
※5/7～6/20はIIT運賃の設定はありません。

V L M K H B Y Ｄ Ｃ Ｊ

0-320日 0-323日 0-325日 0-330日 0-335日 0-355日 0日-365日 0日-355日 0日-360日 0日-365日

ＢＡＳＩＣ 56,600 63,000 79,200 91,800 108,200 127,200 205,000 180,000 350,000 450,000

ＦＬＥＸ 64,200 74,400 90,600 103,200 119,600 146,000 223,800 206,400 376,400 476,400

ＢＡＳＩＣ - 29,600 39,600 45,900 54,100 63,600 115,000 95,000 180,000 230,000

ＦＬＥＸ - 35,300 45,300 51,600 59,800 73,000 124,400 108,200 193,200 243,200

¥64,000

NRT-IKT / \5,000UP

IKT-NRT / \5,000UP

注）ON-DAY
(上記の運賃に追加になります)

5/3, 7/15, 8/9, 9/16,23

5/6, 8/12

エコノミークラス

※注意・・・BASIC(エコノミークラス):無料受託手荷物の設定が無い運賃になります。詳しくは、下記の運賃条件一覧をご確認ください。

②S7航空　公示運賃　（エコノミー/ビジネスクラス）
◎成田発イルクーツク行き

予約クラス

最低旅行日数・有効期間

■往復■
4/29 ～ 10/21出発迄

■片道■
4/29 ～ 10/21出発迄

ビジネスクラス

2018年上期　S7航空（シベリア航空）
【直行便】成田発　イルクーツク(IKT)行き　　　　★ワンワールド加盟★

◎成田発目的地・予約クラス
最低旅行日数・有効期間

出発日

4/29～5/6

5/7～6/20

6/21～7/11

9/2～9/30

①S7航空　IIT特別運賃　（エコノミークラス）

2018年1月吉日

¥32,000 ¥60,000

イルクーツク行き・Z
0　-　1ヶ月

片道(現地発片道可) 往復

¥33,000 ¥62,000

¥33,000 ¥61,000

7/12～9/1 ¥35,000



可
不可

■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Ｆ
ＬＥＸのコンビ

TAKE OVER可:
AXESS(PCC:OH7)/AMADEUS(PCC:TYOJA2730)
/INFINI(PCC:3QV6)
又は、弊社作成。

・予約が旅行開始の100日以前・・・予約完了後7日以内
・予約が旅行開始の99日～14日前・・・予約完了後3日
以内または出発14日前のいずれか早いほう
・予約が旅行開始の13日～7日前・・・予約完了後24時
間以内
・予約が旅行開始の6日～出発まで・・・予約後即発券
（ファイナルブックのみ）
※弊社回答書記載期日をご確認ください。

■成田空港施設使用料(SW)・・・大人2,090円、小児1,050円　■成田空港保安サービス料(OI)・・・大人・小児520円
■現地TAX　ロシア連邦国内旅客ターミナル使用料(RI)・・・到着時RUB 159　出発時RUB 159

※こちらはイルクーツクのロシア連邦国内旅客ターミナル使用料(RI)となります。他都市は金額が異なりますので、ご注意ください。

徴収なし(2018年1月25日現在)

TAKE OVER:1区間6.5ユーロ

不可
不可 不可

■可能:ＢＡＳＩＣ内の
コンビ（エコノミー+ビジネス
可能,運賃はＨＲＴ）
■不可:ＢＡＳＩＣとＦ
ＬＥＸのコンビ、ＳＰＡ通し
運賃、ワンワールド運賃との
コンビ

大人運賃の10％

大人運賃の75％ 大人運賃の75％ 大人運賃の75％

ビジネスクラス
公示FLEX

ビジネスクラス　・　日本発片
道、往復、オープンジョー(運
賃:HRT合算)

