
T V Ｌ M K H B Ｄ Ｃ

0-315日 0-320日 0-323日 0-325日 0-330日 0-335日 0日-355日 0日-355日 0日-360日

大阪発 - - ¥64,000 ¥73,200 ¥83,200 ¥94,200 ¥108,600 ¥167,400 ¥257,400

福岡発 ¥61,600 ¥69,800 ¥79,200 ¥90,400 ¥102,800 ¥116,400 ¥134,200 ¥167,400 ¥257,400

名古屋発 - - - ¥66,400 ¥78,800 ¥83,400 ¥90,000 ¥167,400 ¥257,400

千歳発 ¥61,600 ¥69,800 ¥79,200 ¥90,400 ¥102,800 ¥116,400 ¥134,200 ¥167,400 ¥257,400

大阪発 - - - ¥36,600 ¥41,600 ¥47,100 ¥54,300 ¥83,700 ¥128,700

福岡発 - - ¥39,600 ¥45,200 ¥51,400 ¥58,200 ¥67,100 ¥83,700 ¥128,700

名古屋発 - - - ¥32,200 ¥39,400 ¥41,700 ¥45,000 ¥83,700 ¥128,700

千歳発 - - ¥39,600 ¥45,200 ¥51,400 ¥58,200 ¥67,100 ¥83,700 ¥128,700

R T Ｖ Ｌ M K H B Ｄ Ｃ

0-310日 0-315日 0-320日 0-323日 0-325日 0-330日 0-335日 0日-355日 0日-355日 0日-360日

大阪発 - ¥53,600 ¥61,200 ¥70,000 ¥80,000 ¥91,600 ¥104,200 ¥120,800 ¥167,400 ¥257,400

福岡発 ¥56,200 ¥64,400 ¥73,400 ¥84,200 ¥96,200 ¥110,000 ¥126,000 ¥145,000 ¥167,400 ¥257,400

名古屋発 - - ¥52,200 ¥59,800 ¥68,400 ¥78,200 ¥88,800 ¥103,000 ¥167,400 ¥257,400

千歳発 ¥54,600 ¥62,600 ¥71,600 ¥81,800 ¥93,600 ¥106,800 ¥121,800 ¥140,800 ¥167,400 ¥257,400

