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ANAセールス株式会社（代表取締役社長：宮川純一郎、本社：東京都中央区）は、2019年1月10日（木）

より、2019年年度上期の海外旅行商品を順次発売いたします。 

 

ANA ハローツアーハワイ  発売日：1月 10日（木）14時 

◆【NEW】 リーズナブルな価格で立地のよいホテルに泊まるコースを新規設定！ 

 「お手頃 ホノルル」 

ワイキキ中心部の便利な立地のホテルに泊まる、お手頃価格のコースをご用意いたしました。 

ご友人・女子旅などに最適です。 

 

◆【NEW】 チャータークルーズ「SAILING HONU（セイリングホヌ）」を追加代金なしでご用意！ 

人気のオリジナル観光バス「ANA’Sバケーションゴーゴー」に、これまでにはない新しいご提案として、海上から、ワイキキやダイヤ

モンドヘッドの景観をお楽しみいただける、約 1時間のクルーズ。船内では、アルコールやソフトドリンクもご用意しております。快

適なセーリング体験をお楽しみください。また、観光バスのルートについても、ハレイワライン、東海岸カイルアラインに加え、期間

限定で、シーライフパークにて HONU（ウミガメ）との交流体験をお楽しみいただける新しいルートもご用意いたしました。 

 

◆その他 うれしいポイント！ 

（1）早期予約がおトク。180/90日前までの手配完了で旅行代金を割引。早割 180の場合、旅行代金からお一人様ビ

ジネスクラス 30,000円引き、プレミアムエコノミー・エコノミークラス 10,000円引き。 

（2）全国各地からの ANA国内線は追加代金なしでご参加可能。 

（3）ワイキキ滞在中乗り放題のトロリーに、4月以降、アラモアナビーチなど、ルートが新設。ますます便利になりました。 

（4）往路成田発便エコノミークラス利用の場合、成田空港ラウンジ「Narita TraveLounge」を追加代金なしでご用意。 

（5）国内線ご利用の方におススメ！成田便ご利用の場合、羽田空港⇔成田空港間の「往復リムジンバス」を追加代金な

しでご用意。  

（6）ビジネスクラスご利用の場合、往復専用車送迎をご用意。 

（7）ANA国際線エコノミークラス利用にて 2名様でご参加の場合、通路を挟まないお隣の席をご用意。 

（8）ハネムーンの方へおススメ！現地到着後、空港からワイキキ市内への送迎は、おふたりだけの専用リムジンにてご案内。 

（9）滞在中、日本語対応にて安心してご利用いただける「マハロラウンジ」をご用意。 

 

 

ＡＮＡセールス  2019年度上期海外旅行商品  発売情報 

～ 「安心の品質」をご提供いたします ～ 
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【新商品】 ANAハローツアー エアバス A380就航記念 FLYING HONUで行く！ハワイ    

発売日：1月 10日（木）14時 

 

（1）往復エアバス A380 FLYING HONU（フライングホヌ）にご搭乗。 

（2）$380ルームクレジットなど、当就航記念専用商品ならではのホテルのおもてなしや、 

参加者全員に就航記念グッズをご用意。 

（3）FLYING HONU（フライングホヌ）就航記念パーティー開催。日頃のご愛顧に感謝の意を込めて、5月 24日または

5 月 26 日にご出発のお客様を対象に、ホノルルでの就航記念パーティーにご招待。FLYING HONU にちなんだクイズ大会

の実施や、記念グッズ、軽食、ドリンクをご用意いたしました。 

（4）ファーストクラス、カウチシート利用のコースを新規設定（※当コースは 1月 17日より発売開始） 

ANA ホノルル路線初のファーストクラスを利用したコースを設定。また、日本の航空会社で初めて導入する、レッグレストをあげ

てベッドのように利用できるカウチシート（ANA COUCHii）を使ったコースも新規で設定。小さなお子様連れのご家族にオス

スメです。 

（5）「赤ちゃんホヌ（ウミガメ）に名前をつけよう！」キャンペーンを実施。FLYING HONU 就航にちなんで、シーライフパー

クで産まれた赤ちゃんホヌ（5匹）の名前を募集。当選者には特典をプレゼントいたします 

。 

【詳細 URL】 https://www.ana.co.jp/ja/jp/inttour/hawaii/airbus380tour/ 

 

