先・ ・

株主機限定ツアー

R37

……’
TRAINSUITE四季島･･ ･、．,･･‘
充実の道南3日間の旅酬”””

八璽山の自然と文化を渦喫の旅
郵送でのエントリー･･･……･･‘
インターネットでのエントリー

R38

R39

R40

R41～42
R43

94

2

郵送物送付先



株主様專用サイト登録方法
株主様専用サイトのご案内

－ご利用いただける主なサービス！
●株主様限定ANA施設見学会(抽選〕のお申込み

●株主様限定ツアーのご案内/抽選エントリーお申込み

●ANAトラベラーズツアー商品ご優待料金でのご予約

●期間限定の通信販売のご案内

●株主通信｢ANAVISION｣のご案内

●季刊誌｢ていくおふ｣のご案内

●カレンダー種別(卓上型壁掛け型送付不要)のご変更駐）
(E)2022;年版カレンダー職別のご変更は2021年7月末日まで承ります。

蕊
株主様専用サイト初回アクセス方法

→https://sh・anahd.co・jp

【ログイン画面】
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【株主優待送付のご案内】
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｢株主橡専用サイト｣から株主優待刮引運賃のご予約は承っておりません。
ご予約方法は8ページをご砲聡ください。
既にご登鍾がお済みの株主橡は.改めてのご登録は不要です。
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株主番号（数字9桁）

里登録の郵便番号の数字7W
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2022年版ｶﾚﾝﾀﾞ1種別のご選択について
2021年9月末時点において､2基準日以上連続("1)して､同一

株主番号で100株以上ご所有の株主様おひとりにつき2022年

版カレンダー1部を11月下旬より順次送付いたします。

蕊1「2基準日以上連続｣とは､毎年3月末および9月末の株主名癖に､同一株
主番号で.基準日を含めて2回以上連鏡して配城のある株主様となりま垂

◆カレンダー送付対象の方で前年と同じ種別をご希望の場合、

壁掛け型(風景写真） 卓上型(飛行機写真）

(2)｢不要｣今｢必要｣の変更を希望される方

(3)下記ケースに該当し､カレンダーを希望

される方

2020年10月から2021年3月末までの間に、

④新規に株主になられたケース

⑧株式を全て売却され､その後に再度購入され
たケース

、相続または譲渡により、名義が変更になった
ケース

※上記③⑥、のケニはカレンダーの送付は希望制

となります(送付不要で､初期設定しております)。

カレンダーご希望の場合は､必ずお手続きください。

｜ご選択期間I

2021年5月14日～7月31日

ご選択方法ﾛi
株主様専用サイトまたは郵送
※7月31日(±)消印有効

＊変更手続きをされる方は､5～6ページをご覧ください。

カレンダーは､株主機のE登録されている住所へ送付いたします。
4
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①『株主様専用サイト｣でのご選択方法
ご選択期間:2021年5月14日～7月31日まで
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株主様専用サイトへログイン
(3ページをご確認ください）

URL:https://sh・anahd・CO・jpノ

QRコード：
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②｢郵送』でのご選択方法
締切:2021年7

＊カレンダーボ
送付は不要．

＊下方の用緬
株主氏名をI

7月31E

種別まi
2です。

6を切りl
垂記入

日

取

(±)消印有効

;たは要否の変更をされない場合、

っていただき､種別･株主番号。
､の上屋郵送ください。

ご案内に
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〒105－7140

東京都港区東新橋1-5-2汐留シテイセンター｜
ANAホールディングス株式会社

グループ総務部株式チーム宛
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＊変更のない場合は､送付不要です

＊ご住所の記載は不要です

＊ご選択内容･株主番号が確認でき
ない場合は対応できかねます。

口卓上型カレンダー

口壁掛け型カレンダー

口送付不要

2022年版
ご希望

幸1つお週ぴ
ください

| l l l l l l l
株主悉号

（9ケタ）

株主氏室

熊主優待送付のご案内
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ご優待内容

函|圏 国内線ご搭乗優待

’ 株主優待番号ご案内書
有効期間12/1～翌年11/30

ANAグﾙｰ優待券下期分
有効期間12/1～翌年5忽1

11月中旬9月30日

※今回は､株主優待番号ご案内雷とANAグループ優待券上期分をお送りして
おります｡同封の株主優待番号ご案内書の枚数をご確認ください。

ANA国内線ご搭乗優待
ANA国内全路線(コードシェア便含む)でご利用いただけます｡株主

優待番号1つにつき､大人､小児毒ともにお1人様片道1区間に対して
｢株主優待割引運賃｣､「小児株主優待割引運賃｣､「プレミアム株主
優待割引運賃｣または｢プレミアム小児株主優待割引運賃｣をご利用
いただけます。

＊搭乗日の年齢が満3～11旗のお客様

片道1区間につき株主優待番号1つのご利用に限ります。

・聡主優待番号ご案内書｣は､株主様以外の方もご利用いただけます。

他の割引運賃との重複利用はできません。

・株主ご本人様からのお申し出により､株主優待番号が無効となづている場合は、
ご利用いただけません。

｢株主優待番号ご案内書｣は非売品です｡また再発行はいたしません。

・マイル積算率は､｢株主優待割引運詞ご利用の場合､区間基本マイルの75％、
「プレミアム株主優待割引運賃｣ご利用の場合.区間基本マイルの125％と
なります。

年間を通じて､各便の混雑状況により､普通席およびプレミアムクラスの株主
優待割引運賃用の販売座席数に上限を設けさせていただいております．

士牛主ｲ頁ジキ垂ニテ尋安吠1三巨霊ゴー対丁麩7圭
78グWL-L-I＝I,」国一コーァ戸1.J弓ジUIj･Iハ毒入＝

有効期間内にご搭乗ください

閥100株～199株
-

200株～299株
” 弓冒・

300株~399株

400株
～999株

1"000株
～99.999株

|I
1枚 I
2枚

3枚

4"+400株超過分
200株毎に1枚

7枚十1,000株超過分
400株毎に1枚

254f+100,000株超過分
800株毎に1枚

１
１
１
１100,000株～

鴬但し1枚未潤の端数は切り箔て
(M)400株ご所有の壗合→4枚発行
500橡ご所有の場合-4枚発行

1.000株屋所有の場合→7枚発行
aOOO株ご所有の場合一9枚発行

7

3月31日

1

5月

中旬

株主優待番号 ｜ANAグﾙｰ優待券
ご案内書 上期分

有効期間6/1～翌年5約1 1有効期間6/1～11/30

完行至卒日】3月31E
司効期間6/1～翌年5/31

1枚

2枚

3枚

4枚十400株超過分
200株毎に1枚

7枚十1，000株超過分
400株毎に1枚

7枚十1，000株超過分
400株毎に1枚

254枚十100,000株超過分
800株毎に1枚

発行基準日】9月30E
胃効期間12/1～翌年11ﾉ3口



※国内線航空券のご予約･お問い合わせ先は37ページをご覧ください。
I

Ⅱ予約期間 搭乗日355日前のg:30,～搭梁円当円

■

●ANA'ウェブサイト(www.8naco.ip)､ANA国内鞭予約・

案内センター､空港カウンター.旅行会社*で承ります。
*ANAウェブサイトでご予約された場合は､旅行会社では
ご附入いただけませんのでご注意ください。

●ご予約日含め8日以内にご隅入ください。

●ご搭乗2日前から当日にご予約の場合は出発時刻の,20分前
までにご購入ください。

ご予約
ご朏入

●ご剛入後【1]株主優待番号と【2]登録用パスワードをご登録
ください｡｢株主優待番号ご案内書｣は回収いたしません。

事前に登録いただくことで､「スキップサービス｣､「オン
ラインチェックイン｣をご利用いただけます。
(ANAｳｪプｻｲﾄl[11[2]'をご入力ください．

MNA国内鷹予約.案内ｾﾝﾀｰI(1112]を係員にお伝えください．
．【旅行会社に購入と同時に[,]【2】を係員にお伝えください。
【自動ﾁｪｯｸｲﾝ機1個]燈録用.－門を読み取り擾にかざしてください。
．【空港カウンター】株主図待静思ご侭示Wどだく畝〔1〕圏を侃員にお伝承j音さい。

株主優待

番号と
登録用

パスワード
の登録

|…’有効期間

■

●｢株主優待番号ご案内劃に配聴された株主優待番号の有効期間
内かつ航空券の有効期間*内がこ搭粟可能な期間となります。
＊発行日およびその翌日から起算して1年間

●聡主優待番号ご案内割の有効期間において予約便の変更
は可能ですが､逆区間への変更および航空券の名義･区間
の変更はできません。
●『株主優待番号ご案内書｣の有効期間外(搭粟可能期間外)へ
変更する堀合は､変更後の搭乗日に有効な株主優待番号が
別途必要となります．

変更

ANAウェブサイト､ANA国内線予約･案内センター､空港カウ
ンター､ご購入店舗での払い戻しが可能です｡株主優待番号の
登錘後に航空券の払い戻しをされる場合は､株主優待番号の
有効期間内に限り､登録されていた株主優待番号と登録用パス
ワードを再度ご利用いただけます。

払い戻し

●購入された航空券の運賃額と搭乗時の適用運飼額に差額が
ある堀合は､差額調整が必要です。
●ご搭粟手続きまでに株主優待番号の登録が行われていない
場合は､株主圃待割引連濁は適用されません。

ご注意

登録用パスワードは株主優待番号の有効性を鹿証する大切芯憤報です。

スクラッチをこすった後の豊鍾用パスワード簿の管理には十分ご注意ください。

起登銀後も｢株主優待番号ご案内書｣はご搭乗が終了するまで大切に

保管してください。

8



株主優待番号ご案内書について
ご利用方法 2021年5月現在

週末や旧盆､年末年始､ゴールデンウ"←ク期間等の連休は空港
カウンターが大変混雑します｡航空券ご陥入後【1】株主優待
番号および【2】登録用バｽﾜｰドを､ANAウェブサイトにて予約憤
報に事前にご登録いただくことで､「スキップサービス｣｢オンライン
チェックイン｣をご利用いただけます。

お電話でのご予約。ご登録について

お電話でのご予約､株主優待番号･登録用パスワードのご登録に
つきましては､ANA予約･案内センターへご連絡ください。

IH ANA予約案内センター

望‘0570=029-222

束京03-6別1-8800
(全国一徹料金)年中餓休6?30～22↑00

【お願い】
＊株主優待番号ご案内書は回収致しませんので.ご搭乗が終わるまで大切に保
管してください。
＊ご搭乗終了後はご自身で砿簗願います。

’

囲刺ご予約．ご購入
搭乗日355日前の9;30から受け付けいたします。
ANAウェブサイト*(PC/スマートフォン)、ANA国内線予約.案内センター、
ANA空港カウンター､旅行会社にてご予約．ご購入ください。
*ANAウェプサイトでご予約された場合は､縦行会社ではご瞬入いに随けませんのでご注惠く瞳さ
LI｡ANAウエプサイト(コンピニノﾈｯﾄ振込/銀行製込含む>またはANA 国内短予約･案内セン
ター.ANA空港カウンターにてご鯛入く隠さLL