大阪発 - - - ¥35,000 ¥40,000 ¥45,800 ¥52,100 ¥60,400 ¥83,700 ¥128,700

福岡発 - ¥32,200 ¥36,700 ¥42,100 ¥48,100 ¥55,000 ¥63,000 ¥72,500 ¥83,700 ¥128,700

名古屋発 - - - - ¥34,200 ¥39,100 ¥44,400 ¥51,500 ¥83,700 ¥128,700

千歳発 - ¥31,300 ¥35,800 ¥40,900 ¥46,800 ¥53,400 ¥60,900 ¥70,400 ¥83,700 ¥128,700

■発券手数料　・・・ご請求額全体の7％又は航空券１枚につき4,000円（税込み）いずれか高い方。

■燃油サーチャージ・・・日本各地発：片道/往復なし（2018年3月現在）　

■伊丹発空港諸税・・・大人3,490円、子供2,010円　

■福岡発空港諸税・・・大人3,490円、子供2,010円　

■名古屋発空港諸税・・・大人4,110円、子供2,310円　

■新千歳発空港諸税・・・大人3,490円、子供2,010円

■現地税・・・詳しくお問い合わせください。

2018年上期（2018/3/25～2018/10/27）

日本各地発　S7航空（S7）
【乗継便（成田乗継）】　日本各地発　ウラジオストク・ハバロフスク行き　　　★ワンワールド加盟★

■往復■
18年3/25～

18年10/27出発迄

■片道■
18年3/25～

18年10/27出発迄

予約クラス

◎ハバロフスク発日本行き

2018年3月吉日

◎ウラジオストク発日本行き

予約クラス

最低旅行日数・有効期間

■往復■
18年3/25～

18年10/23出発迄

最低旅行日数・有効期間

★共通別途費用★　2018年3月現在

■片道■
18年3/25～

18年10/23出発迄

S7航空　正規割引運賃　（エコノミークラス/ビジネスクラス）

ビジネスクラスエコノミークラス

ビジネスクラスエコノミークラス（ＦＬＥＸ）



注）発券手数料は返金の対象外です。

S7航空　条件一覧
注）キャンセル・変更は出発日の前営業日・営業時間内にのみ承ります。

　　（出発当日のキャンセルは、出発40分前以降がＮＯ-ＳＨＯＷの目安であり、実際には航空会社が認める場合のみ出発前扱いとなります）

注）運賃、条件は航空会社事情により予告なく変更となる場合がございます。その際には、新しい運賃、条件を適用します。

種類

該当無し

BASIC

該当無し

ビジネスクラス

大人運賃の75％ 大人運賃の75%

FLEX FLEX

不可

10€+手数料

チェックイン時の座席指定

■基本72時間以内

■出発14日前よりは基本

当日即発券

＊予約時に詳細ご案内。

予約時に詳細ご案内

可能（別注参照）

機内食（区間による）

アナカン

可

不可

不可

可

可ペット

ビジネスラウンジ

オープン発券 可能

■運賃条件

小児運賃

エコノミークラス

幼児運賃 大人運賃の10％大人運賃の10％

不可

BASIC

ストップオーバー

コンビネーション

可

100%（JLはHP確認）

不可

預け2個まで（32kg内）
+持込手荷物15ＫＧ以内

オープンジョー

250%（JLはHP確認）

無料で可

無料で可

■可能：ＦＬＥＸ内のコ

ンビ、ＳＰＡ通し運賃やワ

ンワールド運賃とのコンビ,

運賃はＨＲＴ

■不可：ＢＡＳＩＣと

ＦＬＥＸのコンビ

エクセスバゲージ注） 可能（別注参照）

預け1個まで（23kg内）
+持込手荷物10ＫＧ以内

不可

発券期限

無料受託手荷物

可

無料で可

Ｓ７マイレージ（ＪＬ）

事前座席指定

軽食/食事あり ビジネスクラスミール

■可能：ＦＬＥＸ内のコ

ンビ、ＳＰＡ通し運賃やワ

ンワールド運賃とのコンビ,

運賃はＨＲＴ

■不可：ＢＡＳＩＣと

ＦＬＥＸのコンビ



注）往復で購入、片道利用後の片道キャンセルは、使用区間を同等クラス以上の運賃で計算します。

発券後出発前までの

キャンセル

＊＊費用＊＊

①キャンセル実費30EUR

②当社手数料5400円

③ＹＱ返金不可

（未使用の運賃及び燃

油，空港諸税は返金対

象）

＊＊費用＊＊

①当社手数料5400円

②ＹＱ税返金不可

（未使用の運賃・燃油、

空港諸税は返金対象）

ＮＯ-ＳＨＯＷ

キャンセル

（出発40分前以降）

 ＊＊費用＊＊

①キャンセル実費80EUR

②ＮＯ-ＳＨＯＷ該当の

燃油・空港諸税は返金不

可

③当社手数料

④ＹＱ返金不可

（未使用の運賃　注）及

び、NO-SOWに該当しな

い区間の燃油ＹＲ，空

港諸税は返金対象）

＊＊費用＊＊

①当社手数料5400円

②ＹＱ税返金不可

