
資料1. 日本発タイ行 ANAエコノミークラス割引運賃
〈Flex Plus・Basic Plus・Value〉(抜粋）

(1) 運賃規則表

払 い 戻 し

Basic Plus（予約クラス：U）

予約・航空券
の 購 入

【出発前】
大人10,000円を手数料として徴収
【出発後】
上記手数料にて、支払った運賃から
旅行済み区間に適用される普通運賃
を差し引き、残額を払い戻し

◇日本国内で往路・復路各1回可
◇バンコクで往路・復路各1回可

Value（予約クラス：H）

【出発前】【出発後】
1回につき20,000円で予約変更可
ただし、変更手続きは変更する便の
出発予定時刻までに完了すること

◇日本発着国際線区間はANA便利
用に限る

◇その他の区間はANAのコードシ
ェア便、キャセイパシフィック航
空、香港ドラゴン航空、タイ国際
航空、バンコクエアウェイズ、ま
たはベトナム航空が運航する当該
航空会社便利用に限る

◇日本発着国際線区間はANA便利用に限る（ただし、他社が運航するコ
ードシェア便は、エアージャパンに限る）
◇タイ国内区間はANAのコードシェア便、タイ国際航空、またはバンコ
クエアウェイズが運航する当該航空会社便利用に限る

【出発前】
大人20,000円を手数料として徴収
【出発後】
払い戻し不可

〈予約期限〉
・日本出発の5日前まで
〈購入期限（下記のいずれか早い期限）〉
・予約完了後7日以内（日本出発の29日以前の予約）
・予約完了後3日以内（日本出発の28日前以降の予約）
・日本出発の5日前まで

Flex Plus（予約クラス：B）

予 約 変 更

【出発前】【出発後】
無料で予約変更可
ただし、変更手続きは変更する便の
出発予定時刻までに完了すること

運賃計算例外規定
距離計算によるマイレージサーチャージは適用しない
ハイヤーインタメディエイト運賃チェックは不要

経 路 規 定

◇日本国内区間はANA便利用に限る。ただし、日本国内都市間の地上移動は不可

途 中 降 機 日本国外で往路・復路各1回可（1回につき7,000円）

乗 り 換 え

◇日本国内で往路・復路各1回可
◇香港、ホーチミンシティ、ハノイ、
またはバンコクで往路・復路各1
回可

滞 在 期 間 2日以上最長2か月まで2日以上最長3か月まで

〈予約期限〉
・出発まで
〈購入期限（下記のいずれか早い期
限）〉

・予約完了後7日以内
・出発まで

・購入時に旅行全体の予約は確定済みであること

不可

エコノミークラス 往復旅行、オープンジョー旅行旅行パターン
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(2) 運賃表
バンコク行 Flex Plus (予約クラス：B）往復運賃

単位：円

月日火水木金土

203,000183,0005/10〜3/31

日本発日本発

週末平日

東京発

出発日

Flex Plus (予約クラス：B)

現地発 月火水木日 現地発 金土

・平日・週末運賃の適用：往復運賃

往路：日本国内の最終地点を出発する曜日を基準とし、1/2往復運賃を適用する。

復路：最終国際線区間を出発する曜日を基準とし、1/2往復運賃を適用する。

バンコク行 Basic Plus（予約クラス：U）往復運賃・Value（予約クラス：H）往復運賃
単位：円

Value (予約クラス：H)Basic Plus (予約クラス：U)

出発日

東京発

日本発

現地発

5/10〜3/31 139,000 123,000

月火水木金土日

月火水木金土日

タイ国内乗り継ぎ加算運賃

◆以下の都市へは上記運賃＋加算運賃で利用可能。

サムイ（USM）

プーケット（HKT）、チェンマイ（CNX）、クラビ（KBV）

設定都市 加算運賃（往復)

8,000円

10,000円

(3) 特定便加算額
搭乗便が下記に該当する場合、特定便加算額を追加する。

NH5966

2,500円U
NH847

羽田或バンコク

追加運賃日本発着国際線の予約クラス便名路線

バンコク或羽田
NH850

U 2,500円

NH5966

NH5966

NH5965

バンコク或羽田
NH850

B 4,000円

4,000円B
NH847

羽田或バンコク

バンコク或羽田
NH850

H 5,000円

NH5965

NH5965
5,000円H

NH847
羽田或バンコク

2,500円U/HNH857羽田或ハノイ

追加運賃日本発着国際線の予約クラス便名路線

ハノイ或羽田 NH858 B 4,000円

4,000円BNH857羽田或ハノイ

2,500円U/HNH858ハノイ或羽田
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資料2. 日本発中国行 JALエコノミークラス(Y2)普通運賃(抜粋）
(1) 運賃規則表

エコノミークラス 往復、周回、オープンジョークラス・旅行形態

名称・運賃種別

参加航空会社 連帯運送契約のある航空会社

必要旅行日数

1年発・開始有 効 期 間

制限なし途 中 降 機

制限なし乗 り 換 え

①日本国内区間は日本航空(JL)または日本トランスオーシャン航空(NU)に限る
②日本発着国際線区間は日本航空(JL)に限る

経 路 規 定

なし運賃計算例外規定

エコノミークラス(Y2)普通運賃

中国目 的 地

個人適用旅客・人数

詳細は運賃表参照
ウィークエンド(W)・ウィークデイ(X)運賃の適用：往復運賃
往路：日本国内の最終地点を出発する曜日を基準とし、1/2往復運賃を適用する
復路：中国国内の最終地点を出発する曜日を基準とし、1/2往復運賃を適用する

ウィークエンド(W) ウィークデイ(X)

往路出発 日・月 火〜土

復路出発 金・土 日〜木

適 用 期 間
運 賃

制限なし

予 約・発 券 予約クラス： Y

(2) 運賃表
中国行〈JALエコノミークラス(Y2)往復普通運賃〉

Ｘ

出発地 東京

目的地

適用期間

BJS北京

304

Ｗ

2644/1〜3/31

単位：千円

226

Ｗ

266

SHA上海目的地

適用期間

東京出発地

Ｘ

4/1〜3/31

単位：千円

221

Ｗ

261

TAO青島目的地

適用期間

東京出発地

Ｘ

4/1〜3/31

単位：千円
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(3) Specified Routing（特定経路）(抜粋）
Specified Routingとは、運賃計算区間内の始点と終点間を、指定された特定経路地点に沿って旅行すればマ

イレージ計算することなく、2地点間の直行運賃をそのまま適用できる規則

Area3

TYO BJS

Between And Via

OSA−NGS−SHA ※

※Only one stopover permitted

”−”は ”and / or” の意味

(4) EXCESS MILEAGE SURCHARGE(抜粋)
Divide the sum of Ticketed Point Mileages by the Maximum Permitted Mileage.

if result is: Surcharge fare by:

over 1 but not higher than 1.05 5%

1.05 1.10 10%

1.10 1.15 15%

1.15 1.20 20%

1.20 1.25 25%

1.25 lowest combination

(5) HIP CHECK(抜粋)
HIP CHECK (Higher Intermediate Point Check)

普通運賃の計算時、運賃計算区間内において、始点から終点の運賃と、

・始点から中間途中降機地点の運賃

・中間途中降機地点から中間途中降機地点の運賃

・中間途中降機地点から終点の運賃

を比較して、一番高い運賃をHIPとして使用する規則
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資料3. OAG（抜粋）
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資料4. OAG International Time Calculator（抜粋）
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資料5. OAG（抜粋）
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