PCサイトでご登録する場合

団可2株主優待番号および登録用バｽﾜｰドのご登録
①｢株主優待番号ご案内書｣のスクラッチ加工部分を軽くこすり

mE…とI【2】登卸用ｽﾜｰド|をご入力。
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｡次画面の

「株主優待番号登録完了画面｣で

l予約鰯目へ＞|を押下。

③ご搭乗日までに座席指定と
eチケットお客機控または
2次元バーコードを取得。

●

－．1フハ ~尚可些一●ローﾛ ー一

■Tqー口写一『

スマートワォンサイトでご登録する場合

國耶2株主優待番号および登録用パスワードのご登録
①｢株主優待番号ご案内書｣のスクラッチ加工部分を軽くこすり

mI羅調需琶と|[2]登録用バｽﾜｰドlをご入力。

株主優待番号ご案内書△~ゴーご－ ．，ﾛ＝ダ］
■ﾕa■■旬■■

は回収致しませんの

､ご搭粟が鍵わるまで

で大切に保管してくだ

さい。

－…

｡次画面の

「株主優待番号登録完了画面｣で

I予約群細へ>Iを押下。

，ご搭乗日までに座席指定と
eチケットお客様控または
2次元バーコードを取得。

こちらからも
ANA

ウェブサイトヘ
アクセス

いただけますも
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…言P

§耶麓識灘慧ｽ鵜1j｢ｵﾝﾗｲﾝﾁｪｯｸｲﾝ鵜2』
*1ご予約.ご鯛入､座席指定･株主優待茜号のご登録がお済みの場合､ご搭乗日当日

に出発保安検査場へ直接お進みいただけるサービスです。
*2ご予約｡ご購入､株主優待番号のご登録がお済みの場合､便出発の24時間前から
搭蛎手続きと搭乗券発行ができ､ご搭乗日当口に出発保安検重唱へ直接お進みい
ただけるサービスです。
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｜ 空港の自動ﾁｪｯｸｲﾝ機でご登録する場合 ’

*既にI[1]株主優待番号lとI[2]登録用バｽﾜｰドlを
ご登録され：ている塙合は､空港でのご登銀は不要です。

株主優待番号ご案内書の

|【3]登録用ｺｰド｜
をかざすことで簡単に

ご登録いただけます。

》
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IIIMIIIIIIIII…暑爺

*あらかじめ頤】亟顧二月のｽｸﾗｯﾁ部分
をコインなどでこすった状態でお手続きをお願い致しま説

⑥嘉欝驚讓雛溌灘寳書ご案内書の枚数が
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ANAグループ各社･提携ﾎﾃﾙご優待

IHG･ANA･ホテルズグループジャパンでのご優待

"- M里照
恥""im ""･nOm
6N麗句』、ﾕ

‐
ANA

CROWNEPLAZA
D…昌早｡…

A期8b哩函圧止

0
INTERCONTINENTﾊL
ルlDTFt3LRHEcXTf

宿泊ご優待ご

(ベストワレキシブル料金(室料のみ)20％割引）
ベストワレキシブル料金(室料のみ)から､さらに20％割引の特別料金

にてご提供いたします。

【ベストフレキシブル料金とは】

ご予約日やご滞在の日程によって料金が変動するお得なご宿泊料金です｡料金に

ついての鮮細は､予約センターまたは各ホテルへお問い合わせください。

愁哉イン争一.コン写言ンやF､，

今･ fJ･印戸

讃優倫券1枚で1室何泊でも画1照になれます。

壷ご予約の際は優待券ご利用の旨をお知らせください。

燕本券ご利用の堀合でも､ホテルの会員プログラム｢IHG②リワーズ
クラブ]の会員特典およびインターコンチネンタルホテルでの｢イン

ターコンチネンタルアンパサダミI会員特典をご利用いただけますも

豪ポイント’マイル狼算対象料金となり議す。

登マイルを種算いただくには､ｲ懐リワーズクラプ』へご入会のうえ、

積算先にIRMCマイルjをご銅.Vとだく必要があります．

(注1)残塗状況により優待券をご利用に芯れない場合もございますので

ご了承ください。

(注2)ご利用除外日がございますので‘ご予約の際にご確認ください｡
(注3)ご利用い虻だける客室ﾀｲブがﾎﾃﾙにより異なりますので､ご予約

の際にご確認ください。

(注4)覇舸決済商品-フランおよびANAﾄﾗぺﾗｰスﾎテル.一般の臓行

会社や他社ウェブサイト経由でのご予約の壜合にはご利用いただ
けませ紬

(注5)ANAご利用券､ANA『ダイヤモンドサービス｣ホテル宿泊･お食事

クーポン､その他の優待券や割引券､団体､旅館券等とは重ねて

ご利用になれません。

<注6)木券をご利用の場合は､ANA|マイレージクラブヵードおよびANA

カードの各種会員割引および会員箱典は､ご利用にな机ません。

…クラウンフラ…ル
展氏クﾗバｰﾋ凡
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(10%割引）
優待券1枚で1回の鞘算時にご利用になれます｡ご予約．

ご注文の際に､優待券をご利用の旨お知らせください。

優待券は各店舗精算の際､係員にお渡しください。
(注1)ANAご利用券､ダイヤモンドサービス宿泊お食事クーポンおよび

その他の割引･優椿と霊ねてご利剛になれません＝

(注2)ホテルにより割弓仰対象外となる厩繕･メニューがございます

解しくは.予的センターまた鰺各ホテルへお問い合わぜください。

(注3)各店簡.當集時間が変更と移っている壇合がこさいます.最新愉帽13|.名

ホテルのHPをご碑認いただく.顎たは各ホテルへお剛1合わせください。
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ご優待対象ホテル

インターコミ昼ニネン銅ル蛙掴晨メ夛逐ドホテル）
●ANAインターコンチネンタルホテル東京 TEL(03)35051111

●ストリングスホテル東京インターコンチネンタル TEL(03)5783-1111

●ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ TEL(0977)651000

●ANAインターコンチネンタノ晒座ビーチリゾート TEL(098)966-121 1

●ANAインターｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ石垣ﾘゾート TEL(0980)887111

ANAクラウンプラザホテル(共同ブﾗﾝドﾎﾃﾙ）
●ANAクラウンプラザホテル札幌 TEL(01 1)221-4411

●ANAクラウンブラザホテル千歳 TEL.(0123)22-2311

●ANAクラウンプラザホテル釧路 TEL(0154)31-4111

●ANAクラウンブラザホテル新潟 TEL(025)2453333

●ANAクラウンプラザホテル富山 TEL(076)495-1111

●ANAクラウンブラザホテル金沢 TEL(076)2246111

●ANAクラウンブラザホテル成田 TEL(0476)33-1311

●ANAクラウンブラザホテルグランコート名古屋 TEL(052)6834111

●ANAクラウンプラザホテル京都 TEL(075)231-1155

●ANAクラウンプラザホテル大阪 TEL(06)634Z1112

●ANAクラウンプラザホテル神戸 TEL(078)291･1121

●ANAクラウンプラザホテル岡山 TEL(OB6)898-1111

●ANAクラウンブラザホテル広島 TEL(082)241-1111

●ANAクラウンプラザホテル米子 TEL.(0859)351111

●ANAクラウンプラザホテル宇部 TEL(0836)321112

●ANAクラウンプラザホテル松山 TEL(089)933･5511

●ANAクラウンプラザホテル福岡 TEL(092)471a7111

●ANAクラウンプラザホテル長騎グラバーヒル TEL(O95)8186601

●ANAクラウンブラザホテル熊本ニユースカイ TEL.(096)3542111

ホリデイ皇イン(装同フ妻ンド亦桑ﾙ)‐
●ANAホリデイ･イン札幌すすきの TEL(01 1)51a5533

●ANAホリデイ･イン仙台 TEL(022)256.511 1

●ANAホリデイ･イン金沢スカイ TEL(076)2332233

ホリデイニインーリゾート(共同ゴ豆ﾕドﾎﾃﾙ)
●,ANAホリデイインリゾート信濃大町くるよん TEL(0261)2a-1530

●ANAホリデイインリゾート宮綺 TEL(0985)65-1555

窯ボテルインターヨンチネンタル東京べイ､キンプトン祇囑東京.ヨコバマグランドインターコンチ
ネンタルホテル.インターコンチネンタル槙浜Pi"8､ホテルインディゴ箱根強璽.インターコン
チ寡ンタルホテル大阪､ホリデイ･イン大頭琵波､ホリデイ･イン＆スイーツ新大阪は対象外と恋
ります｡なお､対象ホテル!ま予告なく変更となる鍔合がございます．

ご予約･お周い合わせは.各ホヨlﾉ(上毘ご参熟､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ.または予絢ｾﾝﾀｰにて承りま魂

www.anaihghotels.co.jp/Plan/stockholder
予約センター画面.0120-029-501

（平日･土･祝g:00～19:00/白休）
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国内･海外旅行パッケージツアー商品のご優待

国内･海外ﾂF=霞優待(5%割引）

｜ 有効期間 ｜ ※有効期間は､ご予約受付期間を指します。
2021年6月1日～2021年11月B0B

I｡法
ANAトラベラーズのツアー商品は､対象商品が基本旅行代金
から5％割引となります。

【対象商品】
ANAグループウェブサイト内､株主･投資家情報ページ
(https:"ana・ms/2KqRcSq)

【割引対象外商品】
国内ツアー?ダイナミックパッケージ(旧旅作)､あなたび、

ANAトラベラーズANANOW､ANAトラペラーズホテル、
レンタカー､遊び､体験

海外ツアー:ダイナミックパッケージ(旧旅作)､ホテル＆オプション

|ご利用方法｜

■お電話でご予約の場合

【国内ツアー】のお申し込み

ANA|トラベラーズ株主優待デスク(国内）

【海外ツアー】のお申し込み
(1)添乗員が同行するコース

ANAトラベラーズ株主優待添乗員同行の旅デスク

(2)添乗員が同行しないコース

ANAトラベラーズ株主優待デスク晦外）

※各デスクのお電話番号等は15ページをご覧ください。

ご予約後､優待券裏面に必要事項をご記入の上､普通郵便にて優待券を

ご郵送ください(郵送料はご負担いただきます)。

※優待券の送付先は15ページをご確認ください。

■インターネットよりご予約の場合
①株主様専用サイトよりご予約の場合

株主様専用サイト(httpsr"sh･anahdco.jp)の｢優待旅行商品の
ご予約｣よりご予約ください。

※株主様専用サイトへのログイン方法は､R3をご覧ください。

※株主様専用サイトからご予約いただいた場合､優待券の送付は

不要となります。

②株主様専用サイトを経由せず｢ANAウェブサイト｣よりご予約の賜合

ANAウェブサイト(https:"Wwwanacojp)より､国内ツアーまたは

海外ツアートップ画面→｢パッケージツアー｣よりご希望のツアー

商品をご選択の上､ご予約ください。

※商品検索結果で､一部割引対象外の商品がございますのでご注意

ください｡詳細は上記割引対象外商品をご参照ください。

ご予約完了後､右記いずれかの方法でご連絡をお願いいたします。
14



●国内ツアーまたは海外ツアートッブ画面右上部の｢お問い合わせ･サポート」
「お問い合わせ｣のページから､株主優待ご利用の旨をEメールにてご連絡
ください。

●株主槻専用サイトの｢優待旅行商品のご予約｣よりログイン後､画面下部
Iお申し込み後のご利用登録はこちら｣より.必要事項をご登録ください。

●ご予約後､優待券裏面に必要事項をご毘入の上､普通郵便にて優待券をご郵送
ください(郵送料はご負担いただきます)。

【優待券送付先】

●国内ツアー･海外ツアーをお申込みの場合
〒810-OOO1

福岡市中央区天神1-12-14紙与渡辺ビル
ANAX株式会社予約サポートデスク宛

2021年4月よりANAセールス@1),は､ANAX㈱へ社名変更となりました

|ご予約･お問い合わせ先’