（未使用の運賃・燃油、

空港諸税は返金対象）
該当無し

幼児(2歳未満）キャンセル
実費なし

当社手数料5400円

実費なし

当社手数料5400円

該当無し

＊＊費用＊＊

①当社手数料5400円

②クラスｕｐの場合は差

額実費（ダウングレードは

不可）

■キャンセル条件

BASIC

＊＊費用＊＊

①変更実費80EUR/1回

につき

②当社手数料5400円

③クラスｕｐの場合は差

額実費（ダウングレードは

不可）

＊＊費用＊＊

①当社手数料5400円

②クラスｕｐの場合は差

額実費（ダウングレードは

不可）

エコノミークラス ビジネスクラス

BASIC FLEX種類

エコノミークラス ビジネスクラス

日付/ルートの変更

ＮＯ-ＳＨＯＷ

（出発40分前以降）

FLEX

種類 BASIC FLEX

該当無し 該当無し

日付/ルートの変更

発券後出発前まで

＊＊費用＊＊

①当社手数料5400円

②クラスｕｐの場合は差

額実費（ダウングレードは

不可）

実費5400円幼児(2歳未満）の変更
実費なし

当社手数料5400円

■変更条件

BASIC FLEX



往路

出発時間 到着時間 運行曜日 便名

15:40 19:05 火・木・土・日 S7-566　

出発時間 到着時間 運行曜日 便名

14:35 18:25 火・日 S7-568　

出発時間 到着時間 運航曜日 便名

7:55 9:30 火・木・金・土･日 S7-4822

8:20 9:30 火・木・金・土･日 S7-4826

8:00 9:20 火・木・金・土･日 S7-4830

7:20 9:05 火・木・金・土･日 S7-4832

出発時間 到着時間 運行曜日 便名

13:25 14:40 火・木・土・日 S7-565

出発時間 到着時間 運行曜日 便名

11:55 13:35 火・日 S7-567　

出発時間 到着時間 運航曜日 便名

18:45 20:35 火・木・金・土･日 S7-4823

18:35 19:50 火・木・金・土･日 S7-4827

16:55 18:15 火・木・金・土･日 S7-4829

18:55 21:05 火・木・金・土･日 S7-4833

株式会社　ジャパン・エア・トラベル・マーケティング　Ｊａｐａｎ Ａｉｒ Ｔｒａｖｅｌ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｃｏ.,Ltd.　
東京本社：〒105-0013　東京都港区浜松町1-2-11　浜松町鈴木ビル7階 観光庁長官登録旅行業第1796号

＊＊営業時間（本店）：平日　09:00～17:30　（土日祝　休み）＊＊

大阪支社：〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田2丁目5番8号　千代田ビル西別館 3階G号

＊＊営業時間（支店）：平日　09:30～18:00　（土日祝　休み）＊＊

　問合せ・予約センター「RTB」　TEL:03-5408-5550　FAX:03-5408-5551　MAIL:rtbinfo@jatm.co.jp

　問合せ・予約センター「RTB」　TEL:06-6456-4577 　FAX:06-6456-4588　MAIL:osa@jatm.co.jp

福岡

大阪（伊丹）

名古屋（中部）

到着地

スケジュール *18年03月現在の予定。変更になる場合がございます。

◆日本→ウラジオストク　≪約2時間30分≫

出発地 到着地 期間

2018/3/25-2018/10/27

2018/3/25-2018/10/27

2018/3/25-2018/10/27

期間

福岡 成田 2018/3/25-2018/10/27

成田 札幌 2018/3/25-2018/10/27

成田

成田

成田

出発地

2018/3/25-2018/10/23

ウラジオストク

復路

2018/3/25-2018/10/27

成田

出発地

大阪（伊丹）

札幌

成田 ウラジオストク 2018/3/25-2018/10/27

◆日本→ハバロフスク　≪約2時間55分≫

出発地 到着地 期間

＊日本国内線　参考※日本航空との共同運航便となります。

成田 ハバロフスク 2018/3/25-2018/10/23

＊日本国内線　　参考※日本航空との共同運航便となります。

2018/3/25-2018/10/27

◆ハバロフスク→成田　≪約2時間45分≫

出発地 到着地 期間

成田

ハバロフスク 成田

◆ウラジオストク→成田　≪約2時間30分≫

出発地 到着地 期間

2018/3/25-2018/10/27

期間

2018/3/25-2018/10/27

成田

到着地

名古屋（中部） 成田