D/Cｸﾗｽ:大人運賃の75%
Jｸﾗｽ:大人運賃の50%

大人運賃の10％大人運賃の10％ 大人運賃の10％

■運賃:条件一覧
種類 公示FLEX ＩIＴ（AP1）

エコノミークラス
公示BASIC

・予約が旅行開始の100日以前・・・予約完了後7日以内
・予約が旅行開始の99日～14日前・・・予約完了後3日
以内または出発14日前のいずれか早いほう
・予約が旅行開始の13日～7日前・・・予約完了後24時
間以内
・予約が旅行開始の6日～出発まで・・・予約後即発券
（ファイナルブックのみ）
※弊社回答書記載期日をご確認ください。

弊社作成のみ。

弊社記録作成:不要
不要

■不可:公示とのHRT合
算不可

不可
■可能:ＢＡＳＩＣ内の
コンビ（エコノミー+ビジネス
可能,運賃はＨＲＴ）
■不可:ＢＡＳＩＣとＦ
ＬＥＸのコンビ、ＳＰＡ通し
運賃、ワンワールド運賃との
コンビ

不可

公示BASIC

クラス・旅行形態

小児運賃

幼児運賃
オープン発券

予約システム利用料(YQ)

大人運賃の75％

エコノミークラス　・　日本発
片道、往復、オープンジョー
(運賃:HRT合算)。
現地発片道可。

無料で可

S7 HP（www.s7.ru）　又は
空港にて可能　（有料）

エコノミークラス　・　日本発
片道、往復、オープンジョー
(運賃:HRT合算)

エコノミークラス　・　日本発
片道、往復、オープンジョー
(運賃:HRT合算)

不可

TAKE OVER:1区間6.5ユーロ

■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Ｆ
ＬＥＸのコンビ

不可 不可

※座席指定位置により、有料と
無料の座席があります。
有料の場合の料金は、以下の
通りです。
成田発500円/現地発
RUB300　別途弊社手数料
2,160円
※区間により、金額が異なりま
すので、その他の区間は都度お
問合せください。

※座席指定位置により、有料と
無料の座席があります。
有料の場合の料金は、以下の
通りです。
成田発500円/現地発
RUB300　別途弊社手数料
2,160円　　　　※区間により、
金額が異なりますので、その他の
区間は都度お問合せください。

不可

預け1個まで（32kg内）
+持込手荷物15ＫＧ以内

・予約が旅行開始の100日
以前・・・旅行開始の93日
前まで
・予約が旅行開始の99日
～14日前・・・予約完了後
7日以内
・予約が旅行開始の13日
～8日前・・・旅行開始の7
日前まで
・予約が旅行開始の7日～
3日前・・・予約完了後24
時間以内
・予約が旅行開始の2日～
1日前・・・予約後即発券

TAKE OVER可:
AESS(PCC:OH7)/AMADEUS(PCC:TYOJA2730)/I
NFINI(PCC:3QV6)
又は、弊社作成。

弊社記録作成:不要
預け2個まで（32kg内）

+持込手荷物15ＫＧ以内

無料で可

預け1個まで（23kg内）
+持込手荷物10ＫＧ以内

預け1個まで（23kg内）
+持込手荷物10ＫＧ以内

預け無
（持込手荷物10ＫＧ以内のみ）

無料で可

大人運賃の10％

ビジネスクラス　・　日本発片
道、往復、オープンジョー(運
賃:HRT合算)

無料で可

不可 不可 可不可

無料で可 無料で可

不可

無料受託手荷物(個数制)

事前座席指定

チェックイン時の座席指定

ビジネスラウンジ

ストップオーバー

コンビネーション

記録の作成

ファイナル期限

TAX類

燃油サーチャージ(YR)



往路

出発地 出発時間 到着地 到着時間 運行曜日 便名
成田 19:30 イルクーツク 00:10+1 木・日 S7766
成田 19:30 イルクーツク 00:10+1 日 S7766
成田 19:30 イルクーツク 00:10+1 木・日 S7766

復路

出発地 出発時間 到着地 到着時間 運行曜日 便名
イルクーツク 12:10 成田 18:30 木・日 S7765
イルクーツク 12:10 成田 18:30 日 S7765
イルクーツク 12:10 成田 18:30 木・日 S7765