■ご予約･お問い合わせ･パンフレットのご請求先

「ANAウェブサイト｣www.ana.co.jp
携滞職舌の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。

[■ 【国内ツアー】のお申し込み

ANAトラベラーズ株主優待デスク(国内）

g.0570-029-070 ,P愚扇をご利周の万は050-3819-9226
(9:30～18:00)

旧口罰‘J 1画B申し壁腰
ANAトラベラーズ株主便待デスク(海外）

",0570-029-080 ,P電話をご利用の方は050･3819-9277
（平日10:00～17:CO／土・日・掘休）

ご案内 ｜
●優待券1枚で通常旅行代金より5％割引でご利用いただけます。
（割引後100円単位で切り上げ）

●優待券は1枚で5名様までご利用いただけます。
（航空庫席を必要としない幼児は人数に含みきせん）

●他の割引とは重ねてご利用いただけません。

●お応脇でご予約の際は､優待券ご利用の旨をあらかじめお知らせの上､ご予
約ください。

●既にご予約済みのお客根および当社以外の旅行会社でご予約の場合､優待
券はご利用いただけませんのであらかじめご了承ください。

●満席の場合には､ご予約を承れないことがありますのであらかじめご了承く
ださい。

●旅程表の発送は優待券到涜後となりますため､ご出発間際でのお申込みの
際はご注意ください。

●お支払いは銀行振込､クレジットカード､ANA旅行券､ANAJCBギフトカー
ド､コンビニエンスストア<国内ツアー代金お支仏い時に限りご利用いただけ
ます>で承りますﾜANAウェブサイトよりご予約の場合に限りANASKY
コインもご利用いただけます｡(優待券とANAご利用券の併用はできません）
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もり

『武蔵の杜カントリークラブ』

ゴルフ試し＝料金のご優待

鰯
鰡
迦
一
淵

一
幽
廻
鰡
幽

》
一
一
一
一
一
一 =霞穂壼蒟需需窯職蔵の杜ｶﾝﾄﾘｰｸﾗフ’ 9/1~g/12 ．~.…q函

-F"d"

IWI二冊鈴阿呵畿鶚』…同|藍獣脇塞甦善,02‘
峯上露は4パﾂグ･宴食込(1,300円駿で)･税込(お'人鋤の料金に予約.お問い合わせ】
謡;課鰯総零瀧恕鯛跨麓TEL:049･292･6311(9130-J1630)
a090円)の追加料金をい陀臆きます． mX:049．292．5141

讃閣”1枚で1組"名様まで)ご利IWになれます。 mm-cc.co.jp
鞭ご予約錨に優待券ご利用の旨観j知らせの上､当日チェックイン
時に必ずご提出ください。

峯優柿券の有効砺閏はプレー日ペースです．
奈琴は他の優綺券･サービス券･ご利用労との拐用はできません．
今平日･土日撹のセルフブレーご粉望は羅遍料金よりaBDO円劇引となります｡(セルフデーを隙く〉

頓セルフデー《セルフブレーのみ)について＞
豪毎週月曜日です.月悪日が祝日の塩合は撹日営業となります口
峯7月9日（金）～B月30日(月)の期間､月曜日･金曜日をセルフデーとして當梁致し謀す.(刀23.B/1sを除く〕
濃セルフデーに限りレストラン|さランチ當梁終了後･コュ売店は綴日當栗がござい護せん・
瀬8月13日(金>～8月15日（日）は､お幽卿余と芯ります｡鞭日日13日（金）は遍舗営業日となり誤す。
班ゴルフ喝の郎合により當業日ならびに當榮日内容が受更になる塩合がございます。
予めご了承下さいます様お願い致し籏爽

【交通アクセス】詳しくはwww.mm.cc.co.jpまたはお電話にてお問い合わせください。
お斑の喝合:問睡自動壷道鶴ケ且1,C.より約16km("25分）

(ETC車専用)坂戸西スマートI.C・より約13km("18分）

電車の濁合:東武越生線(おどせ)･JR八高線越生駅貢、よりタクシーで約8分
＊越生(おどせ）訳～クラブハウス間の珊料送迎タクシー(乗合)竃ご利用になれます｡(セルフデーを除く）
タクシー時刻表はお電話かホームページにて夢鐇理ください．

14.000円

i早来カントリー倶楽部』

コルフ試しﾉﾆ=料金の昼優待

ー~

7.84“

．一一早来カントリー倶楽部●上記I注､4バッグ､キャディ付･お－人橡の料金です．

3バッグの喝合55口円2バッグの喝合2'釦0円のキヤデイフイ 〒059－1431
が追加となります｡ただし､土･臼,祝日の2バッグはお断りして北海道勇払郡安平町早来新栄67,-，
翻り波す働

●上配は北ｳｨﾝグ畷疋料金です，雨ｳｲﾝグ《ｾﾙﾌｶｰﾄ付）に予約･お問い合わせ】
プレーをご粉盟の嬬合は.お問い合わせください｡ TEL20145.22･2323(9:OO~18:"
●侵怖券1枚で1繕(4名機まで1ラウンド》ご利隠に写れ頤す。 mX二O145ea43B3
●唄締野の有効踊隠はプレー日ペ一夙這す屋
･醍締静は他の割引券やｻｰピｽ券との併用はできません､ hayakitacc・com
●ご予約の際はお電語にて優補券ご利用の旨惹夢知らせの上．
受付時に筐掲出ください。
●ご予約の5日棚までに取消の通幡がない岨合はキャンセル料をm敵いたします。
●蕊剛カート(邪削予約制)をご利胴の嶋合は別途料金が必要となります。

●ロッカーご利用は別途22,円(税込)かかります。

【交通アクセス】詳しくはhayakitacc･comまたはお電話にてお問い合わせください。
輩遜からの塩合：新千歳輩遡から13km(率で約20分）
お車の喝合＊道央自動碩週千銭1.Cより約旧ikm("25分）
道央自動顛道苫小牧束I.Cより約'20km(約30分)調宍自動暇追沼ノ端西l.Cより的15km(約2D分）
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お買い物ご優待

空港内売店堅免税店でのお買い物塁優待

(10%割引）
国内32空港のANAFEST漁ならびに成田羽田関西那覇の各国際空港の

ANADUTYFREESHOP(受託店含む)にて1店舗1回のご糟算で1 .000円
以上お買い上げの際にご利用いただけます。

●ANAFESTAでは切手や印紙類･新聞書霜類･酒類･煙草･その他一部商品

ならびにANAFEST漁内スターバックスコーヒー店を除きます｡免税店では、
ブルガリブティック(成閑空港)･ﾉFパリーブﾃｨｯｸ(関西牢港)､その他一部
割引除外商品がございます｡お買い上げの際､販売員にご確脇ください。

●ANAカード等の他の割引や､ANAご利用券等他の特典金券との併用はでき
ません。

ANAcSAlRPCRTgDｳOP

ANAFESTW

国内32空港詳細は下記をご参照ください。

ANADUTYFREESHOP

成囚空謹●第1ターミナル南ウイング

羽田空港●第2ターミナルTIATDUTYFREESOUVENIR
（運営:全円翠商事デューティーワリー株式会社）
●第3ターミナルTIMDUTYFREESHOPSOUTHCOSMETIC

●第3ターミナルTIATDUTYFREESHOPSOUTHLIQUOR&TOBACCO
（運営号全円空商頚デューティーワリー株式会社）

間西牢溝●北ウイング先端駅前
●ANAARRIVALDUTYFREESHOP(到着エリア）

那瓢空港●SHISEIDO那囲牢震店

17



I…Ll株主様限定通信販売

株主の皆様に特別価格にここ提供いたします！
受付有効期間82021年6月1日～2021年11月30日

’
ブオーブン機能を備えたスマートな走行が魅力

ANAオリジナルキャリー

i魅力トッブオー の

蕊
トップオープン機能を伽えたスマートに走行でき

るANAオリジナルの4輪キャリーです｡キャリー
パーは5段階の調節が可能｡エンボス加工を施し
たポリカーボネート100%のシェルは傷の付きに
くさが特徴です｡多くの航空会社で機内に持ち込

めるサイズ妾に設計され､大切な荷物を手元に置
いておけます｡内装生地と同じ柄の収納ケース(ポ
ーチ3サイズ､シューズケース2個)付きです。

F季

蕪航空機の座席数や､各航空会社の規定により槻内持ち込みができない場合がございます｡

詳しくはご利用の航空会社にお問い合わせください。

●カラー:ホワイト●素材且ポリカーボネート●サイズ<約):窩さ54×幅37×奥行23,5cm

●堕さ“》:3.鋤9●容量:34L●付展晶:収騎ケース3点ｾﾜﾄ､ｼｭｰズ用巾■袋2枚.ﾈｰﾑﾀｸ
●仕級:胴閉／ファスナー式､4輪キt,スター.TSAロックJJTSA南京鐘●生産刀日中国
發お届け先1件につき別寒鹿接手数料奄砺戴いたし寵す。

’
泊数を問わず使いやすい

女性の旅に沿ったサイズ感のボストンバッグ

<ANAオリジナル＞

NAボストンバッグ
f澤冒…両諦

￥29,700(税込）
【過榊伍橘¥33,000(税込)］

申込番号651-209265

ｺﾗ蛎鰯…鋤

russetforANA

八

》
一
一
坤
叫

酒

便用
イメージ ÷＝＋

女性が旅で持ちやすいサイズのトラペルボストニ〃〔ツグ｡ANAオリジナル仕搬
です｡泊数の短い旅にはこれ1つで､スーツケースのキヤリーパーにセットでき
る仕栂なので泊数の長い旅ではサブバッグとしてスーツケースの上部にセット
して便えます。

オリジナルポイント
er面に左右両開きのファスナー爪ケットを1つ付けました｡さっと物を入れたい時に便利です

●CA,の剛服をｲﾒｰプし､レザー感分をモノグラム柄にも合わせた落ち扇いたピンクに

●バッグの中が見やすいよう､裏地は制鰹のシャツをイメージしたブルーをあしらいました

●カラー;グレーピンク●萎材:表地／ナイロン､ポリエステル皮革祥慾内装″イロン
●サイズ(約)稿さ25×櫓38×奥行18q､､持ち手/釦駒､,ｼｮﾙダｰベルト/m~124mT(金具含む､取り外し可）
●馨さ")g68"●原産国:日本●付属品:､』ssetfDrANAオリジカレキーチ･ヤーム(取り外し可）
●仕椴内装／オープンポケ･ﾌﾄ×4,ﾌｧｽﾅｰポケット×1両側／ｵｰプﾝポケット×2，
正面／ボｹｯﾄ×1(ファスナー2ヶ所〉間面／ﾏグﾈ･ﾝﾄボｹｯﾄ×1,ファスナー×1(ｷｬﾘｰｵﾝ可）

燕お届け先1件につき別途陸送手数料を胴賊いたします。
18



mastelepieceとANAのコラボレーションシリーズ
日常にはもちろんアウトドアにも使えるウエストバッグ

<ANAオリジナル＞

masterzpieceforANAウエス

鰯窪爾罰囲両罰一

￥15,345(税込）
[通常衝絡Y17,050(税込)] コラポレーション
申込番号651-209264 フランドタグ

メイドインジャパンバッグブランドのmaSte
1人旅やアウトドア.ライブや音楽フェスなどのシーンをイメ

ージしたカジュアルシックなシリーズが登喝｡強度､掻水性、
軽量性にこだわった磯能素材を使用した､両手が空き自由に
なるアイテムはアクティブシーンに活躍します｡立体的に作ら

