
ビジネスクラス片道、往復、オープンジョー

詳細はGDS参照
往路・復路の旅行が特定曜日に該当する場合、Qサーチャージとしてそれぞれの額を追加する(小幼児割引適用)

①予約クラス："C" "D" ①予約クラス："Z" "F"

BUSINESS FULL FLEX C/D運賃(例：CAFJY00) BUSINESS FULL FLEX Z/F運賃(例：ZAFJY00) BUSINESS FLEX F運賃(例：FATJY33)

ヨーロッパ・中東(TS)

個人

3日発・開始。旅行開始後3日目以降または最初の日曜日以
降

制限なし

①予約クラス："F"

②予約・発券は旅行開始前までに行う。ただし、システムで発
券期限が自動で付与される場合はいずれか早い方までに行
う
③往路の予約は確定済みのこと

②予約は旅行開始前までに行う
③発券は予約完了後7日以内、かつ旅行開始前までに行う。
ただし、システムで発券期限が自動で付与される場合はいず
れか早い方までに行う
④旅行全体の予約は確定済みのこと

ワルシャワ行：
②予約は旅行開始の3日前までに行う
③発券は予約完了後7日以内、かつ旅行開始の3日前までに
行う。ただし、システムで発券期限が自動で付与される場合
はいずれか早い方までに行う
ポーランド(ワルシャワ除く)行、その他行片道運賃：
②予約は旅行開始前までに行う
③発券は予約完了後7日以内、かつ旅行開始前までに行う。
ただし、システムで発券期限が自動で付与される場合はいず
れか早い方までに行う
その他行往復運賃：
②予約は旅行開始の1日前までに行う
③発券は予約完了後7日以内、かつ旅行開始の1日前までに
行う。ただし、システムで発券期限が自動で付与される場合
はいずれか早い方までに行う

④旅行全体の予約は確定済みのこと

指定経路上の地点で可

①全旅程LOTポーランド航空(LO)に限る。ただし、日本発着国際線区間は他社運航のコードシェア便の利用は不可。また、LO8000-9999便は利用不可
②日本国内区間は全日空(NH)または日本航空(JL)の利用も可
③指定経路を適用する
④フェアブレークサーフィスセクターは不可

ワルシャワで往路・復路各1回可指定経路上の地点で無料で可

12ヵ月発・開始

可。同額またはより高額な運賃への変更に限る(変更の結果生じる運賃差額の調整を行う)

出発前
　全額払い戻し可
出発後
　出発地からすでに使用した区間を適用可能片道運賃で再計算し、支払い額との差額がある場合は残額を払い戻す

出発前
　大人40,000円、小児30,000円を取り消し手数料として収受
　し、残額を払い戻す
出発後
　出発地からすでに使用した区間を適用可能片道運賃で再
　計算し、支払い額との差額がある場合は大人40,000円、小
　児30,000円を取り消し手数料として収受し、残額を払い戻す

指定経路型運賃であり、距離計算、HIPチェックは適用しない

指定経路上の航空会社

[可]・別取りされる結合可能な運賃
・当該運賃用アッドオン運賃
・結合可能な自社1／2運賃
1／2運賃と結合する場合、結合されるより厳しい運賃の規則が全旅程に適用される。ただし、変更料金については、旅程内の変更したすべてのフェアコンポーネントの中でもっとも高い額
が適用される
[不可]・上記以外の全運賃

制限なし

小児は大人運賃の75％、幼児は大人運賃の10％。ただし、幼児は旅行中に2歳に達する場合、座席を使用し、全旅程小児運賃を適用する

乗り換え

名称・運賃種別

目的地

適用旅客・人数

クラス・旅行形態

適用期間・運賃

〈BUSINESS FULL FLEX C/D/Z/F〉〈BUSINESS FLEX F〉 LO

同時旅行

予約・経路変更

取り消し・払い戻し

LO ヨーロッパ・中東行

経路規定

運賃計算例外規定

参加航空会社

結合運賃

小幼児運賃

予約・発券

必要旅行日数

最長旅行期間

途中降機

C C



BUSINESS SEMI FLEX F AP3運賃(例：FASJY33) BUSINESS SEMI FLEX F AP7運賃(例：FASJY36) BUSINESS SEMI FLEX F AP14運賃(例：FASJY38)

