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【国内線⇔国際線乗り継ぎについて】＊羽田−成田空港間の移動を伴う場合の交通機関はお客さまの手配・ご負担となり
ます。（リムジンバスで約65～85分。大人片道3,200円／2019年10月現在）【旅行形態】＊当該国内区間も本体ツアーと
あわせて、1つの募集型企画旅行の範囲として取り扱いいたします。【予約について】＊ツアーご予約時にお申し込みくだ
さい（片道のみのご利用も可能です）。＊座席数には限りがあり、ご希望に添えない場合もございます。国内線の予約が確
保できない場合はご利用いただけません。＊国際線発着時刻より24時間以内に接続する日本航空便（ジェットスター・
ジャパンとのコードシェア便のみ含む）、日本トランスオーシャン航空便の直行便に限りご利用いただけます。＊ジェットス
ター・ジャパンとのコードシェア便は、ジェットスター・ジャパンの機材・乗務員・機内サービスでの運航です。＊乗り継ぎに
最適な時間帯の航空便がない場合や満席・発売開始前などの理由によりご用意できない場合、または国際線利用便の確
定後に、利用する国内線を指定させていただく場合があります。＊「日本国内利用可能航空会社」は航空会社の都合により
変更になる場合があります。＊日本出発日の30日前（一部出発日は40日前）以降にご予約内容を追加・変更・取り消しされ
る場合は、諸費用がかかります。詳しくは当社旅行条件書第24項にてご確認ください。また、予約状況により変更をお受
けできない場合があります。【代金について】＊代金はツアー出発日を基準とします。＊片道のみのご利用の場合は、表示
金額の半額です。＊片道ずつのご利用も可能ですが、追加代金が異なる場合は、各区間の追加代金の半額を合算したも
のが追加代金となります。＊航空機以外の交通費、宿泊を伴う場合の宿泊費、空港施設使用料は、お客さまのご負担とな
ります。【クラスJについて】＊往復ともに日本航空国際線をJALビジネスクラス代金でご参加の方は国内線の座席を「クラ
スJ」で予約してご利用いただけます。ただし、搭乗機材に「クラスJ」がない場合および当社が利用する国際線運賃での予
約が確保できない場合には普通席をご利用いただきます。（正規運賃の一般座席枠に空席がある場合でも予約の確保が
できない場合があります。その場合でも返金はありません。）＊国際線JALビジネスクラス利用で事前に「クラスJ」が確保
できない場合、および日本航空エコノミークラス・JALプレミアムエコノミークラス利用の方は、当日空港にて空席のある
場合のみ、片道1,000円（免税時910円）の追加料金にて「クラスJ」のご利用が可能です。

【重要なお知らせ】日本航空の予約運用ポリシーに基づき、日本航空利用コースでは、取消料対象期間内/外に関わら
ず、国内線区間の利用を取りやめる際には、国際線区間を含む全旅程の予約を一旦取り消し、国際線区間のみで再予
約を行う必要があります。そのため、空席状況によっては、予約確保されていた国際線区間の再予約ができない場合が
ございますのであらかじめご了承ください。また、航空券は旅程の途中からはご使用いただけません。ご予約済みの最
初の国内線区間を搭乗されないなど、予約した旅程順に使用されない場合は、その先の区間以降はすべて無効となる
ほか、追加費用が必要となりますのでご注意ください。

 国内線特別追加プラン　国内各地からもご参加いただけます。
■国内線特別追加代金  （大人・こども同額／お1人様）

SERVICE! もっと楽しく、快適に 旅のスタートはJAL

国内線
発着空港

国内線
乗り継ぎ空港
（往路・復路
別々でも可）

国際線
発着空港

JALエコノミークラス、
JALプレミアム

エコノミークラス、
JALビジネスクラス

札幌（新千歳）・名古屋（中部）・伊丹・関空・
高松・高知・松山・福岡・大分・
長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄（那覇）

成田・羽田

成田 10,000円庄内・下地島 成田

女満別・旭川・釧路・帯広・函館・青森・三沢・秋田・山形・
小松・南紀白浜・岡山・広島・山口宇部・出雲・徳島・
北九州・奄美大島・宮古・石垣

羽田

※乗り継ぎ可能都市、国内線乗り継ぎ空港は、2019年9月11日現在の情報をもとに記載しており、変更となる
場合があります。※ はジェットスター・ジャパンとのコードシェア便です。
旅客施設使用料 ご利用空港により、旅客施設使用料が必要です。詳しくは裏表紙をご覧ください。