ＡＮＡハローツアー 台湾  発売日：1月10日（木）14時 

◆【NEW】 「台湾縦断5都市めぐり 5日間」 新規設定 ！  

高雄・台南・日月潭・台中・台北、5都市を巡る、台湾の見所をたっぷり盛り込みました。 

台北→高雄、台中→台北へのご移動は新幹線を利用し快適にご移動いただけます。 

各都市での観光、名物料理をお楽しみください。 

 

◆【NEW】 「旅のチョイスプラン」 新規設定！ 

フリーステイの旅をお客様ご自身でアレンジいただけるように設定いたしました。90日前までにお申し込みいただくと追加代金は

不要です。プランは基本プラン(自由行動)を含めて 4種類ご用意。 

 

◆その他 うれしいポイント！  

・早期予約がおトク。120日前の手配完了で旅行代金よりお一人様8,000円引き、90日前の手配完了でお一人様

5,000円引き。  

・フリーステイの旅 台北コース限定で、60日前のご予約に限り、ラウンジ利用やグレードの高いお部屋をご利用になれ、大変

おトクです。  

・3名参加がおトク。3名1部屋でお申込みの場合、対象ホテルにて通常より広い部屋を追加代金無しでご用意。 

・グループでの参加がおトク。4名様以上のご参加で旅行代金よりお一人様 3,000円引き、6名様以上のご参加なら専用

車・専属係員でご案内するコースを設定。 
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ANA ハローツアー ANA ビジネスクラス ANA プレミアムエコノミーで行く LuANA くつろぎのハワイ  

発売日：1月 31日（木）14時 

 

（1）空港~ホテル間の送迎は、お客様グループごとの専用車をご用意。 

（2）通常よりも早目にホテルにチェックイン。（一部ホテルのみ） 

（3）エアバス A380（FLYING HONU）就航にあわせ、ホノルル空港に新設される ANA LOUNGE を利用可能。 

（4）全ホテル、プラスマイルキャンペーンでANAマイルが貯まる。（お一人様につき、1,000~6,000マイルが貯まります。） 

（5）早期予約がおトク。180/90日前までの手配完了で旅行代金を割引。早割 180の場合、旅行代金からお一人様ビ

ジネスクラス 30,000円引き、プレミアムエコノミー10,000円引き。 

 

ANA ハローツアー アメリカ・カナダ・メキシコ   発売日：1月 31日（木）14時 

◆【おすすめ】 はじめての街歩きコンシェルジュを 5都市で設定！ 

「ニューヨーク」「ロサンゼルス」「サンフランシスコ」「バンクーバー」「カナディアンロッキー（バンフ）」の 

5都市で街歩きコンシェルジュを追加代金なしにてご用意。日本語を話すコンシェルジュが、 

現地公共交通機関の乗り方のご案内や海外での滞在を有意義にお過ごしいただくための疑問などにもお答えします。 

 

◆【おすすめ】 巻頭特別企画 「ビジネスクラス専用コース」を設定！ 

ご好評いただいているビジネスクラス専用コースを 4 コースご用意！ニューヨーク・ロサンゼルスのコースでは、こだわりのレストラン

での夕食 1回付き。イエローナイフ・オーロラコースでは、イエローナイフ滞在中、毎晩オーロラ観賞にご案内します。また、カナ

ディアンロッキーコースでは、“カナディアンロッキーの宝石”と称されるレイクルイーズやモレーンレイクへご案内、ベストシーズンの旅

をお楽しみいただけます。 

 

◆その他 うれしいポイント！ 

（1）日本語を話す現地係員が、アメリカでの乗り継ぎをサポート。 

※安全上、現地係員が立ち入れないエリアでの乗り継ぎ空港（ワシントン・シアトル・バンクーバー）は除く。 

（2）「はじめてのニューヨーク（観光付き）/ニューヨークの休日（フリーステイ）」コースでは、往路・復路ともに、羽田と成田

を自由に組み合わせ可能。 

（3）追加代金なしで日本語を話す現地係員がサポートする「ラスベガス カジノ講座」を継続設定。 

（4）ハネムーンのお客様特典として、ニューヨークでは夜景の見えるレストランでの夕食と専用車での夜景観賞をご用意。 

（5）早期予約がおトク。120日前の手配完了で、ビジネスクラスは旅行代金からお一人様 30,000円引き、プレミアムエコ

ノミー・エコノミークラスは 15,000円引き。 

 