ヨーロッパ(TS) ヨーロッパ・中東(TS) ヨーロッパ(TS)

②予約は旅行開始の3日前までに行う
③発券は予約完了後7日以内、かつ旅行開始の3日前
までに行う。ただし、システムで発券期限が自動に付与
される場合はいずれか早い方までに行う
④旅行全体の予約は確定済みのこと

②予約は旅行開始の7日前までに行う
③発券は予約完了後7日以内、かつ旅行開始の7日前
までに行う。ただし、システムで発券期限が自動に付与
される場合はいずれか早い方までに行う
④旅行全体の予約は確定済みのこと

②予約は旅行開始の14日前までに行う
③発券は予約完了後7日以内、かつ旅行開始の14日前
までに行う。ただし、システムで発券期限が自動に付与
される場合はいずれか早い方までに行う
④旅行全体の予約は確定済みのこと

個人

ビジネスクラス往復、オープンジョー

可(変更手数料1回につき20,000円)。ただし、すでに予約が入っている便の出発時刻までに変更手続きを行うこと。同額またはより高額な運賃への変更に限る(変更の結
果生じる運賃差額の調整を行う)

出発前
　①往路の最初の区間の予約便出発時刻より前に取り消しの連絡を行った場合
　　大人30,000円、小児22,500円を取消手数料として収受し、残額を払い戻す
　②予約便の取り消しを行わなかった場合
　　払い戻し不可
出発後
　払い戻し不可

取り消し・払い戻し

指定経路上の地点で可

①全旅程LOTポーランド航空(LO)に限る。ただし、日本発着国際線区間は他社運航のコードシェア便の利用は不可。また、LO8000-9999便は利用不可
②日本国内区間は全日空(NH)または日本航空(JL)の利用も可
③指定経路を適用する
④フェアブレークサーフィスセクターは不可

指定経路型運賃であり、距離計算、HIPチェックは適用しない

指定経路上の航空会社

[可]・別取りされる結合可能な運賃
・当該運賃用アッドオン運賃
・結合可能な自社1／2運賃
1／2運賃と結合する場合、結合されるより厳しい運賃の規則が全旅程に適用される。ただし、変更料金については、旅程内の変更したすべてのフェアコンポーネントの中
でもっとも高い額が適用される
[不可]・上記以外の全運賃

制限なし

小児は大人運賃の75％、幼児は大人運賃の10％。ただし、幼児は旅行中に2歳に達する場合、座席を使用し、全旅程小児運賃を適用する

結合運賃

小幼児運賃

同時旅行

予約・経路変更

経路規定

予約・発券

必要旅行日数

最長旅行期間

途中降機

乗り換え

〈BUSINESS SEMI FLEX F AP3/AP7/AP14〉 LOヨーロッパ・中東行

運賃計算例外規定

参加航空会社

LO

名称・運賃種別

目的地

適用旅客・人数

クラス・旅行形態

適用期間・運賃

12ヵ月発・開始

3日発・開始。旅行開始後3日目以降または最初の日曜日以降

ワルシャワで往路・復路各1回可

詳細はGDS参照
往路・復路の旅行が特定曜日に該当する場合、Qサーチャージとしてそれぞれの額を追加する(小幼児割引適用)

①予約クラス："F"

C C



LO〈PREMIUM ECO FULL FLEX P/A〉

詳細はGDS参照
往路・復路の旅行が特定曜日に該当する場合、Qサーチャージとしてそ
れぞれの額を追加する(小幼児割引適用)