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/

＊＊費用＊＊
①実費なし
②クラスｕｐの場合は差額
実費（ダウングレードは不
可）

4,000円または全額の7％

5,400円
5,400円

＊＊費用＊＊
①変更実費110EUR/1回
につき
②クラスｕｐの場合は差額
実費（ダウングレードは不
可）

2018/5/13-2018/6/17
2018/6/21-2018/10/21

変更不可

＊＊費用＊＊
①変更実費80EUR/1回に
つき
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80EUR/1回に
つき
②クラスｕｐの場合は差額
実費（ダウングレードは不
可）

2018/4/29-2018/5/6
期間

実費なし 実費なし 実費なし

＊＊費用＊＊
①運賃・ＹＱ・燃油ＹＲ払
戻不可
（未使用の空港諸税のみ
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
②ＹＱ払戻不可
（未使用の運賃及び燃油
ＹＲ，空港諸税は払戻対
象）

2018/4/29-2018/5/6

＊＊費用＊＊
①運賃・ＹＱ・燃油ＹＲ払
戻不可
②ＮＯ-ＳＨＯＷ該当の空
港税は払戻不可

 ＊＊費用＊＊
①キャンセル実費80EUR
②ＮＯ-ＳＨＯＷ該当の燃
油・空港諸税は払戻不可
③ＹＱ払戻不可
（未使用の運賃及び、NO-
SOWに該当しないセグメント
の燃油ＹＲ，空港諸税は
払戻対象）

公示BASIC 公示FLEX

2018/5/13-2018/6/17
2018/6/21-2018/10/21

エコノミークラス

＊＊費用＊＊
①キャンセル実費10,000円
/１チケット
（未使用の運賃及び燃油
ＹＲ，空港諸税は払戻対
象）※出発後の取消は払
戻不可

ＩIＴ（AP1）

実費なし 実費なし 実費なし

公示BASIC 公示FLEX ＩIＴ（AP1） 公示BASIC

＊＊費用＊＊
①運賃・燃油ＹＲ払戻不
可
②ＮＯ-ＳＨＯＷ該当の空
港税払戻不可

実費なし

エコノミークラス

ビジネスクラス
公示FLEX

実費なし

公示BASIC

実費なし

ビジネスクラス
公示FLEX

＊＊費用＊＊
①ＹＱ払戻不可
（未使用の運賃・燃油Ｙ
Ｒ、空港諸税は払戻対
象）

＊＊費用＊＊
①ＹＱ払戻不可
（未使用の運賃・燃油Ｙ
Ｒ、空港諸税は払戻対
象）

実費なし

＊＊費用＊＊
①運賃・ＹＱ・燃油ＹＲ払
戻不可
②ＮＯ-ＳＨＯＷ該当の空
港税は払戻不可

＊＊費用＊＊
①運賃・ＹＱ・燃油ＹＲ払
戻不可
（未使用の空港税のみ払
戻対象）

＊＊費用＊＊
①変更実費60EUR/1回に
つき
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実費なし
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セ
グメント/出発の24時間前ま
で当社でのみ変更可能

エコノミークラス
公示BASIC

ビジネスクラス
公示FLEX

＊＊費用＊＊
①実費なし
②クラスｕｐの場合は差額
実費（ダウングレードは不
可）

公示FLEX ＩIＴ（AP1） 公示BASIC
＊＊費用＊＊
①変更実費80EUR/1回に
つき
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:条件一覧
種類

日付・経路の変更
発券後出発前まで

日付・経路の変更
ＮＯ-ＳＨＯＷの場合
（出発40分前以降）

幼児(2歳未満）

■キャンセル:条件一覧
種類

発券後出発前まで

ＮＯ-ＳＨＯＷの場合
（出発40分前以降）

幼児(2歳未満）

■弊社手数料
種類

発券手数料

変更手数料
キャンセル手数料

■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、航空会社が認める場合のみ出発前扱いとなります）
■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。

◆日本→イルクーツク　≪約5時間40分≫
期間

◆イルクーツク→成田　≪約5時間20分≫

スケジュール