れたメインポケットや､ワンタッチでストレスフリーに開閉で
きるショルダーストラップ､内装の鮮やかな青と水色のライン
でANAらしさを表現しました。
●原産回日本●カラー;ネイピー

●仕樵:内灘／オダンポウ･ヅト×1，背面／ファスナーポケット×1
●素材:ナイロン/CORDURABall鄙⑬fabicl680dナイロン
〈塩化ビニールコーティング)AIES規措認証エコヌメレザー

●サイズ(釣)#高さ14×幅41×奥行'Z5cm.ショルダーベルト/62～11恥、
●堕さ(") 2509
類お届lﾅ先1件につき別途配避手数料を預駐いたします

『,''1 ザk

‘ﾉ』l圓
■L-4

阿寒オープン爪ケット

ZIPポーチとミニマリストにおススメな
コンパクトなミニポーチの2個セット

目

<ANAオリジナル＞

レスポートサックforANABZIPと
SQUARECOSMETIC2個セット

除主樋向け価制

￥5,049税込）
[通常蛋桧Y5,610(硯込)]

申込番号651-209269

トラベルバイヤー－押しの旅

日常でも大活躍の3段ポーチと普段荷物の少ないミニマリストにおススメな
｢SQUARECOSMETICjのセット｡日常必需品がきれいに鑿琿鑿類できます。

レスポートサックforANAだけのカラ緬み凸わせ

鬮
ベースの色はCIBSSICNavyoシックで上品な殉難色｢PERIWINKLE」

をアクセントに加えました｡PER1WINKLEとは日日遠くニチニチソウ）
のこと､花冨繭は『楽しい思い出｣。レスポートサックfOrANAのアイテ
ムを持ってお出かけする皆さんへ､旧々系しい思い出が咲きますように」
とメッセージを込めて色運びをしました。

●原産国:ベトナム●カラー:ネイビー●素材2ナイロン ブランドタグ便簡晶共通）
●サイズ|("):SQUARECOSMETIC/W12×|H9×D5cm3ZIPCOSMETIC/W18×H13cm

●重さ《的'):SQUARECOSMETIC/SOg 3ZIPCOSMETIC/40g
●仕隊:SOUARECOSMETIC〃イン開鮒部ノファスナー逗IPCOSMETE/メイン開閉謎ファスナー
（3つあるファスナーのうち上甑鐸インです)外蕊ノファスナー付ポケット×2
●'ｾｯﾄ内容?SQUARECOSMET1C×13ZlPCOSMETICx1

燕お届け先1件につき別迭配遥手数料を頂戴いたし産す．

’

》癖岬

お申し込み･お問い合わせ

お客様サボートデスク画.0120-283-029
（月～金9:O0～18:00/土･日･祝9:00～17:DD)

|Pﾌｫﾝなどのご利用で.上記の電話番号につながらない増合uTEL03.6253"2801侑斜>をご利用<ださしも
FAXにてお申し込みの騒合は株主槌専用サイトより発注害を印刷いただ↓ﾅます．
【蜂主様専用サイトlhttps:"sh.anahd.co.ip溌群し<は3ページを巻照ください．
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迫

卿似醗
垂窪踊

(TもmpShieId[TM])を採用し､表面に結露が発生するのを軽減。
前作より一回り小さい12オンスのサイズになり､持ち運びしやす
くなりました｡ご自分用はもちろん､プレゼントにもおすすめです。
●生産国:中国●カラー:バシフィック●容蛍(約):354,1<12oz）
●素材目本体／18尼ｽﾃｼﾚｽ綱{印刷慎噛)､ブタ/ボﾘﾛビﾚﾝ､バｯｷﾝｼﾘｺｰﾝ､ｽﾄﾗｯｶ繍可堕性ｴﾗｽﾄﾏｰ

●サイズ<約):本鐸Z41x15cm●重さ(KI):本体;/2589.キヤッン40g
難ロゴデザインならびにポトルデザインが輪作より－麓変更となづております・
寮お届け先1紺言つき別途髭迅手数料を頂麓いたします・

航ﾒl蝿鑿顧越ヤナ圃園野繊f謬魎鱗ｲ鋤聴夢重 ｜

便用イメージ

八ワイコpクション特築におけるアーティストコラボ企画第三弾!現地で活駁す
るアーティストのJanaLam氏とANAがコラボレーションしたオリジナルグッ

雛艤雛漉荊鯏鯛綴喜理蝿珊製臥
シャルデ歩インを今回制作してもらいました。ドレッサーの前に置いておくだけ
でぱっと目を引くカラフルな色使いがポイントです。
●生遍団:中国●カラー$すルチ●素材;承りエステル(リサイクル生lも）
●サイズ(約):高さ16×福17×興行13cm●蝕さ《約):1209
●仕梯?ダブルﾌｧｽﾅｰ仕松内裟／ﾌｧｽﾅｰメッシュポケット×1
燕狗厩け先1件につき別途配激手数料を頂誠いたし蝋す。

|アロ雌謬や露歴『函N胤郵卿伽刷働lu宗銭ｲ診’
<ANAオリジナル＞

KONABAYHAWAllfor

ANAビーチタオル

‘塞翻司囲両罰
￥3,582(税込)[通常傭H¥3,980(税込)]
申込番号651-209266

…I
ﾊﾜｲ熱気のｱﾛﾊｼｬﾂプﾗﾝ
｢KONAB"HAWAⅡ｣とANAの初
人気画高いﾗﾝド･オブ･ｱﾛﾊのデザｲﾝにANAの機影が入った､オリ畠建
ルデザインを使用したビーチグッズをご用意しました｡サーワァーの間乙も愛用
者の多い砂のつきにくい素材を使用しているので､ビーチのお供に最適電睡
大き目のピｰﾁ夕吋ﾙは海だけでなく､ご自宅でも活用できます。 ムール

守芦

:，識擬黙蔦鯛爵鰯縦謝翻隠繍臘灘素秘
群お厩け先錦二つき別途配逆手数料を頂戴いたし鵬す。 雪

20

△

墾一



ｾｯﾄでお得》ANAらしいデザｲﾝのﾏグｶｯプをお揃いで’
､斑み

困
霞

<ANAオリジナル＞

マグカッブ～ILO

2個セット
【株主様向け価格】

Y3,942(税込）
[通常価枯¥4,380(税込>]

申込番号651-209263

LOVEANA~

－

1，廓
ハ耐Tハ．

I_EZjマ
ANA

世界地図と｢WeaiealltogetherunderthesameskyLIの文言をあしらった
ANAらしいデザインのマグカップです｡表面には飛行棚でハートマークを描き、
｢ILOVEANAjのデザインに仕上げていま説ホワイトとブルーの2色をご用意
しましたので､色違いで揃えてみてはいかがでしょうか｡ご自身用はもちろん、
ANAファンの方へのプレゼントにもオススメです。
●生産国:日本(美浬蝿●カラー:カレー.ホワイト●葵材:陶誇●容鼠(約>:300mL(1E)

●サイズ(約):盗径8×高さ9cm(1M) ●重さ("):本体'/3209(I箱入り重さi/35")(1"
華お届け先1件につき別遠起送手数料を頂薩いたします。

鳥獣戯画のｵﾘブﾅﾙデザｲﾝ蕎麦猪口に新色登場！ ’

"…i
鞠'鞠'・麟蝋製齢f』 … ～

鳥獣戯画の動物たちが､旅に行く様子をイメージした愛らしいデザイン画です。
めんつゆだけでなく、スイーツや果物､酒の肴を入れたりと､色々使用できる
サイズ感です｡馬餓戯画のキャラクターが好きな方､愛らしいデザインの蕎麦
猪口をお探しの方も､この機会にぜひ｡旅の前にワクワク感を､旅の後には楽し
かった思い出や土産諾とともに使っていただきたいアイテムです。

●生産国;B本●カラー5白●蕊材磁器●サイズ(約)直怪8.5×路さたm●亜さく約):1559
●容毘(約)g210mI●ご注鴛事項ﾖ電子レンジ使用／可､食淵洗い乾燥槻使用／可
燕お届け先1件につき別途配送手数料を頂賊いたします。

'てぬぐい専門店が手がけたANAｵﾘヅﾅﾙハンカチｾｯﾄ！
<ANAオリジナル＞

鵠蕊かまわぬforANAハンカチ
室五.-ANA (2枚1セット.青色＆濃紺）

f霧塞詞囲両罰

鰯聯2"8":撰淵鰐

ロゴ

稲分

「
１
．

一

好評につき第三弾となるかまわぬforANAコラボレーション企画_日常使いに欠
かせないハンカチの,ANAオリジナルセットが初登場です｡デザインにさりげなく
機影を入れ､航空会社ANAらしさが出るように仕上げました。

ANAといえばのブルーを意識した青色と濃紺のセットはいかがでしょうか。
●生産国:日本●カラー:青色､濃紺(各1枚） ●素材:"10W●サイズ<"):"48×長さ48cm
蕪お届け先1件につき別途腿送手数料を頂戴いたし主す。

お申し込み･お問い合わせ

お客様サボートデスク画.0120-283-029
（月～金900～1B:OO律･日･祝9:OO～17:00)

IPﾌｫﾝなどのご利用で.上記の電麗番号につながらない塩合はTEL､03･62537280嗣斗>をご利用<ださも、
恥Xにてお申し込みの堪合は株主様専用サイトより発注書を印硯いただけます。
I橡主操騨朋サイト】htlps:"Sh.anahd.co.jp熟詳しくは3ページを参頚ください＠
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1:4面師EING77]300ER政府専用機グｲｷﾔｽﾄﾓデﾙ’
●準卿散を超えての諭申し込みの埋合､お届け出来ないことがございます．
家お申し込みは2021年8月31日午後6時までと芯ります。
蕪お届け先1件につき別途髭送手数料を頂鮭L,たします。

<ANAオリジナル＞

1:400BOEING777LBOOERダイキヤストモデル
80-1111政府専用機トーイングトラクターとトーノーつき
80-1112政府専用機グｲｷｬｽﾄﾓデﾙ青バｽとｽﾃｯブｶｰつき

【樵菫撤同け価摘】洲蝿職職繍"::W
申込番号BO-1111651-209344申込番号80･1112651-209345

政府専用機の1 :400SCALEダイキャストモデルが出来ました｡ずっしりと重量感
のある金属製が魅力です｡政府専用機は2機導入され､任務運航は通常B0all11と
80-1112の2機でフライトしま謀ご提供するダｲｷﾔｽﾄモデルの80･1111には赤金
ストライプのトーイングトラクターとトーノーが付属80･1112は赤のストライプがは
いった千歳航空亜地祭でおなじみのステッブカーと航牽自聞隊の青パスが付属します。

●棄楜:亜鉛合金製〈ダイキャ･ストモヨレ)－認プラスチックトーイングトラクター．トーバー､青バス、
ｽﾃﾂブｶｰはABS樹届闘●全長約51a4元、●プラスチック誤スタンド付魔

