
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 

第 19-008号 

2019年 5月 30日 

ANAセールス株式会社 

 

 

 

 

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、6月11日（火）より 

2019年度下期の海外旅行商品を順次発売いたします。 

発売情報の詳細は、右記よりご確認ください。 https://www.ana.co.jp/ja/jp/inttour/theme/recommend/hatsubai/   

  

ANA ワンダーアース  発売日：6月 20日（木）14時 

ますます地球を楽しみたくなる全 10 コース 

◆その時、その場所でしか体験できないツアーをご用意 

野生動物に出会う旅、大自然・絶景に驚く旅、音楽・美術・珠玉の芸術に親しむ旅、 

世界の祭りを楽しむ旅、悠久の歴史・世界遺産に浸る旅と 5 つのテーマに沿ったコースを 

設定いたしました。 

◆おすすめツアー 「幻の鳥ケツァールとシロヘラコウモリの棲む森を訪ねる コスタリカ 9日間」 

エコツーリズム発祥の国コスタリカで、魅力あふれる様々な動物と出会う旅。出会えることが貴重といわれる、色鮮やかな幻の

鳥「ケツァール」と、コウモリの仲間でフルーツなどを主食とし、葉の裏で身を寄せ合うように群れを作る白い「シロヘラコウモリ」を探

す旅です。 

 

ANAマイレージ会員限定 ゆとりある旅  発売日：6月20日（木）14時 

ANA ビジネスクラスで行く ヨーロッパ、キューバ、エジプト、オーストラリア全 11 コース 

◆こだわりポイント１ 出発日 

冬のクリスマスや春の花のイベントなど、その時々の季節を楽しめるような出発日を設定いたしました。 

◆こだわりポイント２ ゆったりとした行程 

連泊中心のコースを多数取り揃えておりますので、スーツケースを詰め直すなどの手間なく過ごせ、 

ホテルは利便性が良く、デラックスクラス以上を中心にご用意しております。 

早めのホテルチェックイン・ゆとりあるご出発など、お身体に配慮した行程となります。 

◆おすすめツアー 「ミュンヘンを起点に心躍る小さな街のクリスマスマーケットへ ドイツ６日間」 

クリスマスに関連するキャラクターが登場するバート・ヒンデラングのクリスマスパレードや、キーム湖に浮かぶフラウエン島で開催さ

れるクリスマスマーケットなど、個人旅行では行けないような小さな街のクリスマスマーケットへご案内いたします。 

 

 

ANA トラベラーズ  2019年度下期海外旅行商品  発売情報 

～ 「安心の品質」をご提供いたします ～ 

https://www.ana.co.jp/ja/jp/inttour/theme/recommend/hatsubai/
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ANA マイレージ会員限定 ANAで行く厳選添乗員同行の旅   発売日：6月 20日（木）14時 

ANA ビジネスクラスで行く ヨーロッパ、北米、中南米、アジア、オーストラリア、アフリカ 全 43 コース 

クリスマス、年末年始、カーニバル、春の季節、2020年のゴールデンウィークの旅など 

多数ご用意いたしました。 

◆オトクな「早割」をご用意 

年末年始や 2020年のゴールデンウィークなど、特定期間のツアーを、8月 31日までに予約完了 

すると、旅行代金からお一人様 30,000円引きいたします。 

◆自分流にアレンジ可能 

お食事のついていない日や観光のない自由行動日には、自分流にアレンジできるお食事追加プランや観光追加プランを 

ご用意いたしました。 

◆おすすめツアー 「人気の 2 つのパラドールと世界遺産を巡る スペイン周遊 10日間」 

スペインで人気の宿泊施設パラドールに宿泊し、スペインの世界遺産を巡る旅。マドリッド、バルセロナ、世界遺産の宝庫アンダ

ルシア地方を、高速列車 AVE と国内線を利用し効率よくご案内します。また、名物料理やこだわりレストランでのお食事もご

用意しております 

 

ANA マイレージ会員限定 ANAで行く厳選個人旅行  発売日：6月 20日（木）14時 

ANA ビジネスクラス/プレミアムエコノミーで行く ハワイ、ヨーロッパ、アメリカ、アジア 全 19 コース 

8月の夏休みや年末年始、春休みに是非ご利用ください。 

◆巻頭特集は ANA Travel & Life 台湾＆九份注目スポット体験ツアー 

ANA ウェブサイト内「ANA Travel & Life」に連動して台湾を設定いたしました。台湾市内の人気ス

ポット巡りのほか、 ランタン飛ばしで有名な十分（シーフェン）、ノスタルジックな九份（ジゥフェン）など 

注目スポットにも足を延ばしたオリジナルツアーです。 

◆新規オープンするホノルルのリゾートホテルを設定 

10月25日にオープンする、「ハレプナ ワイキキ バイ ハレクラニ」をANAハローツアーに先駆けて設定いたしました。ハレクラニ

の上質さに加えて、温かみのあるホテルで贅沢な時間をお過ごしください。 

◆ホテルステイを楽しむラインナップを充実 

「観光も良いけど、ホテルで贅沢な時間を過ごしたい」そんな声にお応えし、ホテルのラウンジでビュッフェやアフターヌーンティーが

楽しめたり、ワンランク上のラグジュアリーなお部屋や、一度は泊まってみたい憧れのホテルなど、優雅なひとときをお過ごしいただ

けるツアーもご用意いたしました。記念日やご褒美旅行にもおすすめです！ 
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ANA ハローツアー ハワイ  発売日：7月 4日（木）14時 