詳細はGDS参照
シーズナリティの適用：往路の国際線出発日を基準として全旅程に適用
する
往路・復路の旅行が特定曜日に該当する場合、Qサーチャージとしてそ
れぞれの額を追加する(小幼児割引適用)

名称・運賃種別 PREMIUM ECO FULL FLEX P運賃(例：PAFJY00) PREMIUM ECO FULL FLEX A運賃(例：ALAFJY00)

ヨーロッパ・中東(TS)

個人

プレミアムエコノミークラス片道、往復、オープンジョー

LO ヨーロッパ・中東行

経路規定

運賃計算例外規定

参加航空会社

出発前
　全額払い戻し可
出発後
　出発地からすでに使用した区間を適用可能片道運賃で再計算し、支払い額との差額がある場合は残額を払い戻す

12ヵ月発・開始

指定経路上の地点で無料で可

小児は大人運賃の75％、幼児は大人運賃の10％。ただし、幼児は旅行中に2歳に達する場合、座席を使用し、全旅程小児運賃を適用する

指定経路型運賃であり、距離計算、HIPチェックは適用しない

指定経路上の航空会社

[可]・別取りされる結合可能な運賃
・当該運賃用アッドオン運賃
・結合可能な自社1／2運賃
1／2運賃と結合する場合、結合されるより厳しい運賃の規則が全旅程に適用される。ただし、変更料金については、旅程内の変更したすべての
フェアコンポーネントの中でもっとも高い額が適用される
[不可]・上記以外の全運賃

制限なし

可。同額またはより高額な運賃への変更に限る(変更の結果生じる運賃差額の調整を行う)

指定経路上の地点で可

①全旅程LOTポーランド航空(LO)に限る。ただし、日本発着国際線区間は他社運航のコードシェア便の利用は不可。また、LO8000-9999便は利
用不可
②日本国内区間は全日空(NH)または日本航空(JL)の利用も可。ただし、JL5000-7999便の利用は不可
③指定経路を適用する
④フェアブレークサーフィスセクターは不可

最長旅行期間

途中降機

乗り換え

制限なし

目的地

適用旅客・人数

クラス・旅行形態

適用期間・運賃

予約・発券

必要旅行日数

①予約クラス："P" ①予約クラス："A"

②予約・発券は旅行開始前までに行う。ただし、システムで発券期限が
自動で付与される場合はいずれか早い方までに行う
③往路の予約は確定済みのこと

②予約は旅行開始前までに行う
③発券は予約完了後7日以内、かつ旅行開始前までに行う。ただし、シ
ステムで発券期限が自動で付与される場合はいずれか早い方までに行
う
④旅行全体の予約は確定済みのこと

結合運賃

小幼児運賃

同時旅行

予約・経路変更

取り消し・払い戻し

W W



個人

プレミアムエコノミークラス片道、往復、オープンジョー
プレミアムエコノミークラス往復、オープ
ンジョー

プレミアムエコノミークラス片道、往復、
オープンジョー

PREMIUM ECO FLEX A運賃
(例：ALATJY70)

PREMIUM ECO FLEX R運賃
(例：RLATJY30)

PREMIUM ECO FLEX R AP1運賃
(例：RLATJY31)

PREMIUM ECO FLEX R AP3運賃
(例：RLATJY33)

ヨーロッパ・中東(TS) ヨーロッパ(TS)

②予約は旅行開始前までに行う
③発券は予約完了後7日以内、かつ旅
行開始前までに行う。ただし、システム
で発券期限が自動で付与される場合
はいずれか早い方までに行う
④旅行全体の予約は確定済みのこと

②予約は旅行開始前までに行う
③発券は以下の期限、もしくはシステ
ムで自動に付与される発券期限のい
ずれか早い方までに行う
　・予約が旅行開始の29日以前：予約
完了後7日以内
　・予約が旅行開始の28～7日前：予約
完了後72時間以内
　・予約が旅行開始の6日～旅行開始
前：予約完了後24時間以内。ただし、
旅行開始前までに行うこと
④旅行全体の予約は確定済みのこと

