
R T V L K

0-310日 0-315日 0-320日 0日-323日 0日-330日

BASIC - - - - -

FLEX ¥38,000 ¥43,000 ¥51,000 ¥60,000 ¥80,000

BASIC - - - -

FLEX - - - - ¥40,000

R T V L

0-310日 0-315日 0日-320日 0日-323日

BASIC ¥39,800 ¥49,000 ¥58,800 ¥70,400

FLEX ¥47,400 ¥56,600 ¥66,400 ¥81,800

BASIC - - - ¥36,200

FLEX - - - ¥41,900

■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・・・区間によりことなります。お問い合わせ下さい。

■成田空港施設使用料・・・大人2,090円、子供1,050円

■成田空港保安サービス料・・・大人・子供520円

■現地税・・・区間によりことなります。お問い合わせ下さい。

◎ユジノサハリンスク行き

予約クラス

最低旅行日数・有効期間

◎カムチャツカ行き

2018年3月25日-2018年10月27日

成田発　S7航空（S7）ロシア各地行き
【極東乗継便】  ユジノサハリンスク、ペトロパブロフスクカムチャツキー

　～その他都市はお問い合わせ下さい～

■正規割引運賃　（エコノミークラス）

■往復■

【ウラジオストク乗継】
18年3/25～

18年10/27出発迄

★①②共通別途費用★　18年3月現在吉日

エコノミークラス　【極東乗継】

予約クラス

最低旅行日数・有効期間

■片道■

【ウラジオストク乗継】
18年3/25～

18年10/27出発迄

■往復■

【ウラジオストク乗継】
18年3/25～

18年10/27出発迄

■片道■

【ウラジオストク乗継】
18年3/25～

18年10/27出発迄

①エコノミークラス　【極東乗継】

2018年3月吉日



注）発券手数料は返金の対象外です。

ビジネスラウンジ 不可 不可 不可 不可 可

ペット 可 可 不可 可 可

アナカン 可 可 不可 可 可

Ｓ７マイレージ（ＪＬ） 50%（JLはHP確認） 100%（JLはHP確認） 無 150%（JLはHP確認） 250%（JLはHP確認）

チェックイン時の座席指定 www.s7.ruにて10EUR 無料で可 無料で可 無料で可 無料で可

事前座席指定 10€+手数料 10€+手数料 不可 無料で可 無料で可

機内食（区間による） 軽食/食事あり 軽食/食事あり 軽食/食事あり ビジネスクラスミール ビジネスクラスミール

エクセスバゲージ注） 可能（別注参照） 可能（別注参照） 可能（別注参照） 可能（別注参照） 可能（別注参照）

無料受託手荷物
預け無

（持込手荷物10ＫＧ以内のみ）

預け1個まで（23kg内）
+持込手荷物10ＫＧ以内

預け1個まで（32kg内）
+持込手荷物15ＫＧ以内

預け2個まで（32kg内）
+持込手荷物15ＫＧ以内

発券期限

■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。

■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。

■基本予約後7日以内

発券

■出発14日前以降は基

本3日以内発券

＊予約時に詳細ご案内。

予約時に詳細ご案内 予約時に詳細ご案内

小児運賃 大人運賃の75％ 大人運賃の75％

オープンジョー 可 可 可 可 可

コンビネーション

■可能：ＢＡＳＩＣ内

のコンビ（エコノミー+ビジ

ネス可能,運賃はＨＲ

Ｔ）

■不可：ＢＡＳＩＣと

ＦＬＥＸのコンビ、ＳＰ

Ａ通し運賃、ワンワールド

運賃とのコンビ

■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

■不可：公示とのコンビ

■可能：ＢＡＳＩＣ内

のコンビ（エコノミー+ビジ

ネス可能,運賃はＨＲ

Ｔ）

■不可：ＢＡＳＩＣと

ＦＬＥＸのコンビ、ＳＰ

Ａ通し運賃、ワンワールド

運賃とのコンビ

■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

可（無料）

オープン発券 不可 不可 不可 不可 可能

幼児運賃 大人運賃の10％ 大人運賃の10％ 大人運賃の10％ 大人運賃の10％ 大人運賃の10％

■運賃条件 エコノミークラス ビジネスクラス

大人運賃の75％ 大人運賃の75％

大人運賃の50%（SPA

通し運賃やワンワールド運

賃、コードシェア便は

75％）

格安　ＩＴ BASIC FLEX

①　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 BASIC FLEX

ストップオーバー 不可 可（無料） 不可 不可

http://www.s7.ruにて10eur/
http://www.s7.ruにて10eur/


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。

＊＊費用＊＊

①当社手数料￥5400

②ＹＱ税返金不可

（未使用の運賃・燃油、

空港諸税は返金対象）

■キャンセル条件 エコノミークラス ビジネスクラス

種類 BASIC FLEX

幼児(2歳未満）の変更
実費なし

当社手数料のみ

実費なし

当社手数料のみ

実費なし

当社手数料のみ

実費なし

当社手数料のみ
実費なし

日付/ルートの変更

ＮＯ-ＳＨＯＷ

（出発40分前以降）

＊＊費用＊＊

①変更実費80EUR/1回