●ウイングコーションあIj●ノーズコーンデfティールあり●ドアコーシBンなし

●WIFlレドーム･ギアつき(WIFiレドームを錆設計パーツで再現） ●化駐編19.3×19.5×65cm

~合~合

、
～

綴壱争

●品番；1:400BOEING777-300ER80-1111 ●品蕎81:4“BOE剛G77兼300ER80-1112

致鮮専用接ダイキャストモデル 政鰐専用襖ダイキャストモデル
トーイシグトラクターとトーバーつき 青バスとステップカーつき

●品岳:妃40105 ●品昼gJG40103

●機稽･機番:B0EING777･300ER80･1111 ●撰壇･模番;BOEING777L300ER80-1112
●JAN4961506401059●中国製 ●JAN4961506401035●中国製
●全長灼冒トーバートラクター2.3cm，トーバー1cm●全長約:青パス2.3cmステップカー2-5cm

1:200BOEING777BOOERJA795A完成品
●準鯛数を超えてのお申し込みの鳩合､お届け出来ないことがございます。
蕪お申し込みは2021年8月31日午後6時までとなります。
強お届け先1件につき別総鯉畿手数料を頂戴いたします。

<ANAオリジナル＞

1:200BOEING777L300ERJA795A完成品
(WiFiレドーム･ギアつき）
【株主樋向け価格】Y14,080(税込|)[遇濡債格Y17,600(税込)]
申込番号651-209346

ANAの長距離国際線機材BOEING
777-300ERはフリート最大の大型

双発機です｡2019年に新規導入され
たJA795Aはキャビンが一新され

ました｡外観ではWiFiレドームがつ

き後部にはB0BNG777-BODER
のロゴがペイントされています.完
成品をご用意しました｡ANAの最新
鋭機をぜひお手元に。
:RJA795A●JAN4961506201666

、

、鰯
奄濡準0.翼伸品です

●品攝:NH201“●機ﾙ画･機番BBOE1NG77証300ERJA795A●JAN49615062（

●中国製●常楜9ABS捌詣●全長↑約36.95cmOWIRレドームば新蝋股計パーツ
●木製台座スタンド性疑蹄元が刻印された真謹プレート付霧●ドアコーションあり

22



1:200A380FlyINGHONUスナップフイットモデル
●準働数を超えてのお申し込みの鳴合､お届け出来ないことがございます。
芽お申し込みは2021年8月31日午後6蕗までとなります。
強お届け先1件につき別詮璽塾手数料奄価舷いたします。

<ANAオリジナル＞

1:200ABBOFI_YINGHONU

JA381AANAブルー･JA382Aエメラルドグリーン
スナップフィットモデル(WiFiレドーム･ギアつき）

姪至涯唖邇各¥12,320(税込)[還常伍格Y15,400(MM込)]
申込番号JA381A651-209277申込番号JA382A651-209278

⑧
JA381A

ANA

ブルー機

⑤
JA382A

エメラルド
グリーン機ま
ANAの東京一ホノルル線に就航した世界最大の大型旅客機エアバスA380．
特別塗装槻FLYINGHONUの－番人気ANAブルーJA381Aと導入2号機
JA382Aハワイの｢海｣をイメージしたエメラルドグリーン機の組み立て式スナップ
フィットモデルです｡SATCOM,ADFを印刷表現､主翼.卜而の雪氷マークも再現し
ています｡お求めやすい主翼誇杁式のスナップフィットモデルをご用意しました。

●晶名:1:200A380JA381AFrYINGHONUANA"l'シJA382AFWlNGHONUｴﾒﾗﾙドグﾘｰﾝ
ｽﾅﾂブﾌｲｯﾄﾓ荊秒(WiR'ﾚドｰﾑ･ギアつき）●擾種･機番5AIRBUSA380JA381A/JA382A

●品番*NH20163(ANAカレー》･NH20f“(エメラルドグリーン）
●JAN4961506201635､JAN4961506201659●中国製●素材:ABS樹脂
●全長:約36.36cm●木製台座スタンド性能諸元が刻印された真総プレート付属
●ドアコーションなし●組立式ｽﾅｯﾌﾟﾌｲｯﾄﾓﾃｯﾚ●WiFルドームを航規別パーツで再現

8黙職蝶鮒#畷鱗：攝雛蝿’にRRロゴ､ｳｲﾝグﾁﾂプﾌｴﾝｽに,ANAﾛゴｶw岬

1 :200BOEING78Z9JA921A完成品 ’
●準働致を超えてのお申し込みの珊合､お届け出来ないことがございます・
燕お申し込みは2021=B月31日午後6時までとなりまｦも
燕お届け先1件につき別途転送手数料を頂戯いたします。

<ANAオリジナル＞

1:200BOEING787-9JA921A完成品
(WiFiレドーム･ギアつき）

f藤司用洞薗雨詮￥14,080(税込)[通常伍桧¥17,600<悦込)］
申込番号651-209347

ANAのB0BNG787は2021年2月1日現

在で74擬を受領し国内線国際線の主力槻材
となっています｡BOEING787-9JA921A

は2019年5月受領の国際線246席仕様機で
787bg導入31号機です｡BOEING787･9の
モデルはその流服なフォルムからANA最新鋭
機として売れ筋定番となりました｡WiFiレドー
ムを新設計別パーツで付けた現行最新仕様で
す｡完成品をご用意しました。

'8漆gJAg21A●JAN4961506201680

4cm●WiFiレドームは新蝦殴計パーツ

鈴プレート付属●ドアコーションあり

■鰯-munm

●品彊;NH20168●震種･嬢番fBOEING7B罪gJAg21A

●中国劇●崇判:ABS樹脂●全長;"31.“m●WiFiI

●木製台雁スタンド性能諸元が刻印さhた頁鈴プレート付厩

’
お申し込み･お問い合わせ

お客様サボートデスク画.0120-283-029
（月～金9:00～旧:0O/土･日･祝9:0O|～17:00)

IPフ論ﾝなどのご澗用で､上記の電謹毎号につな〃らない埋合はTEL03･6253.7280帝料》をご利用<ださしも
剛Xにてお申し込みの退きは妹主媛専用サイトより発注書喧印廟いただけます。
“主禄専踊サイト】hMpS:"SILanandco.jp姦詳し<は3ページを参霞ください．
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Aﾊ胸肪ﾘジｿｮﾙヵﾚ－綜集

ANAオリジナルビｰﾜｺﾝｿﾒｽｰブを使用したカレー’
【冨雇F蕊冒画

<ANAオリジナル＞

機内スープを使った

ANAとびっきり

ビーフカレー9個
《羅冒銅囲嗣記

¥4,968(税込）
[迦辮価悩¥5,400(税込)］
申込番号651-174358

機内で人気のANAオリジナルビーフ

コンソメスープを使用したカレー。

数秘類のフルーツや香辛料を加え､コクのある深い味わいに仕上げました。
●内容量<") ;2009×9個●賞味期限;製迭日より常温で730日
●製蝿地(加工地)【国内●お刑け:常温便

国際線ﾌｧｰｽﾄｸﾗｽでご好評いただいたカレー ’
【宿臣F嶽冒画

<ANAFINDELISH>

阿波属努湯と
マッシュルームの
カレー6個
【株主樋向け価格】

￥4,968(税込）
[通常錘終¥5,400哩込)］
申込番号651-209279

ANAのファーストクラスでご好評

のこだわりのカレーです。

コクのある旨みと適度な弾力をもつ徳島県産ブランド鶏｢阿波尾鶏｣を使用

した､ANAシェフオリジナルレシピでご用意いたしました。
●内容量("):1809×6個●賞味期限:製造日より稀遍で365日
●産地:肉渡尾鶏／徳島県溌●製逓蛤(械工漣)：和歌山県●お届け弓常温便

ファーストクラスｼｪﾌ監修ｵﾘブﾅﾙカレー ’
【願F罫諏認冒W刃

<ANAFINDELISH>

ANAシェフの

オリジナルカレーセット
(ピｰﾌ2個･ﾁｷﾝ2個･ポｰｸ2個）

鰯潭罷圃囲両罰

￥3,478(税込）
[通常侭格Y3,780(i税込)]
申込番号651-2092BO
ANA国際線ファーストクラスの

機内食を手掛けているANAシェフ

耳

.i"L 一一
清水鰔氏が監修したオリジナルカレーです｡材料や製法にこだわり、ビーワ

チキン･ポークの3種をご用意いたしました。
●内容風(約)オビーフカレー1809X2側､チキンカレー1恥×2個､ポークカレー1809×2個計6個入I」
●賞味期狼:製造日より常温で730日●喫造地〈加工地)：和歌山県●お届け2常浬便
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お中元にもぴったり1ANA国際線ファーストクラス・
ビジネスクラスでご好評いただいた魚の切り身セット

●

[稲国語選科画<ANAFINDELISH>

ANA国際線の機内食に選ばれた魚料理
詰め合わせ(5切）
【株主撮向け価格】

￥4,968(税込)[通常価柊¥5,400(税込)］
申込番号651-209281

ANA国際線ファーストクラス･ビジネ
スクラスでご好評いただいた機内食メ

ニューから､和食の料理人森誠剛氏が
厳選した逸品を賛沢に詰め合わせた魚

の切り身セットになります｡ANAの機内食を製造販売F－－－－句
するANAケータリングサービスがお届けいたします。 ’ ’

議謹蕊蕊蕊渋夢
卜簿量くさぽと黄今牛葵の煮付＞聡の粟ったさばと高知県産黄金生

姜をじっくりと氷渇踊成し煮付ました｡隼塞厩鰊の逸品です。

＜銀ひらす両軍蝿き＞麗質の惠い狼ひらすを使用｡白味噌と絶
をじっくりと氷渇熟成し､銀ひらすを涜込み焼き上lまし心轄の－

開瑚踊イメージ
屋味の効いた味嗜味がしっかりと馴凝み､食べやすい逸品です．

＜さわらたまり醤油焼き＞大型の震の乗ったさわらを､丸大豆から作った置油に涜込み､じっく
りと氷邉熟成し丁寧に担ぎ上げました.召油の風味が活きた､口当たりのやわら力噂逸品です．

●内容丘《約):南悪梅とさばの薫付709×1切､さばと黄金生善の煮付70g×1切、
霊ひらす西京焼きMg×1切､さわらたまり醤油焼き809×'切､からすか札いの生蕃醤油魚70g×'切

●裂壷地(加工地》:鳥取県●賞味期限官冷凍で30日●お届け:冷凍便にてお届けします．
燕熊療後の再凍結はお控えください。 漆解凍後はなるべく早目にお召し上がりください．

"ANAオリジナルビーワコンソメスーブ"の
味をプラスしたソフト手揚げもち

<ANAオリジナル＞ 【洞雇百霧副冒祠

ANAオリジナルビーフコンソメスープを
パッケージイメージ

つかったソフト手揚げもち
【株主様向け価格】

￥3,241(税込)睦常煙絡¥3,500(税込)］
申込番号651-209276

サクサクとした食感の手揚げもちに

ANA機内にてご提供されている
hNAオリジナルビーワコンソメスーブ弱

の味をプラスしました｡もち米の旨味

とｽｰブの風味が楽しめる一品｡2014年3月へワ月まで､ANA国内線のおつまみ
としてもご提供されていた人気のスナックがより食べやすくなって登堀｡コンソメ

スープと人気のカレー味をセットにしてお届けいたします!！

●内容量(約>5ビつｺﾝｿﾒｽｰブを使ったソフトおかき(コンソメスヲ×3,カレー×3〉
●製造地(加工地)含国内●賞味期限g製滋日から常温で120日間●お冊け：常遡便