②予約は旅行開始の1日前までに行う
③発券は以下の期限、もしくはシステ
ムで自動に付与される発券期限のい
ずれか早い方までに行う
　・予約が旅行開始の29日以前：予約
完了後7日以内
　・予約が旅行開始の28～7日前：予約
完了後72時間以内
　・予約が旅行開始の6～1日前：予約
完了後24時間以内。ただし、旅行開始
の1日前までに行うこと
④旅行全体の予約は確定済みのこと

②予約は旅行開始の3日前までに行う
③発券は以下の期限、もしくはシステ
ムで自動に付与される発券期限のい
ずれか早い方までに行う
　・予約が旅行開始の29日以前：予約
完了後7日以内
　・予約が旅行開始の28～7日前：予約
完了後72時間以内
　・予約が旅行開始の6～3日前：予約
完了後24時間以内。ただし、旅行開始
の3日前までに行うこと
④旅行全体の予約は確定済みのこと

詳細はGDS参照
シーズナリティの適用：往路の国際線出発日を基準として全旅程に適用する
往路・復路の旅行が特定曜日に該当する場合、Qサーチャージとしてそれぞれの額を追加する(小幼児割引適用)

①予約クラス："A" ①予約クラス："R"

可。ただし、すでに予約が入っている便の出発時刻までに変更手続きを行うこと。同額またはより高額な運賃への変更に限る(変更の結果生じる運賃差額の調
整を行う)

出発前
　大人30,000円、小児22,500円を取消手数料として収受し、残額を払い戻す
出発後
　払い戻し不可

指定経路上の地点で可

①全旅程LOTポーランド航空(LO)に限る。ただし、日本発着国際線区間は他社運航のコードシェア便の利用は不可。また、LO8000-9999便は利用不可
②日本国内区間は全日空(NH)または日本航空(JL)の利用も可。ただし、JL5000-7999便の利用は不可
③指定経路を適用する
④フェアブレークサーフィスセクターは不可

指定経路型運賃であり、距離計算、HIPチェックは適用しない

指定経路上の航空会社

小児は大人運賃の75％、幼児は大人運賃の10％。ただし、幼児は旅行中に2歳に達する場合、座席を使用し、全旅程小児運賃を適用する

結合運賃

小幼児運賃

同時旅行

[可]・別取りされる結合可能な運賃
・当該運賃用アッドオン運賃
・結合可能な自社1／2運賃
1／2運賃と結合する場合、結合されるより厳しい運賃の規則が全旅程に適用される。ただし、変更料金については、旅程内の変更したすべてのフェアコンポー
ネントの中でもっとも高い額が適用される
[不可]・上記以外の全運賃

制限なし

経路規定

運賃計算例外規定

参加航空会社

12ヵ月発・開始

2日発・開始。旅行開始後2日目以降 3日発・開始。旅行開始後3日目以降または最初の日曜日以降

ワルシャワで往路・復路各1回可

予約・経路変更

取り消し・払い戻し

ヨーロッパ・中東行 LO〈PREMIUM ECO FLEX A/R/R AP1/R AP3〉

名称・運賃種別

目的地

適用旅客・人数

クラス・旅行形態

適用期間・運賃

予約・発券

必要旅行日数

最長旅行期間

途中降機

LO

乗り換え

W W



途中降機

LO ヨーロッパ・中東行 〈PREMIUM ECO SEMI FLEX A/A AP1〉 LO

適用期間・運賃
詳細はGDS参照
シーズナリティの適用：往路の国際線出発日を基準として全旅程に適用する
往路・復路の旅行が特定曜日に該当する場合、Qサーチャージとしてそれぞれの額を追加する(小幼児割引適用)