につき

②当社手数料￥5400

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変更実費80EUR/1回

につき

②当社手数料￥5400

③クラスｕｐの場合は差

額実費（ダウングレードは

不可）

返金不可

＊＊費用＊＊

①変更実費110EUR/1

回につき

②当社手数料￥5400

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

②クラスｕｐの場合は差

額実費（ダウングレードは

不可）

実費なし

当社手数料￥5400

ＮＯ-ＳＨＯＷ

キャンセル

（出発40分前以降）

＊＊費用＊＊

①運賃・燃油・ＹＱ税返

金不可

②ＮＯ-ＳＨＯＷ区間該

当の空港税は返金不可

（基本返金不可）

 ＊＊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￥5400

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）

返金不可

＊＊費用＊＊

①運賃・燃油・ＹＱ税返

金不可

②ＮＯ-ＳＨＯＷ該当区

間の空港税は返金不可

（基本返金不可）

＊＊費用＊＊

①当社手数料￥5400

②ＹＱ税返金不可

（未使用の運賃・燃油、

空港諸税は返金対象）

格安　ＩＴ BASIC FLEX

発券後出発前までの

キャンセル

＊＊費用＊＊

①運賃・ＹＱ税返金不

可

②当社手数料￥5400

（未使用の燃油、空港諸

税のみ返金対象。利用区

間によっては手数料を差し

引くと返金できない場合も

あります）

＊＊費用＊＊

①キャンセル実費30EUR

②当社手数料￥5400

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キャンセル実費10,000

円/１チケット

②当社手数料￥5400

（未使用の運賃及び燃

油，空港諸税は返金対

象）

＊＊費用＊＊

①運賃・ＹＱ税返金不

可

②当社手数料￥5400

（未使用の燃油、空港税

のみ返金対象）

幼児(2歳未満）キャンセル
実費なし

当社手数料￥5400

実費なし

当社手数料￥5400

実費なし

当社手数料￥5400

実費なし

当社手数料￥5400

日付/ルートの変更

発券後出発前まで

＊＊費用＊＊

①変更実費60EUR/1回

につき

②当社手数料 ￥5400

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

②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変更実費3,000円/１

区間・・・出発の24時間

前まで当社でのみ変更可

能

②当社手数料￥5400

＊＊費用＊＊

①変更実費80EUR/1回

につき

②当社手数料￥5400

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

②クラスｕｐの場合は差

額実費（ダウングレードは

不可）

■変更条件 エコノミークラス ビジネスクラス

種類 BASIC FLEX 格安　ＩＴ 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 S-7566　

出発時間 到着時間 運行曜日 便名

07:05+1 09:50+1 DLY S7-3209

03:15+１ 08:30+1 水・木・土 S7-3211

復路

出発時間 到着時間 運行曜日 便名

10:55 11:50 DLY S7-3210

9:50 11:20 水・木・土 S7-3212

出発時間 到着時間 運行曜日 便名

13:25 14:40 火・木・土・日 S7-565

観光庁長官登録旅行業　１７９６号　ＩＡＴＡ公認

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.　リテール事業部（ＲＴＢ）

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

TEL : 03-5408-5550、03-6809-1200(ロシア語)　FAX : 03-5408-5551

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

  TEL : 06-6456-4577(営業)　FAX : 06-6456-4588

 お問い合わせ　rtbinfo@jatm.co.jp   サハリン情報満載 http://www.jatm.co.jp/sakhalin/

公式Instagram https://www.instagram.com/rtb_jatm/

成田

出発地

ウラジオストク

期間

2018/3/25-2018/10/27

期間

2018/3/25-2018/10/27

到着地

ウラジオストク

出発地

成田 2018/3/25-2018/10/27

期間

到着地

◆日本→ウラジオストク　≪約2時間30分≫

◆ロシア国内線

◆ウラジオストク→成田　≪約2時間30分≫

スケジュール *18年3月現在の予定。変更になる場合がございます。

到着地

ユジノサハリンスク

出発地

ウラジオストク

ウラジオストク カムチャッカ 2018/3/25-2018/10/27

◆ロシア国内線
出発地

ユジノサハリンスク

カムチャッカ

到着地

ウラジオストク

ウラジオストク

期間

2018/3/25-2018/10/27

2018/3/25-2018/10/27