お申し込み･お問い合わせ

お客様サボートデスク画.0120.283.029
（月～金gOO,～1B:00/土･日･祝9:00～17:0D)

IPﾌｫﾝなどのご利用で､上記の電話番号につながらない鳴合はTEL､03･62537280怖料)をご利用<だ執、
MXにてお申し込みの鳩合は株主梯専用サイトより発注書を印刷いただけます。
【株主槻専用サイト】httpsg"Shoanahd・cojp燕詳し<は3ページを響跳ください。
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|★国際線ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ×国内線ﾚﾐｱﾑｸﾗｽ搭載酒★
酒豪国･土佐の代表銘柄く司牡丹>ANA機内搭載日本酒セット

僻主撮向け価格】￥3,591(税込)[通舗“¥3,990<税込)］
申込番号651-209270

司牡丹純米辛口ANAオリジナルラベル

★2019年9月～2020年5月
国際線エコノミークラス搭餓

しっとりと落ち着いて控えめな風味､柑橘系フ

ルーツの様な爽やかな香りがバランスよく溶け

込んでおり､まろやかでさらりとした旨味を感じ

ながらも余韻はスッキリとした味わいです。

司牡丹純米船中八策

★2019年9月～2020年2月
国内線プレミアムクラス搭載

高知を代表する蔵元の､坂本龍馬が船上で配

した｢船中八策｣の名を付けた純米辛口酒｡超

辛口でありながら極めて滑らかに味わいが睦

らみ､さらりとしたキレは抜群｡辛口の王道

を歩んでいます。

●醸造元:司牡丹涜造椀式会社

●アルコール度:輝度以上16度未濁
●セット内容日縄米辛口ANAオリジナルラペノレ辛口720mL

耗米船中八策／辛口720mL
燕お届け先1鴬につき別窪鐸誤手数料を頂戯いたします 一

。

“
．
醇
凹
」

臺載ｑＤＭ
●

●

頁

■

■

毎

■

・

四

面

里

匝

阿

姻

冷

狸

■

一

》

一

百

巳

3種類飲み比べ夢空ビール12本セット

【ANAオリジナルラベル】 【索層悪冒w列

く霧島高原ピｰﾙ＞夢空ビールバラエティ12本セット3種類
【株主蟻向け価格】￥6,665(税込)[通常僅柊¥7,405(蝉込)］
申込雷号651-209271

本物の味を追求する鹿児島の霧島高原ビールからお届けする､ANAオリジナ
ルラベルの陰空ビール｣です｡空に向けて飛び立つ飛行機がポイントのオリジ
ナルBOXに入っており、プレゼントにもお勧めです。

↑、

●葱産地:鹿児島県●原材料：麦芽、ホップ

●セット内容日ボヘミアンブロンド330mL×5本､ボヘミアンガーネット330mLx2本、
ボヘミアンケルシュ330mL×5本合計12本

●原料原産地:ボヘミアンブロンド･ポヘミアンガーネットゾチェコ、ボヘミアンケルシュ／ドイツ
●アルコール度↓4％●賞畉期限:製造日から冷藏で3ヶ月

26



★2019年度国際線ファーストクラス採用★

このｼｬﾙドﾈは純米吟醸酒をﾓデﾙに造られました ’

Ij＝＜ﾅｶムラ･ｾﾗｰズ>ノリア･シャルドネ・
サンジヤコモ.ヴインヤード【20171(白ワイン）

僻主様向け価格】￥4,851(税込)[通常優絡Y5,390'鰹込)]
申込番号651-209273

柔軟かつ厚みのある口当たり、レモングラスやカルダモン､洋ナシの

爽やかなアロマとシトラスやトロピカルフルーツのフレッシュな果

実味｡綴細かつしなやかな酸が長い余餓と共に感じられる1本です。
●生産地:アメリカ､ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ･ソノマコースト●穫類;白ﾜｲﾝ●生産年:2017年
●生産社gナカムラ･セラーズ●繭萄品種:シヤルドネ●内容量:7釦mL
蕪お届け先1件につき別途配遇手数料を頂舷いたします。

甲州ブドウのテロワールからくる柑橘系の風味を楽しめる1本

回欝需郡斯ﾗﾝかｲｾﾊﾗ
【株主様向は価格M¥5,445(税込)[罰舗価格¥6,050(税込)]
申込番号651-209272

山梨県の勝沼醜造が､契約栽培者の甲州樋ぶどうを醜造した白ワイン。

小さな白い花､白桃､柑橘類の上品な香りと､ライムやグレープフルー

ツのような若々しい酸味が見廟に卿和しています。
●生産地;日本､山梨県●瞳溺:白ワイン●生歴年:2018年●生産社:麗沼醸造
●葡萄品種;甲州●内容蛍:750mL
燕お届け先1件につき別逮醍避手数料を頂鹸いたします。

閏
謹
一

誇る伝説的スーパータスカン名家アンティノリが

ロロ＜ｱﾝﾃｨﾉﾘ>テイニャネロ【20171(赤ワイン）
隣主様向け価格】￥11,880(税込)[通常曇捨¥13,200((税込)］
申込番号651-209274

ブラックベリーやダークチェリーのアロマに､スパイスやバニラが重

なった複雑な香り｡果実味とスパイスの風味が口中を満たします｡鍾
細な酸とバランスを持ちながら､余酬にはタバコやハーブなどの複
雑な香りが長く続き､このワインの品質の高さを表しています。

●生産地:イタリア、トスカーナ●種顛:聯ワイン●生産年?2017年
●生産社:テヌータ･テイニャネロ(アンティノリ）
●葡萄品種:サンジョベーゼ80％､カペルネ・ソーヴィニョン15％､カベルネ・フラン5％
●内容量:750mL燕お届け先1件につき別途硬咲率数料を頂戴いたします｡

』
岬
垂

●

一
一

，＜酒知について＞
燕ワインのお届けは10月～5月顎で常温便となり頚す｡なお､液洞れや劣化を防ぐために
6月～9月はｸｰﾙ便にてお届けいたし串す。

※ワインのヴィンテージ<生産年)が変更となる場合がございます｡予めご了承ください。
※画像はイメージです｡(ワインラベル、シールは変更(ごなる可能性がございます｡）

未成年者の飲酒および未成年者への酒類の販売は法律で禁止

されております。

お申し込み･お問い合わせ

お客様サボートデスク画0120-283-029
（月～金9:00～旧:00/*･日･祝9:O0～17:00)

lPﾌｫﾝなどのご利露で､上記の電話番号につなげらない噛合はTEL､03･6253d37280""をご利用<ださ↓も
FAXにてお申し込みの咽合は怯主槌専用サイトより発注書を印尉いただけます。
I橡主際専踊サイトIhtl“:"3h.nnnhd,CO・ip燕評し<は3ページを参露ください。
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ハハ胸肪ﾘジソﾙズｨｰｼ綜葵

ミシュランガイドにも選出された
ランよれむら｣のオリジナルクッキ｢レスト －セツ 卜

七昧屋の七味唐辛子が繰り込まれたクッキーなど､京都をイメージした材料を

使用し､全て手作業で作られたこだわりの一品です｡塩味のクッキーもアソー
トされているので､お酒のお供としてもお召し上がりいただけます。

レストランよれむら

京都東山雲八坂神社の闇に佇む一軒の町家がレストランよれむらです｡和とも洋とも
カテゴライズでき尊い､シェフ,米村昌粟の感性によるお料理でお客様をお迎えいた
します｡美味しく、そしてサブライズを込めて｡ひと品ひと品に､主のもてなしの心と
美恵識が詰まっています．

●内容斑く約)↑16”／クッキー(ぶふRあられ･胤輔きな粉･グラナパダーノチーズとブラックペッパー・
抹茶･七味唐辛子とパプリカ･皮付ヘーゼルナッツとカカオパウダー･マカダミアナッツ･ココナッツ）
メレンケ(プレーン.ほうじ茶）
●製造地(加工地)日愛知県●消費開眼:出荷日から常温で45日間●おmけ:常温便

’
NAファ認トクラスのシエフパティシエ

こだわりのオリジナルフィナンシ
が監修した
工

ANAフ

<ANAFINDELISH>

●名称:焼き蕊子●内容風:8個(プレーン8個>×2浦
●保存方法直射日光､高温多湿を避けて常温で像存じてくだ執、
●賞味期限:出荷日から90日以上
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マスコットは商品に付属

しておりません。



ANA機内で大人気のｽｰブをご自宅でお気軽に ’
<ANAオリジナル＞鰹罹F壼冒函

ビーワコンソメスープ
(スティック120本）

除主根向け価格】

￥5,022(税込）
【蓮常侭桧¥5,400(税込)］
申込番号651-056367

●内容量<&#) (2-69×20")×6縮
●お届け;常溜便
●樹味期醗9製逓日より常温で12ﾉﾉ月間

お湯を注ぐだけのおいしいビーフ

ノ

堂
一

鰯盛畠;勤M謹一湿雇

コンソメスーブ｡オフィスなどに便利なスティックタイプです。

■お申し込み･お問い合わせ
お客様サボートデスク置両LO120-283-029
受付時間月～金9:00,～18:00/生･日･祝9:00～17;OO
IPフォンなどのご利用で､上記の電話番号につながらない場合は
TEL.03-6253d7280(有料)をご利用ください。
剛Xにてお申し込みの喝合は株主操専用サイトより発注書を印副いただけます。
【株主様専用ｻｲﾄ】https:"Sh.anahdFRj!､蕪腓し<は3ぺｰジを参照ください。

■受付有効期間
2021年6月1日～2021年11月30日

※iANAカード等の他の割引や､マイルや'ANAショッピングポイント等との併用は
できません。

蕪お支払方法はクレジットカード､代金引換払いがご利用になれます．

蕪代金引換のお支払額(商品代十梱包-発送手数料)が10.000円未潤の堀合には、
手数料380円(税込)を申し受けます。
（※こちらの手数料は改師の可能性がございます｡）

※お申込み者とお届け先が風なる場合は､代金引換払いをご利用いただけません。
蕊お届け先1件につき770円(税込)の発送･手数料を申し受けます。
複数品ご注文の場合､お届け先が同一であれば1件分のご負担となりますb
（燕こちらの手数料は改定の可能性がございます｡）

蕊商晶のお届けはご注文をいただいてから1～2週間前後とさせていただきます．
（在麗状況により遅れる場合もございます）

鑿返品･交換1歳商黒到藩後1週間以内にご返送ください。
（ダイキヤスト･モデルプレーン･食品は不可）

※お客械都合の返品･交換時の送料はお客様負担と芯ります。
※お客橡都合による返品につきまじては､商品代金(税込)のみをご返金いたします。

難商品が完売となる喝合もございますので､あらかじめご了承願いますも

【個人情報のお取扱いについて】
当社では､お客様のお名前､ご住所､電話番号､mX番号､Eメールアドレス、
クレジット番号､生年月日等の個人情報を重要なものと認識し､適正に管理しま
す｡お害恢の個人情報につきましては､以下の目的のために利用いたします。

●ご鯛入商品の決済や､アフターサービスのため。

●お客恢からのお問い合わせ､ご依頼などへの対応のため。

●当社の通信販売事業において.より良い商品サービスを提供するための
マーケティング活動のため｡芯お､クレジット払いや分割払いをご利用の場
合は､クレジットカード会社や信販会社に､お客槻の個人情報を提供させて
いただきます｡また､お客様へより良いサービスを提供するためにANA
グループ関連会社にお客様の個人情報を提供することがあります｡ただし、
当社宛にご連絡をいただくことによって､それを停止することは可能です。
」国眼目的での利用をご希望されない場合や､お客様の個人情報の確認・
訂正等につきましては､上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