【旅行会社の皆さまへ】ご出発日30日前（一部出発日は40日前）以降のお申し込み・取り消しはメッセージにてご連絡ください。
＊複数の国内線予約（取消待ち含む）がある場合、JALPAK NAVIに代金が表示されません。＊国内線JAL6000番台はジェットスター・ジャパンとのコードシェア便となり、成田空港第3ターミナル発着です。

JALビジネスクラス
お客さま一人ひとりに、上質で快適かつ自由な時間を。

JALプレミアムエコノミークラス
ご自身だけのゆとり空間をご堪能ください。

■■JALビジネスクラス／JALプレミアムエコノミークラス共通のご注意：お申し込み前に、必ずお読みください。
●コースのご予約時にお申し込みください。●ご利用区間は、日本発着のJAL国際線のみです。●現地でのサービス内容

（バス、ホテル、列車など）はエコノミークラスご利用のお客さまと同一です。●当該クラス利用代金に使用する運賃は、ジャ
ルパックが独自に設定したもので、「予約・発券・払い戻し」や「座席指定」に対し公示運賃とは異なり制約があり、空席状況も
公示運賃と異なります。航空会社が独自に行うお客さま向け付帯サービス（含キャンペーン）も通常規定とは異なり、適用と
ならない場合があります。●窓側／通路側などのご希望は、予約時に承りますが、ご希望に添えない場合もあります。また
座席確保後も機材変更などによりお座席が変更となる場合もあります。●日本出発日の30日前（一部出発日は40日前）以
降にご予約内容を追加・変更・取り消しされる場合は、諸費用がかかります。詳しくは当社旅行条件書第24項にてご確認くだ

さい。また、予約状況により変更をお受けできない場合があります。●ご希望の座席クラスがお取りできないことを理由に
コース本体をお取り消しした場合、お申し出の時期によってはコース本体の取消料の対象となります。●手配完了後に、航
空座席クラスの変更をご希望される場合にも予約状況によっては変更をお受けできず、当初の手配済みクラスにてご出発
いただく場合があります。【追加プランのご注意】●当プランはJALエコノミークラス利用のコースに追加するプランで
す。●ご利用区間は日本発着の国際線対象路線の往復または片道です。●当プランの予約完了と同時にご予約済み
の座席はキャンセルされます。そのため、追加プランの座席のみお取り消しされる場合には、あらためてコース本体の
座席を手配することとなります。予約状況により、変更のご希望に添えない場合もあり、追加プランの座席のままご出
発いただく場合があります。●航空機の手配・予約状況により出発１ヵ月前以降の回答となる場合があります。

※路線・機種によりシートが異なります。また運航される機材や座席仕様・各種サービスは予告なく変更となる場合もございます。記載は2019年10月現在のものです。

JALビジネスクラス　追加プラン　
■追加代金（お1人様片道/大人・こども同額）

【旅行会社の皆さまへ】＊SFコードは搭乗日・参加人数にてご予約ください。＊往復手配が必要な場合は、往
路・復路の各搭乗日にてご予約ください。＊手配回答後、JALPAK NAVIの「事前座席指定サービスの手配」
にて座席番号をご確認ください。予約状況により座席指定ができない場合があります。

シ
ド
ニ
ー
線

往路搭乗日
予約コード： SF1095 

復路搭乗日
予約コード： SF1119 

片道追加代金
（お1人様／大人・こども同額）

5/5～6/30 5/8～7/7 170,000円
1/28～4/24 2/1～5/3 160,000円
4/25～5/4 5/4～7 290,000円

メ
ル
ボ
ル
ン
線

往路搭乗日
予約コード： SF1122 

復路搭乗日
予約コード： SF1126 

片道追加代金
（お1人様／大人・こども同額）

5/5～6/30 5/8～7/7 170,000円
1/28～4/24 2/1～5/3 160,000円
4/25～5/4 5/4～7 290,000円

JALプレミアムエコノミークラス　追加プラン　
■追加代金（お1人様片道/大人・こども同額）

【旅行会社の皆さまへ】＊SFコードは搭乗日・参加人数にてご予約ください。＊往復手配が必要な場
合は、往路・復路の各搭乗日にてご予約ください。＊手配回答時、JALPAK NAVIにて座席番号をお
知らせいたします。予約状況により座席指定ができない場合があります。

