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ANA の 株主優待サービス

ANA国内線ご搭乗優待

ANAグループ各社優待

1,000株以上ご所有の株主の皆様に、ANAの国内営業全路線でご利
用になれる「株主優待券」と「株主特別優待券」を発行いたします。

3月末または9月末で1,000株以上ご所有の株主の皆様に
ANAグループ各社でご利用になれる「ANAグループ優待券」
をお一人様1冊発行いたします。

優待券1枚で片道1区間がご搭乗時片道運賃（普通運賃、小児の場合
は小児運賃）より50％割引でご利用になれます。

ANA HOTELSのご優待

スーパーシートプレミアムには、優待券のご利用で別途株主様向けの運賃がございます。
（注）
＊ご予約、空席、運賃照会等に関しましては、国内線予約・案内センターにお問い合わ
せください。
＊株主優待割引利用時のANAマイレージクラブにおける積算マイルは、区間マイルの
75％となります。
（注）
スーパーシートプレミアムの航空券購入期限は、
ご予約日を含め6日以内です。

ＡＮＡ HOTELS（国内）でのご宿泊、ご飲食、及びご婚礼などの催しにご利用
になれます。＊但し優待割引がご利用になれないホテルも一部ございます。
ご予約、ご注文の際は優待券ご利用の旨お知らせください。

◆ご宿泊ご優待（30%割引券 3枚）
国内すべてのANA HOTELSで優待券1枚で1室何泊でもご利用になれます。
但し、一部割引率が異なるホテルもございます。

■優待券発行基準日
3月31日
（5月下旬発送）
・ 優待券の名称
株主優待券
・ 優待券の有効期間 6月1日から翌年5月31日まで（1年間）
■優待券発行基準日
9月30日
（11月下旬発送）
・ 優待券の名称
株主特別優待券
・ 優待券の有効期間 12月1日から翌年5月31日まで（半年間）

期間限定

発行枚数
1枚
2枚
3枚
4枚 ＋ 4千株超過分2,000株毎に1枚
7枚 ＋ 1万株超過分4,000株毎に1枚
254枚 ＋ 100万株超過分8,000株毎に1枚

※但し1枚未満の端数は切り捨て
（例）1,000株ご所有の場合→1枚発行
5,000株ご所有の場合→4枚発行
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ご利用上のご注意
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03-3490-8800
011-726-8800
092-752-8800

大 阪
名古屋
沖縄（那覇）

06-6534-8800
052-962-6211
098-861-8800

22：00〜6：30および電話が込み合っている場合はVナビ
（音声自動応答システム）
でご案内いたします。

企業情報

0120-029-377
0120-029-366

ANAスカイアシストデスク

サービスについてのご意見・ご要望窓口

機体工場見学申込みもできます！
www.ana.co.jp/cp/kengaku/index.html

国際線
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年中
無休

9：00 土・日
17：00 祝休

0120-029-787

ANAカスタマーデスク

ANA国際線予約・案内センター
平日 土日祝

0120-029-333

8：00 9：00 年中
19：00 17：00 無休

0570-029-333（携帯電話の場合）

〈有料〉

ANA HOTELSのご予約・ご案内
平日

ANA HOTELS予約センター（国内）
0120-029-501 03-3505-1181

2005年6月1日〜2005年11月30日

土

9：00 9：00 日祝
17：30 17：00 休

ANAハローツアーのご予約・ご案内
ANAハローツアー 株主優待デスク
中国方面
それ以外の方面

0120-747-073
0120-747-860

03-6251-8678
03-6251-8644

平日 土日祝

9：30 9：30
18：30 17：30

ハローお出かけダイヤル
土日祝
0570-025860 市内通話料金だけでご利用になれます。 平日
9
9
：30

◆レストラン・バーでのご飲食時のご優待
（10%割引券 5枚）
ホテルにより割引対象外となる施設・商品がございます。

10,000株ご所有の場合→7枚発行
20,000株ご所有の場合→9枚発行

0570-029-222（携帯電話の場合）

チケット
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サービス

おからだの不自由なお客様のためのご相談窓口

◆岡山全日空ホテル〈8月27日オープン〉
オープン記念ご宿泊ご優待（50％割引 2枚）
◆大阪全日空ホテルプレミアムフロア客室（19〜23階）限定
ご宿泊ご優待（40％割引 2枚）

●優待券発行枚数表

時間

〈有料〉

◆成田全日空ホテルご宿泊ご優待（50％割引券 3枚）

＊有効期間内はいつでもご利用になれます。

ANA国内線予約・案内センター

0120-029-222

国内線、国際線の予約、運航案内、発着案内、ANAからの
お知らせ、キャンペーン最新情報などを掲載

◆日曜・月曜・祝日ご宿泊ご優待（50％割引券 3枚）
但し、一部のホテルではご利用になれません。

＊有効期間内はいつでもご利用になれます。

ご所有株式数
1,000株 〜 1,999株
2,000株 〜 2,999株
3,000株 〜 3,999株
4,000株 〜 9,999株
10,000株 〜 999,999株
1,000,000株 〜