商品販売元全R空商事株式会社
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AN蝋グループ優待券(共通）

株主様のライフスタイルに合わせて､優待サービスを選び

ご利用いただけます｡ANAグループ優待券1枚で､対象とな

る優待サービス1回のご利用となります。

ご利用については､各サービスの利用条件に準じます｡ご不

明点は､各種お問い合わせ先37ページをご確認ください。

ご優待サービス一覧

優待の対象外となる商品･サービスがございます。

ご案内ページ･各種お問い合せ先37ページでご確認いた

だきご利用ください。

券面のURL QRコードからも、ご確認いただけます。

’隈
IHG@

ANAホテルズ

グループ

ジャパン

ご宿泊優待

R12=13

｜
レストラン
・ﾉ吟
レストラン
･パー

ご精算時に10%割引

－－

職
一一一一一一」

ANAトラベラーズ
基本料金代金
5％割引

ANAX ツアー

武蔵の杜
カントリー

lクラブ

武蔵の杜
カントリー

クラブ
ゴルフプレー
ご優待料金

コルフ
プレー料金

R16

早来

カントリー

倶楽部

早来

カントリー

倶楽部 ’

ANA

FESTA

ANA

FESTA
’
1．000円以上
お買上時に10％割引

お買物 R17

ANA

DUTYFREE

SHOP

ANA

DUTYFREE

SHOP
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各種お問い合わせ先

新型コロナウイルス感染砿大防II:対鞭の一蹴としまして、

問い合わせ窓I]の営業時I111を変災させていただく場合があります。

■国内線航空券のご予約･お問い合わせは

ANAｳｪブｻｲﾄwww｡ana.co.jp
空席照会はじめ予約.鯛入､変更などの各穏手読きが可能です。

ANA国内線予約･案内センター堅0570-029･222栓画一“金）
屋謁珂(6:30～22:00)
東京03･6M1.|8800

■IHG･ANA･ホテルズグループジヤパンヘのご予約･お問い合わせは
ウェブサイトWWW・anaillOhoiels.co.iP/Plan/Stockholder
予約センター函.0120.029.501(平日･土･祝9:00~19:00/日休）

■国内･海外旅行パッケージツアーのお申込み･お問い合わせは
ANAウェブサイト(国内)www.ana.co｡jp/ia/iP/domtoulゾ

（海外)www.ana.co.jp/ja/ip/inttour/

●国内ツアーANAトラベラーズ株主優待デスク
"0570-029-070 IP飼贈をご利用の方は050.3819･9226
（9:30～18:00）

●海外ツアーANAトラベラーズ株主優待デスク
"0570-029"080 IP竃蕗をご利用の方は050-3819･9277
(10:00～17:00/土･日･祝休）

■空港内売店のお問い合わせは
ANAFEST八 WWW･anafesta･com
（平日9:00～18:00/*･日･祝休） TEL,,03-6700-5370

■免税店のお問い合わせは
ANADUTYFREESHOp www.anadi.com/shopinio/

ANAARRIVALDUTYFREESHOP toiawas淑偏磯I
TIATDUTYFREESOUVENIR(運営:全日空商事デューティーワリー㈱）

TIATDUTYFREESHOPSOUTHCOSMETIC侭営全R空間寵デｭｰﾃｨヮﾘ-㈱）

TIATDUTYFREESHOPSOUTHLIQUORSTOBACCO(運営:全日空商事テｭｰﾃｨｰﾜﾘｰ欄）

SHISEIDO那珊空港店

■同可司可m株主様限定通信販売のお申し込み･お問い合わせは
お客様サボートデスク
m.0120-283･029 TEL｡03-6253a7280(|有料）
（平日9:00～18:00/土･日･祝9:00～17:00)

色｡

■武蔵の杜カントリークラブのお申し込み･お問い合わせは
〒350-O407埼玉県入間郡越生町上谷1028

TEL.049･292･6311 (9:30~1630) mm･CC.CO.jP

■早来カントリー倶楽部のお申し込み･お問い合わせは
〒O59-1431北海道勇払郡安平町早来新栄671-1

TEL.0145-22-2323(9:00～18:00) hayakitacc･com
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2021年10月8日(金)出発限定

｢TRAINSUITE四季島｣3･4日間
スイート ’｜ 四季島ｽｲｰﾄ ’ ｜ テﾗｯｸｽｽｲｰﾄ ’

涜興建売株主様限定ﾂｱｰｺｰｽボイントポ典．
◆スイート(基本代金)､ヂﾗｯｸｽスイート(趣ﾛ代金)、
四季島スイート(追加代金)を株主橡限定で
ご用意しました｡3タイプよりお選びいただけます。

◆帝国ﾎﾃﾙにて､ｳｴﾙｶﾑﾉ喉ﾃｨｰを開催いたします。
。｢TRAINSUITE四季島｣をデザｲﾝされた奥山清行氏をお招き
して､｢四季島jについての恩いを直接霞っていただきます。
･ﾄﾚｲﾝｸﾙｰによる｢四季島』のみどころ･魅力のご案内（ｲﾒｰジ)專貝鋤ujR粟日本

■基本代金(お一人様･2名1室利用･樹且ﾚﾐｱﾑｸﾗｽ利用･ｽｲｰﾄ利用･基本ﾎﾃﾙ/単位:円）

≧ﾐｰ導雪
伊丹･開酉尭
；瀞丹鍬ま
4日風…
と唾り調も

広自､棚n発
燕松山割ま
幅…
と駐り麺．…|嬢|鵜|蕊"刺%簿

- 680,0001690,0001-I- |6101000

720,0001710,0001720,0001730,0001ﾜ80,000 -

新千錘 郡閲発

ｽｲｰﾄ畷
※四季島ｽｲｰﾄとデラックススイートは上記基本代金に追加代金が必要です。
（四季島ｽｲｰﾄ:お一人様120,000円､デラックススイート:お－人橡70,000円）

行程 食願

……磯画
【宿泊:帝国ﾎﾃﾙ】

帝国ホテル発(7:30頃)→(ハイヤー)→上野駅着(7:45!頃）
専用ラウンジ『ブﾛﾛｰグ四季島｣にて出発までおくつろぎください。麺

画
10/8
(金）

四
画

rTRAINSUITE四季■』乗車 ’
10/9
(封､笛 鐘騨巽鰯震鰡魏)諜環綴蹴頚震

嬢捨駅着(20:40!頃)溌舗艮光残捨駅発(21:30"
【『TRAINSUITE四季島｣皿中泊】

喜多方駅着(6:10頃)唇朝食(車外:和食)密会津若松観光鴎会津若
松駅発(11:20頃)=昼食(車内:ﾌﾚﾝﾁ>=上野駅着(16:50頃）
「プロローグ四季島』にてフエアウエルパーティー

1叩0 3日間プラン 4日間プラン
（日）上野駅発(17:50頃)→上野駅発(17:50頃)→(ハイヤー)→都内ﾎﾃﾙ

（ﾊｲﾔｰ)→羽田空港 【宿泊:基本ホテル:帝国ホテル
(20:30以降に出発 追加代金ホテル:東京ステーションホテル、
する便）卜帰若寧藩 TheOkUraTbkyo】

上野駅発(17:50頃)→(ハイヤー)÷都内ホテル

【宿泊:基本ホテル:帝国ホテル
追加代金ホテル:東京ステーションホテル、

TheOkUraTbkyo】

画
四

★出発までフリータイム

都内ホテルー<各自負担〉
空港

１叩
伺

１
函羽田空港十帰葱

※赤字の場所ま下車観光とほります． ※行程表内に記戴の発着時刻は蕊璽と砿る鳩合があります．
※お客様のご自宅一｢TRAINSUITE四季島j客室間の荷物宅配サービスがあり寵す(お一人様1個|) ,

【ツアーのご案内】■出発･帰着空港3日間g現地発着3．4日間糊西空港／広島空港4日
間のみ合新千蝿空港／伊丹空湛／松山空港／福岡空港／佐賀空港／大分空港／熊本空港／長崎
空港／宮埼空港／鹿児島空港／那覇空港篭発着空港は同一空港に限り族す．■出発日2021
年10月8日（金） ■食事3日間プラン:2朝食2昼食2夕食付き／斗日間プラン:3朝食2昼食
2夕食付き■最少催行人員28名■最大募集人員:四季島スイート1組2名撤･デラックスス
イート1組2名様･スイート15組30名様※2名様単位での齢申し込みとなり議すα※最少催行人
員に満た牡い場合､催行中止となる場合があります.催行の可否は9/10'までにご連絡いにし談
す。■添乗員:2日目上野駅から3日目上野駅まで同行いたします．■参加条件中学生以上
※当コースは当番面からのご予約を承っておりません｡

灘※コースの詳細はウェブサイト(httpg://Www.ana,co.jp/ja/jp/travel/
teikei/kabUnushi/shikishima/)または右龍二次元バーコードからご覧いただ
けます｡なお､ご当逮された方八‘詳細を記載した書面をお送りいたします。
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獺組土方歳三の末音とたる歳三ゆかりの地松前.江差.雛）

充実の道南3日間の旅
羽田／伊丹発蕃 |全出発日最少催行人員:15名’

、侭覇詐株主様限定ツアーコースポイント
◆土方歳三の末商･土方愛さんが2日間同行1
歳三にまつわるお話や解説を交えながら歳三

ゆかりの地をめぐります｡また､1日目の夕食後
には､土方愛さんによる謂淡会も実施

◆世界3大夜景!｢函館山の夜景｣にご案内します。

◆各食願墹所では大満足の北海道グルメを 』

鳥お楽しみいただけます。

:篭購霊:裳::豐薑鑿，§

潟｡、

園

■旅行代金(お一人様･普通席利用の場合／単位:円）

旅行日数 羽田発 伊丹発

130,000

135,000

140,000

118,0003名1室

9/9（木）
9/26(日）

124,0002名1室

1名1室 130,000

行程

出発空港+(ANAまたはADO)函館空港(昼頃着)四五島軒(昼

食)※オリエンテーリングと土方愛さんのご招介四五稜郭タワー…

1 （途中､休憩あり>‐矢野旅飽稽(17:00頃）

膠重亟王覧愛さんによ言繭蔑芸1
【宿泊:温泉旅館矢野】

ホテル発(9:00頃)函松前城下散策(法華寺､松前城資料鰯､歳三

2翻潟綴鵜辮駕澱鱸鰯製'騨謄
(20:30頃） 【宿泊:センチュリーマリーナ函館】

ホテル発(9:00頃)露市立函館博物躯まゆかりの地めぐり(弁天

3翰臘晨澱蝋闘蕊島鰯嘩嚇塞
はADO)帰着空港

食事

四
画

函
廻
画

画
函

※赤字の場所は下叩蜆光となります。

※行程表内|こ肥載の発着時刻は変更となる鳩合があります。

【ツアーのご栗内】

■出発･帰着空港:羽田空港／伊丹空泄■食事条件:2朝食3昼食2夕食付き

■最少舷行人員515名■最大募集人員:40名※1名様からお申込みいただけます。

■添粟員91日目函館空港から3日目顕館空港まで同行いたします。
■参加条件;12歳以上

※当コースは当書面からのご予約を承っておりません。

鍵
※コースの鮮細はウェブサイト(https://www.ana.co｡jp/ja/jp/travel/
telkei/kabunushi/donan_tour/)畿たは右記二次元ｰｺｰドからご覧い
ただけます.なお､ご当選された方八､詳細奮記職した書面をお送りいたします。
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石垣島の星空観賞晒表島･由布島･竹富島3島めぐり