ANA SALES NEWS 

 
 

 
 

報道関係者の問い合わせ先・・・ 経営企画部 広報室（担当：内野） Tel 050-3815-5051 

ＡＮＡハローツアー オーストラリア  発売日：1月 31日（木）14時 

◆【おすすめ】  「はじめてのエアーズロック・シドニー 6・7日間」、「人気の３都市大周遊！ 

世界遺産を巡る ケアンズ・エアーズロック・シドニー6・7日間」コース継続！ 

2019年 10月 25日に登山が禁止になるウルルでの観光を存分にお楽しみいただけます。 

世界遺産であるウルルのサンセット、サンライズ観賞や散策など、オーストラリアでしか味わうことのできない 

大自然を体感いただける内容です。また、「人気の３都市大周遊！世界遺産を巡る ケアンズ・エアーズロック・シドニー6・7

日間」ではケアンズ人気の 2 つの世界遺産から選べるプランをご用意しています。 

 

◆【おすすめ】 年末年始コース 2月 21日 発売！ 

シドニー湾では毎年12月31日にニューイヤーズイベントが開催されます。 南半球でいつもとはひと味違う年越しをシドニーで

お過ごしください。 

 

◆その他 うれしいポイント！ 

（1）早期予約がおトク。120日前の手配完了で、シドニー滞在コースのビジネスクラス・プレミアムエコノミーは旅行代金から

お一人様 10,000円引き、周遊コースは 20,000円引き。 

（2）グループ参加がおトク。4名様以上のご参加で、旅行代金よりお一人様 5,000円引き。また、対象コースにて 4名様

以上 でご参加の場合、空港⇔ホテル間の往復送迎を専用車・専属現地係員がご案内。 

（3）安心のサポート体制。滞在中 1回、日本人スタッフがホテル客室へお電話または直接ご挨拶に伺うサービスや、シド

ニー空港での乗り継ぎをサポートいたします。 

 

 

ＡＮＡハローツアー 個人旅行ヨーロッパ  発売日：2月 7日（木）14時 

◆【NEW】 巻頭コースに「はじめてのオーストリア ～ウィーン・ザルツブルク～」を新規設定！ 

新規就航羽田=ウィーン線を利用したオーストリアの人気２都市を巡るコースをご用意。 

はじめて訪れる方向けに、定番の観光地とお食事を盛り込んだ内容になっており、 

当コースにご参加でウィーンとザルツブルクをたっぷり満喫できます。2019年は日本とオーストリア間の国交樹立１５０周年の

記念イヤーでもありますので、この機会にぜひご参加ください。 

 

◆【NEW】 [期間限定] スイス/ツェルマット、グリンデルワルトコースをご用意！ 

6月～8月の期間限定でスイスコースを設定。新規就航の羽田発ウィーン線を利用することにより、ウィーンに早朝着、 

そのままスイス最大都市のチューリッヒへ乗り継いで、目的地まで列車で同日移動が可能。ツェルマットコースとグリンデルワルト

コースの2つをご用意しており、各都市到着日翌日にはハイキングツアーを組み込んでいる為、初めて訪問する方でも安心して

スイスの美しい山々をお楽しみいただけます。 
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◆その他 うれしいポイント！ 

（1）乗り継ぎサポートサービス。スペイン/イタリアコースにご参加のお客様は、往路フランクフルトやミュンヘンでの乗り継ぎ時に

日本語を話す現地係員が搭乗ゲートまでの導線をご案内いたします。 

（2）大好評！はじめての街歩きコンシェルジュ。6都市にて展開の街歩きコンシェルジュ(対象都市：パリ、ロンドン、ブリュッ

セル、ウィーン、バルセロナ、ローマ) はじめて訪れる方向けに各都市到着日翌日(※一部都市除く)に、地下鉄の乗り方や買

い物の仕方など、街中を歩きながら日本語を話す現地係員がご案内いたします。追加代金ワンコイン(500円)とおトクです。 

 

 ANA ハローツアー アジア   発売日：2月 7日（木）14時 

◆【NEW】 「旅のチョイスプラン」 新規設定！ 

設定都市：シンガポール・ホーチミンシティー・ハノイ・クアラルンプール 

フリーステイの旅をお客様ご自身でアレンジいただけるように設定いたしました。 

90日前までにお申し込みいただくと追加代金が不要です。プランは基本プラン(自由行動)を含めて 4種類ご用意。 

 