名称・運賃種別

目的地

適用旅客・人数

クラス・旅行形態

[可]・別取りされる結合可能な運賃
・当該運賃用アッドオン運賃
・結合可能な自社1／2運賃
1／2運賃と結合する場合、結合されるより厳しい運賃の規則が全旅程に適用される。ただし、変更料金については、旅程内の変更したすべての
フェアコンポーネントの中でもっとも高い額が適用される
[不可]・上記以外の全運賃

指定経路上の航空会社

指定経路型運賃であり、距離計算、HIPチェックは適用しない

①全旅程LOTポーランド航空(LO)に限る。ただし、日本発着国際線区間は他社運航のコードシェア便の利用は不可。また、LO8000-9999便は利
用不可
②日本国内区間は全日空(NH)または日本航空(JL)の利用も可。ただし、JL5000-7999便の利用は不可
③指定経路を適用する
④フェアブレークサーフィスセクターは不可

指定経路上の地点で可

取り消し・払い戻し

出発前
　大人30,000円、小児22,500円を取消手数料として収受し、残額を払い戻す
出発後
　払い戻し不可

可(変更手数料1回につき20,000円)。ただし、すでに予約が入っている便の出発時刻までに変更手続きを行うこと。同額またはより高額な運賃への
変更に限る(変更の結果生じる運賃差額の調整を行う)

制限なし

小児は大人運賃の75％、幼児は大人運賃の10％。ただし、幼児は旅行中に2歳に達する場合、座席を使用し、全旅程小児運賃を適用する

乗り換え

経路規定

PREMIUM ECO SEMI FLEX A運賃(例：ALASJY70)
PREMIUM ECO SEMI FLEX A AP1運賃
(例：ALASJY71)

ヨーロッパ・中東(TS)

個人

プレミアムエコノミークラス片道、往復、オープンジョー

①予約クラス："A"

②予約は旅行開始前までに行う
③発券は予約完了後7日以内、かつ旅行開始前までに行う。ただし、シ
ステムで発券期限が自動で付与される場合はいずれか早い方までに行
う
④旅行全体の予約は確定済みのこと

②予約は旅行開始の1日前までに行う
③発券は予約完了後7日以内、かつ旅行開始の1日前までに行う。ただ
し、システムで発券期限が自動で付与される場合はいずれか早い方ま
でに行う
④旅行全体の予約は確定済みのこと

2日発・開始。旅行開始後2日目以降

予約・発券

ワルシャワで往路・復路各1回可

12ヵ月発・開始

必要旅行日数

最長旅行期間

予約・経路変更

運賃計算例外規定

参加航空会社

結合運賃

小幼児運賃

同時旅行

W W



LO ヨーロッパ・中東行 〈PREMIUM ECO SEMI FLEX R AP1/R AP2/R AP7/R AP14〉 LO

[可]・別取りされる結合可能な運賃
・当該運賃用アッドオン運賃
・結合可能な自社1／2運賃
1／2運賃と結合する場合、結合されるより厳しい運賃の規則が全旅程に適用される。ただし、変更料金については、旅程内の変更したすべてのフェアコンポー
ネントの中でもっとも高い額が適用される
[不可]・上記以外の全運賃

指定経路上の航空会社

指定経路型運賃であり、距離計算、HIPチェックは適用しない

①全旅程LOTポーランド航空(LO)に限る。ただし、日本発着国際線区間は他社運航のコードシェア便の利用は不可。また、LO8000-9999便は利用不可
②日本国内区間は全日空(NH)または日本航空(JL)の利用も可。ただし、JL5000-7999便の利用は不可
③指定経路を適用する
④フェアブレークサーフィスセクターは不可

指定経路上の地点で可

ワルシャワで往路・復路各1回可

運賃計算例外規定

参加航空会社

結合運賃

途中降機

乗り換え

経路規定

取り消し・払い戻し

出発前
　大人30,000円、小児22,500円を取消手数料として収受し、残額を払い戻す
出発後
　払い戻し不可

可(変更手数料1回につき20,000円)。ただし、すでに予約が入っている便の出発時刻までに変更手続きを行うこと。同額またはより高額な運賃への変更に限る
(変更の結果生じる運賃差額の調整を行う)