八重山の自然と文化を満喫の旅4日間
|羽田/中部/関西/福岡発着|［全出塗日最少催行人員墾畳」

漣労株主梯限定ﾂｱｰｺｰｽボｲﾝﾄ捷刀､
◆石垣島の星空観賞(星空ガイド付き）
※自然現段のため､ご蝿いただけない場合もあります。

◆ミシュラン･グリーンガイド･ジャボンで三つ星
の名勝地･川平湾､標高約37mの高台から西方
20km程先の雄大な西表島を望める石垣島最西
端の御神崎など､石垣島の人気ｽボｯﾄを周遊。
◆3日目は『東洋のガラパゴス｣と呼ばれる西表島､水牛車で渡る由布島、
沖縄の原風景が磯る竹富島の個性あふれる島々をめぐります

◆ご宿泊の石垣島ﾋｰﾁﾎﾃﾙｻﾝｼｬｲﾝは､2016年にｵｰブﾝした新館をご利用。
全室刻一ｼｬﾝﾌﾛﾝﾄ･ﾌﾛｰﾘﾝグなので､ゆったりとお寛ぎいただけます。
◆パスは1台あたり20名までなので密にならず安心

■旅行代金(お一人様･普通鮪利用の場合／単位:円）

愈雨ｽ蔵一塗 羽田発 中部発 関西発 禍岡発

166,000

旅行日数

9/26(日）
9/29（水）
10/24(日）
10/27(水）
11/3(水）
12/1(水）
12/5(日）

174,000 179,000 169,0003～4名1室

185,000 190,000 180,000 177,0002名1室

食取

画

皿
函
画

【宿泊;石垣島ピーチホテルサンシャイン･新醗】

画
画
画

ホテル発(7:35噸)四石厚藩＝-大囑暉…仲間川マングローブクルー

ズー美原(水牛車)→由市島植物園(昼食･自由散策)→(水牛車)美原
＝大原港←竹高慈画島内バｽ観光･水牛車観樗竹富港ﾆｺｰ宕垣
港着(17805頃)＝ﾎﾃﾉ唇舟蔵の里(夕食章八重山郷土料理)＝ホ
テル着(20:40頃） 【宿泊:石垣島ピーチホテルサンシャイン・新館】

3

出発ま
4ホテル

経由）
函

帰着空渉

※赤字の場所は下亜観光となります・。 ※行程表内に記載の発着時刻は変更とぷる鳩合
があります,。 ※離島蜆光の船,パス『ボート､水牛車は他のお客操と乗合になり誤ﾂﾞ。

【ツアーのご案内】■出発･柵着空港:羽田空港／中部国際空港／関西空港／福岡空港

竃食事条件:3朝食2昼食3夕食付き■最少催行人員:8名■最大募栗人員;20名
※2名様からお申込みいただけます。■添乗員:2日目パスツアーから4日目チェックア
ウトまで同行いたします． ■穆加条件ﾖ12歳以上

※当コースは当函面からのご予約を承っておりません。
※ｺｰｽの涛細"ｴブｻｲﾄ(hUps:"anacojplia"p/tmWVteikei/謹蕊

鍵｣鰯?塾總鳥駕鳶鍛藷擢
←ヨードからご覧いただけ麺b
送りいたし詞も

40

く石垣島島内バス姐光＞

ホテルにて殿空覗測会(20：00または20：30より約45分）

く西表島･由布島･竹實民｡良めぐり>所要時間約8時間30分



｢株主様限定ツアー」

抽選エントリー申込書
【株主槻椚報】同封の『株主優待送付のご案内｣に印刷されている9桁の数字を
ご記入ください｡先頭がO(ゼロ)から始まる場合もご記入ください。

フリガナ

お名前

｜ ｜ l l l ll株主番号(9桁）

【ツアー抽選エントリー】
※コースは粥2希望までエントリーが可能です.□にゾをご記入ください。

第1
希望

２
盟
飾
希

希望人数
(人数をご記入ください）

コース名

大人(中学生以上）

名

※2名様単位での
ご参釦になります

【国内】2021年10月8日(金)出発限定

『TRAINSUITE四季島』34日間

|■ ■ ■

■

■

■

８

■

■

■

Ⅱ

Ⅱ

■

■

■

日

日

９

凸

■

■

Ｆ

心

Ｋ

ｂ

４

傍

■

Ｉ

Ｂ

■

Ｆ

・

ｆ

ｂ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

①四季島スイート

②デﾗｯｸｽｽｲｰﾄ

③スイート

希望ルームﾀｲブ

（ご希望の部屋ﾀｲブに
おひとつoを付けてください）

【国内】新撰組士方甥三の末簡とたどる

漁三ゆかりの地(松前･江壁･函館）
充実の道南3日間の旅

大人〈12歳以上）

名

□ □
希望出発日

（ご希望日の出発日を
おひとつご記入ください）

※1名嫌から
ご参加に鞍れま可

月 日出発

【国内】石垣皇の犀翠額富と

西表島･由布島･竹認島3島めぐり
八麺山の自然と文化を溌瞑の旅4日間

大人(12激以上）

名
■ □

希望咄葬日
（ご希望日の出発日を

おひとつご記入ください）

※2名様からの
ご参加になり家す．

月日出尭

【ツアー参加予定代表者様情報】
鷺ご当避されだ場合は､こちらにご記入の代莪者槻へ当避通知をお送りいたします”

フリガナ

お名前

□□□-nnnn
ご住所

照播地､マンション名、

部屋稀号など正確に

ご記入ください衝

電猛識号

結果のご連絡方法
〈□Iシをご蛇入ください）

口含而郵塞希望 ロメール希望

メールアドレス
斑上記ﾒｰﾙ謡望の方のみ
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「株主様限定ツアー」

抽選エントリー方法

国郵送

’
｜

｜

|●P.41(当ページの裏面)の抽選エントリー申込密に必要事項をご記入の

上､切り取っていただき､ご郵送ください。

※切手･封筒は､ご自身でご用意願います。

●ご希望のツアー(第2希望までエントリー可)、参加希望人数､参加予定代
表者様情報など必要3頭をご記入ください。

【郵送先】

〒144-8790日本郵便株式会社蒲田郵便局私議箱32号
『ANA株主柵限定ツアーデスク』行

’’ 抽選結果について
●応募者多数の期合は抽選となります｡抽選エントリー状況､抽逓結果に関
するお電篭でのお問い合わせはお受けいたしかねます。

●当選されたお客禄には､ツアー参加予定代表者の方へ2021年7月上旬

までに郵送またはメールにてお知らせいたします。

●落選されたお客様には､ツアー参加予定代表者の方八2021年8月中旬

までに郵送またはメールにてお知らせいたします。

●当選されたお客様が辞退された場合には､2021年7月下旬に繰上げ当
選のご連絡をさせていただく場合があります。

’株主様の個人情報
H

について

●エントリーにあたり.ご提供いただく個人情報は､ANAグループのご案内
およびツアーの申込書の送付にのみ利用させていただきます。

それ以外の目的では一切使用いたしません。

I
抽避エントリー期限(当日消印有効）
2021年6月21B(月）
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｢株主様限定ツアー」

抽選エントリー方法

里インターネット

エントリー方法

●ご希望のツアー(第2希望までエントリー可).参加希望人数､参加予定代表
者様情報など必要甑項をご入力ください。

-URL:https://sh.anahd.co.jp

⑪,ANAホールデイングス株主様
専用サイトからのログイン

※新規の場合は､メールｱドﾚｽの本登録が必要です。
詳しくは|P.3をご確鹿ください。

‐

::鷲爾|唾琶_雪窒マ

｜篝菫薑|

土…グー

園
③TOP画面

マ

④優待旅行商品
ご予約画面

マ

、限定ツアーウエブエントリー画面
マ

⑤エントリー完了

一

一
一

由

一

ロ
ロ
一
一
一

■□■４■

’抽選結果について

●応募者多数の場合は抽選となります｡抽選エントリー状況､抽避結果に関す
るお応話でのお問い合わせはお受けいたしかねます。
●当選されたお客槻には､ツアー参加予定代表者の方へ2021年7月上旬ま
でにメールにてお知らせいたします。

●落選されたお客橡には､ツアー参加予定代表者の方へ2021年8月中旬ま
でにメールにてお知らせいたします。

●当選されたお客様が辞退された場合には､2021年7月下旬に繰上げ当
選のご連絡をさせていただく場合があります。

株主様の個人情報について

●エントリーにあたり､ご提供いただく個人情報は､ANAグループのご案内
およびツアーの申込書の送付にのみ利用させていただきます｡それ以外の
目的では一切使用いたしません。

抽選エントリー期限
2021年6月21B(月）
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｢株主様限定ツアー」

抽選エントリーに関するご案内

2021年秋～冬のおすすめツアーを3コースご用意しました

①｢TRAINSUITE四季島｣3･4日間

②新撰組土方歳三の末商とたどる歳三ゆかりの地
（松前･江差･函館）充実の道南3日間の旅

③石垣島の星空観賞と西表島･由布島･竹富島3島めぐり
八璽山の自然と文化を満喫の旅4日間

ツアーのエントリー方法は下記の2通りからお選びいただけます。

①回郵送 ②里ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
※双方での重複お申し込みは承れません｡

当パンフレットに掲載の3コースの中から､ご希望のツアー(第2希望まで)八の

抽選エントリーが可能です｡ご希望のコースの選択や必要砺項をご記入､ご入力

の上ご応騨ください。

※当ツアーは漏料のご招待ではございません｡旅行代金のお支払いが必要になります。
※当ツアーは株主梯限定価格のため､ご予約時に株主割引はご利用いただけません。
あらかじめご了承ください。

◆参加条件について

※株主椎ご本人または二親霧以内のご家族の方のいずれかがご参加いただけ
れば､ご同伴の方もご参加になれます。

※【四季島】中学生未満の方のご参加は承れません｡発着地は当選通知後にお
遮びになれます｡発着地によっては､4日間コースになる場合があります｡詳

細はP.38をご確認の上､お申し込みください｡｢TRAINSUITE四季島」
の粟嘩は2021年10月9日(土)～10月10日（日）の1泊2日になります。

※【北海道】12歳未満の方のご参加は承れません。

発着地(羽田･伊丹)は､当避通知後にお選びになれます．
※【沖縄】12歳未満の方のご参加は承れません。
発着地(羽田･中部･関西･禍岡)は､当選通知役にお避びになれます。

． 【四季島】【沖縄】コースは2名様からのご参加になります。

【北海道】コースは1名様からご参加になれます。

◆ご注意事項

．ご肥入､ご入力内容が不明等の理由によりエントリーをお受けできない喝合
があります｡あらかじめご了承ください．

◆コース内容に関するお問い合わせ先
ANAX|株式会社株主橡限定国内ツアーデスク
フリーダイヤル0120-029-291

【受付時間】930～18:00(土･日･祝日は休業）

旅行介両･実施ANAX株式会社

概光庁長官辱銀旅行業第2119号〒103-0027束京都中央区白本偶2-14-1

総合旅行業鞠取扱管理者:田中禰閲･山田滞之

抽選エントリー期限(郵送:当日消印有効）
2021年6月21B(月）