国内線

ANAインターネットホームページ

03-6251-8688

：30

18：30 17：30

ANAスカイホリデーのご予約・ご案内

◆ご婚礼のご優待（1枚）
ご利用になるホテルによりご優待内容が異なります。
詳しくは各ホテルの婚礼担当にお問い合わせください。

ANAスカイホリデー予約センター
03-6251-8600
東 京
名古屋
052-972-8600
広 島
082-511-8600
沖縄（那覇） 098-862-8600

国内・海外旅行パッケージツアー「ＡＮＡスカイホリデー」・
「ANAハローツアー」商品のご優待

全日空商事 ANA SKY SHOPコールセンター
0120-283-029 03-3769-2876

大
札
仙
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阪
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台
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06-6375-8600
011-222-8600
022-263-8600
092-720-8600

※地区により営業時間は異なります。

通信販売のお申し込み・お問い合わせ

○国内線航空券片道１区間につき、お一人様本券１枚が必要となります。
○株主様ご本人はもちろんのこと、株主様以外の方でもご利用になれます。
○本券と当社所定のその他の割引とは重ねてご利用になれません。
○エアー北海道便（ADK）、エア・ドゥ
（ADO）、IBEXエアラインズ便（IBX）はANA便名
のコードシェア便のみご利用になれます。
○インターネットからご予約される場合には「普通運賃」
（スーパーシートご利用の場合
は「スーパーシートプレミアム運賃」）でご予約ください。

通常旅行代金より7％割引でご利用になれます。
（7％割引券 各2枚）

○本券ご利用の際は、ANA国内発券カウンターまたはANA取扱旅行代理店等で航空
券をご購入になれます。なお、一部ご利用になれない店舗がございます。
○季節運航・休止等により、ご利用になれない場合がございます。
○本券を使用して航空券をお求めの際、航空券自動発売機はご利用になれません。
○本券の有効期間内に航空券をお求めになると、航空券の有効期間内のご搭乗が可
能です。但し、航空券面額とご搭乗便の適用運賃に差額がある場合は、ご搭乗に際
し、差額調整が必要となります。
○本券を使用して航空券をお求めの後、ご搭乗をとりやめ払戻しをされる際、優待券
の有効期間内、
かつ航空券の払戻期間内に限り「優待証未使用証明書」をお渡し
いたします。優待券の有効期間内は「優待証未使用証明書」を提出していただけれ
ば、再度ご利用になれます。
○本券の有効期間経過後はご利用になれません。
○本券は再発行いたしません。

運航に関する
ご案内

空港・ホテル内でのお買い物ご優待
国内33空港のANA FESTA（全日空商事エアポートショップ）
・ANA HOUSE（全
日空商事デューティーフリー直営免税店）
・ANAホテル内売店「トリトンゲート」、
および国内5空港のエアーニッポン商事直営売店にて1,000円以上お買い上げ
の際、ご利用になれます。
（10％割引券 ５枚） ＊一部の商品、一部の店舗を除きます。
また免税店につきましても一部お取り扱いのできない商品があります。

通信販売カタログでのご優待
ANA機内通信販売カタログ ANA SKY SHOPをはじめ、全日空
商事の通信販売カタログでご購入の際ご利用になれます。
（7％割引券 5枚） ※機内販売にはご利用になれません。
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9：00 9：00
19：00 17：00

9月・10月 ダイヤのお知らせ

（注1）代理店でのお申し込みにはご利用になれません。
（注2）
ＡＮＡ
スカイホリデー商品の内、旅めいく、オプショナルプラン、一部商品
は除きます。
（注3）
ＡＮＡハローツアー商品の内、一部商品は除きます。

※チケットレスサービスはご利用になれません。

平日・土 日・祝

9月の増便
10月の増便

優待券発行基準日 新規に株式を購入される方は、発行基準日（3月31日・9月30
日）の5営業日前までに証券会社にてご購入手続きをお済ませください。
次回（2005年11月発行分）は、2005年9月26日
（月）が権利付最終日となります。
東京（羽田）および名古屋（中部）発着路線は航空券ご購入の際に「旅客施設使用料」を航
空運賃とともに空港ビル会社に代わって申し受けております。
●料金額（1名1区間片道）
：羽田 100円（小児 50円）／中部 200円（小児 100円）
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●名古屋（中部）〜稚内線を運休いたします。
（9/1〜）
●大島〜八丈島線：新規就航いたします。
（10/1〜）
●新潟〜沖縄（那覇）線：運航を再開いたします。
（10/1〜）
●高松〜沖縄（那覇）線：運航を再開いたします。
（10/1〜）
●大阪（関西）〜稚内線を運休いたします。
（10/1〜）
●高松〜札幌（千歳）線を運休いたします。
（10/1〜）

●東京〜札幌（千歳）線
（9/1・13〜16・21〜23 23往復へ、9/24〜30 24往復へ）
●東京〜大阪（関西）線（10/4〜6・12〜27・31 8往復へ）
●東京〜福岡線（10/4〜6・11〜23・28〜31 18往復へ）
●東京〜佐賀線（3往復へ）
●大阪（伊丹）〜新潟線（3往復へ）
●大阪（伊丹）〜松山線（7往復へ）
●大阪（伊丹）〜長崎線（4往復へ）
●福岡〜対馬線（6往復へ）
●福岡〜五島福江線（4往復へ）