制限なし

小児は大人運賃の75％、幼児は大人運賃の10％。ただし、幼児は旅行中に2歳に達する場合、座席を使用し、全旅程小児運賃を適用する小幼児運賃

同時旅行

予約・経路変更

必要旅行日数 3日発・開始。旅行開始後3日目以降または最初の日曜日以降 3日発・開始。旅行開始後3日目以降

最長旅行期間 12ヵ月発・開始

予約・発券

①予約クラス："R"

②予約は旅行開始の1日前までに行う
③発券は以下の期限、もしくはシステ
ムで自動に付与される発券期限のい
ずれか早い方までに行う
　・予約が旅行開始の29日以前：予約
完了後7日以内
　・予約が旅行開始の28～7日前：予約
完了後72時間以内
　・予約が旅行開始の6～1日前：予約
完了後24時間以内。ただし、旅行開始
の1日前までに行うこと
④旅行全体の予約は確定済みのこと

②予約は旅行開始の2日前までに行う
③発券は以下の期限、もしくはシステ
ムで自動に付与される発券期限のい
ずれか早い方までに行う
　・予約が旅行開始の29日以前：予約
完了後7日以内
　・予約が旅行開始の28～7日前：予約
完了後72時間以内
　・予約が旅行開始の6～2日前：予約
完了後24時間以内。ただし、旅行開始
の2日前までに行うこと
④旅行全体の予約は確定済みのこと

往復運賃：
②予約は旅行開始の7日前までに行う
③発券は以下の期限、もしくはシステ
ムで自動に付与される発券期限のい
ずれか早い方までに行う
　・予約が旅行開始の29日以前：予約
完了後7日以内
　・予約が旅行開始の28～7日前：予約
完了後72時間以内。ただし、旅行開始
の7日前までに行うこと
片道運賃：
②予約は旅行開始前までに行う
③発券は以下の期限、もしくはシステ
ムで自動に付与される発券期限のい
ずれか早い方までに行う
　・予約が旅行開始の29日以前：予約
完了後7日以内
　・予約が旅行開始の28～7日前：予約
完了後72時間以内
　・予約が旅行開始の6日～旅行開始
前：予約完了後24時間以内。ただし、
旅行開始前までに行うこと

④旅行全体の予約は確定済みのこと

②予約は旅行開始の14日前までに行
う
③発券は以下の期限、もしくはシステ
ムで自動に付与される発券期限のい
ずれか早い方までに行う
　・予約が旅行開始の29日以前：予約
完了後7日以内
　・予約が旅行開始の28～14日前：予
約完了後72時間以内。ただし、旅行開
始の14日前までに行うこと
④旅行全体の予約は確定済みのこと

クラス・旅行形態 プレミアムエコノミークラス往復、オープンジョー
プレミアムエコノミークラス片道、往復、
オープンジョー

プレミアムエコノミークラス往復、オープ
ンジョー

適用期間・運賃
詳細はGDS参照
シーズナリティの適用：往路の国際線出発日を基準として全旅程に適用する
往路・復路の旅行が特定曜日に該当する場合、Qサーチャージとしてそれぞれの額を追加する(小幼児割引適用)

目的地 ヨーロッパ(TS) ヨーロッパ・中東(TS) ヨーロッパ(TS)

適用旅客・人数 個人

名称・運賃種別
PREMIUM ECO SEMI FLEX R AP1運
賃(例：RLASJY31)

PREMIUM ECO SEMI FLEX R AP2運
賃(例：RLASJY32)

PREMIUM ECO SEMI FLEX R AP7運
賃(例：RLASJY36)

PREMIUM ECO SEMI FLEX R AP14運
賃(例：RLASJY88)