◆好評のお座席サービス 

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、「通路を挟まないおとなりの席」を、   

3名様以上は「お並び席」をご用意いたします。（※1） 加えて、全国各地からの国内線ご利用の方は、 

60日前までの手配完了で「お並び席」をご用意いたします。（※2） 

※1：カウチシートは除く。 ※2：エコノミークラスのみ。 

◆全国各地からの ANA国内線は追加代金なし 

全国各地からの ANA国内線乗り継ぎ代金が追加代金なしでご利用いただけます。全国各地のご家族・親戚・知人・ご友人

と羽田・成田空港で集合し、気軽にハワイへご出発いただけます。 

◆日本語対応で安心！ 「マハロラウンジ」  

ワイキキ中心部にある専用ラウンジを拡張いたしました。ホテルチェックイン前のご休憩、ショッピングの合間のお荷物預かりや 

オプショナルツアーのお申込みなど、滞在中の快適な旅のお手伝いをいたします。 

◆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利用可能 

エアバス A380就航記念として、人気のオリジナル観光「ANA’sバケーションゴーゴー」に仲間入りしたチャータークルーズ

「SAILING HONU」。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時間のクルーズを追加代金なし

でご利用いただけます。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。快適なセイリング体験をお楽しみください。 

◆その他 うれしいポイント 

(1) 早期予約がおトク！ 早割 180／早割 90 を設定 

早割 180の場合、180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旅行代金からお一人様 10,000円引きいたします。また、45日前までのお申込みで、6名様以上：専用

バスにて空港⇔ホテル間の往復送迎、10名様以上：専用バスにてオリジナル観光へご案内するおトクな「グループプラン」を

追加代金なしでご用意いたしました。 

(2) レアレアトロリー乗り放題！「追加代金なし」でご利用可能 

ワイキキの移動だけでなく、ショッピングやグルメポイントまで行けるレアレアトロリーを追加代金なしでご利用いただけます。 

(3) ビジネスクラス利用/ハネムーンの送迎は専用車でご案内 

ビジネスクラスご利用の場合、空港⇔ホテル間の往復送迎を専用車でご案内いたします。また、ハネムーンの方は、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をご用意しております。 
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ANA ハローツアー オーストラリア  発売日：7月 4日（木）14時 

◆新規就航パース線利用商品設定 

9月 1日に新規就航するパース線を利用した「はじめてのパース 6・７日間」。砂漠地帯にできた 

奇岩群ピナクルズやパースから南西約 19km に位置する西オーストラリアの主要な港町フリーマントルの

散策、有袋類「クオッカ」が生息するロットネスト島などパースを満喫できるツアーとなります。 

◆おすすめツアー 「大自然の宝庫ケアンズに 3連泊！世界遺産満喫の旅 ケアンズ・シドニー7日間」 

「大自然の宝庫ケアンズに 3連泊！世界遺産満喫の旅 ケアンズ・シドニー7日間」ツアーでは、世界遺産に指定された森

「キュランダ」にてキュランダ鉄道の車窓からの大自然をお楽しみください。追加代金でもう一つの世界遺産グレートバリアリーフに

浮かぶ島グリーン島もお楽しみいただけます。 

◆その他 うれしいポイント 

（1）早期予約・グループ参加がおトク 

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円引きいたします。また、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、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いたします。 

（2）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旅作   発売日：6月 11日（火）14時～ 順次発売 

 

                               

 

「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。   (※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。 
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発売日 発売時間 設定都市 設定期間 

6月 11日

（火） 

14時 

アメリカ ニューヨーク・ロサンゼルス・バンクーバー 

2019年 10月～

2020年 3月 

ハワイ ホノルル（※） 

ヨーロッパ ロンドン・パリ・ウィーン 

オセアニア シドニー・パース 

6月 18日

（火） 

アメリカ サンフランシスコ・シアトル 

アジア バンコク・シンガポール・クアラルンプール・香港 

6月 25日

（火） 

ヨーロッパ ブリュッセル・フランクフルト・デュッセルドルフ・ミュンヘン 

アジア ホーチミン・ハノイ・ジャカルタ・ソウル・台北 

中国 上海 

7月 2日

（火） 

アメリカ ワシントン・シカゴ・ヒューストン・サンノゼ・メキシコシティ 

アジア デリー・ムンバイ・プノンペン・ミャンマー・マニラ 

中国 北京・大連・広州・杭州・青島・厦門・成都・武漢・瀋陽 

※300日先の出発分まで予約可能な「ANA正規割引運賃（PEX運賃）」 好評発売中 

※パンフレット表紙はすべてイメージとなります。 

 

 

 

以上 