シドニー線のみ

往路搭乗日
予約コード： SF1132 

復路搭乗日
予約コード： SF1151

片道追加代金
（お1人様／大人・こども同額）

1/28～3/31 2/1～4/4 20,000円
往路搭乗日

予約コード： SF1078
復路搭乗日

予約コード： SF1080
片道追加代金

 （お1人様／大人・こども同額）
5/5～31 5/8～6/4 20,000円

4/1～24、6/1～30 4/5～5/3、6/5～7/7 30,000円
4/25～5/4 5/4～7 50,000円

●幼児旅行代金 お1人様（往復・片道一律） 30,000円（追加代金ではありません） ●幼児旅行代金 お1人様（往復・片道一律） 30,000円（追加代金ではありません）

【ご注意】＊当プランにはお申し込みが必要です。＊お席には限りがあり、ご希望に添えない場合があります。＊座席番号、
窓側、通路側などの指定はできません。また、事前に座席番号の回答はできません。＊日本出発日の30日前（一部出発日は
40日前）以降に当プランを追加・取り消しされる場合は、諸費用がかかります。詳しくは当社旅行条件書第24項にてご確認
ください。【取消料】当プランの取り消しについては、日本出発の30日前より取消料（追加代金の全額）を申し受けます。
＊ツアー本体を取り消しされる場合、当追加プラン代金も旅行代金の一部として取消料の対象となります。

【旅行会社の皆さまへ】＊当プランにはお申し込みが必要です。SFコードは出発日・利用人数にてご予約ください。
企画・実施：ジャルパック

2020年1月28日～2020年6月30日出発
当パンフレット掲載のオーストラリアコース＊現地発着プランは対象外となります
SF1176
日本発着の日本航空国際線区間の往復（エコノミークラスのみ）
7,000円（お1人様 往復／大人・こども同額）

【 対 象 期 間 】
【対象コース】
【予約コード】
【 対 象 区 間 】
【 追 加 代 金 】■2名でご参加の場合：通路を挟まないおとなりシートをご用意いたします。

■3名でご参加の場合： 通路を挟まないおとなりシート2席をご用意し、残りの1席はその2席に接する
横並びか縦並びの席をご用意します。残り1席を横並びでご用意する場合、通路
を挟んだ席となる場合があります。

■4名でご参加の場合： 3名のお近くシートを基準として、残りの1席はその3席に接する横並びか縦並び
の席をご用意します。残り1席を横並びでご用意する場合、通路を挟んだ席とな
る場合があります。または、2名のおとなりシートの組み合わせとなり、全員がお
近くの席とならない場合があります。

おとなり・お近くシート手配プラン
席が離ればなれになる心配がありません！！

目次

リムジンバス無料
 「国内線特別追加プラン」をご利用のお客さまは、片道利用につき1回ご利用いただけます。
■往路国内線利用の方 ：〈予約コード：SF1125〉 羽田空港→成田空港間（片道）を、リムジンバスでご移動いただけます。
■復路国内線利用の方 ：〈予約コード：SF1129〉 成田空港→羽田空港間（片道）を、リムジンバスでご移動いただけます。

40要予約

〈ご注意〉＊当プランはお申し込みが必要です。＊日本出発の40日前（土・日・祝日および12/31～1/2を除く）まで承ります。＊ご利用時にはお客さまご自身でのご予約や手続きが必要です。
ご利用案内書とバス乗車券は日本出発前にお渡しする「旅行日程表」に同封してお届けします。必ずご確認ください。＊未使用時の払い戻しまたは換金・盗難・紛失等された場合の再発行はお受けできません。

【旅行会社の皆さまへ】SFコードは出発日・利用人数にてご予約ください。往復手配が必要な場合は、往路・復路それぞれご予約が必要です。

対象コース  当パンフレット掲載のJAL利用コース
＊ただし、「現地発着プラン」は除く。

＊往路・復路ともに上記区間以外へのご乗車はできません。
＊航空機とバスの接続時間は、最低40分以上必要です。国内線⇔国際線の乗り継ぎ時間に余裕を持った国内線をご予約ください。

対 象 者  大人・こども代金にてご予約された方
＊幼児代金は対象外。

乗り継ぎの

移動もバス
で

ラクラク！
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