◆【おすすめ】 巻頭特別企画 ビジネスクラス専用コース！ 

設定都市：シンガポール・ホーチミンシティー・デリー  

インドを新規設定、デリー・ジャイプールの 2都市を巡る旅。ジャイプールでの宿泊は宮殿ホテルをご用意しました。ご出発前の

空港・機内・送迎・ホテル、旅のあらゆるシーンで心地よくお過ごし頂ける空間を提供致します。空港＝ホテル間の送迎は専

用車でご案内、ご滞在中 1回はこだわりのレストランでの夕食をご用意しています。 

 

◆【おすすめ】 「はつ旅ふた旅 すてき街」コース！ 

好評のバンコク・シンガポール・ホーチミンに加え、クアラルンプールを新規設定。はじめての人も 2回目以降の人も楽しめる、観

光と食事がたっぷり詰まった充実コースです。観光は選べるプランをご用意致しました。 

 

◆【NEW】 周遊コース拡充！ 

インド・タイ2コースを新規設定。インド、ゴールデントライアングル（デリー・アグラ・ジャイプール）をめぐります。タージ・マハルなど

のあこがれの世界遺産観光へご案内いたします。タイ、スコータイ・アユタヤの世界遺産を訪れます。スコータイでの滞在時間を

長めにとる行程でご案内いたします。また、 「1名様催行保証」出発日を設定いたしました。加えて、お客様のペースでゆった

りと楽しみたい方や、よりプライベートに旅を楽しみたい方へおすすめの、「プライベートコース」をご用意いたしました。 

 

◆その他 うれしいポイント！ 

早期予約がおトク。150/120日前の手配完了で旅行代金を割引。早期 150 の場合、旅行代金からお一人様 15,000

円引き。90日前までの手配完了で「旅のチョイスプラン」の追加代金不要、また 60日前～120日前までの手配完了で「う

れしいおもてなし」が提供されるホテルをご用意。 
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エアバス A380 FLYING HONU（フライングホヌ）初便に乗る〈往路限定〉ハワイ 

※当商品は、ANA マイレージクラブ会員様限定のツアーとなります。 

発売日：1月 10日（木）14時 

 

（1）5月 24日から新規就航する エアバス A380 FLYING HONU（フライングホヌ）の成田発ホノルルの初便にご搭

乗いただけます。エコノミークラスに加え、人気のビジネスクラス・プレミアムエコノミーもご用意しております。※限られた日程でも

ご参加いただけるよう、4-6日間の設定にてご用意しました。（5日間コースの場合、復路は 787-9型機となります。） 

 

（2）FLYING HONU（フライングホヌ）就航記念パーティー開催。日頃のご愛顧に感謝の意を込めて、ホノルルでの就航

記念パーティーにご参加いただけます。 

 

（3）チャータークルーズ「SAILING HONU（セイリングホヌ）」を追加代金なしでご乗船いただけます。海上から、ワイキキ

やダイヤモンドヘッドの景観をお楽しみいただける、約 1 時間のクルーズ。船内では、アルコールやソフトドリンクもご用意。快適

なセーリング体験をお楽しみください。  

 

（4）ツアー特典として、A380 にちなんでお一人様につき、3,800 マイル付き。 

 

 

 

                               
 

「ANA 旅作」は、インターネットで航空券と宿泊、さらにレンタカーなどのオプションを自由に組み合わせて作るパッケージツアーで

す。インターネットでご予約からお支払まで完結し、クレジットカード・銀行振込・ANA SKYコイン（※1）にてお支払い可能で

す。海外のご予約はご出発 7 日前の 17：59 まで予約可能で間際での出張やご旅行にもおすすめです。（一部方面やご

利用便の座席クラスにより 8日～26日前までの受け付けになります。） 

(※1) ANA SKY コインは、ANA ホームページで航空券や旅行商品のお支払いにご利用できる電子クーポンです。 

 

ハワイやヨーロッパ方面など、12月５日より随時発売を開始しており、アメリカや中国方面については 1月 15日（火）14

時に発売予定です。 

詳細 URL：https://www.ana.co.jp/ja/jp/inttour/dp/  

 

以上 