W W



LO ヨーロッパ・中東行 〈ECONOMY FULL FLEX Y/B/M〉

小児は大人運賃の75％、幼児は大人運賃の10％。ただし、幼児は旅行中に2歳に達する場合、座席を使用し、全旅程小児運賃を適用する

名称・運賃種別

目的地

適用旅客・人数

クラス・旅行形態

適用期間・運賃

①全旅程LOTポーランド航空(LO)に限る。ただし、日本発着国際線区間は他社運航のコードシェア便の利用は不可。また、LO8000-9999便は利
用不可
②日本国内区間は全日空(NH)または日本航空(JL)の利用も可。ただし、JL5000-7999便の利用は不可
③指定経路を適用する
④フェアブレークサーフィスセクターは不可

指定経路上の地点で可

予約・発券

必要旅行日数

最長旅行期間

LO

エコノミークラス片道、往復、オープンジョー

指定経路上の地点で無料で可

12ヵ月発・開始

制限なし

ECONOMY FULL FLEX Y/B運賃(例：YAFJY00) ECONOMY FULL FLEX M運賃(例：MLAFJY00)

ヨーロッパ・中東(TS)

個人

詳細はGDS参照
シーズナリティの適用：往路の国際線出発日を基準として全旅程に適用する
往路・復路の旅行が特定曜日に該当する場合、Qサーチャージとしてそれぞれの額を追加する(小幼児割引適用)

①予約クラス："Y" "B" ①予約クラス："M"

②予約・発券は旅行開始前までに行う。ただし、システムで発券期限が
自動で付与される場合はいずれか早い方までに行う
③旅行全体の予約は確定済みのこと

②予約は旅行開始前までに行う
③発券は以下の期限、もしくはシステムで自動に付与される発券期限の
いずれか早い方までに行う
　・予約が旅行開始の14日以前：予約完了後7日以内
　・予約が旅行開始の13～7日前：予約完了後72時間以内
　・予約が旅行開始の6日～旅行開始前：予約完了後24時間以内。ただ
し、旅行開始前まで
④旅行全体の予約は確定済みのこと

途中降機

乗り換え

出発前
　全額払い戻し可
出発後
　出発地からすでに使用した区間を適用可能片道運賃で再計算し、支払い額との差額がある場合は残額を払い戻す

指定経路型運賃であり、距離計算、HIPチェックは適用しない

指定経路上の航空会社

[可]・別取りされる結合可能な運賃
・当該運賃用アッドオン運賃
・結合可能な自社1／2運賃
1／2運賃と結合する場合、結合されるより厳しい運賃の規則が全旅程に適用される。ただし、変更料金については、旅程内の変更したすべての
フェアコンポーネントの中でもっとも高い額が適用される
[不可]・上記以外の全運賃

制限なし

可。同額またはより高額な運賃への変更に限る(変更の結果生じる運賃差額の調整を行う)

経路規定

運賃計算例外規定

参加航空会社

結合運賃

小幼児運賃

同時旅行

予約・経路変更

取り消し・払い戻し

Y Y



予約・経路変更

取り消し・払い戻し

LO ヨーロッパ・中東行 〈ECONOMY FLEX B/M/E〉

名称・運賃種別

目的地

適用旅客・人数

クラス・旅行形態

適用期間・運賃

予約・発券

①予約クラス："B" ①予約クラス："M" ①予約クラス："E"

②予約・発券は旅行開始前までに行う。ただし、システ
ムで発券期限が自動で付与される場合はいずれか早
い方までに行う
③旅行全体の予約は確定済みのこと

②予約は旅行開始前までに行う
③発券は以下の期限、もしくはシステムで自動に付与される発券期限のいずれか早い方までに行う
　・予約が旅行開始の14日以前：予約完了後7日以内
　・予約が旅行開始の13～7日前：予約完了後72時間以内
　・予約が旅行開始の6日～旅行開始前：予約完了後24時間以内。ただし、旅行開始前まで
④旅行全体の予約は確定済みのこと

2日発・開始。旅行開始後2日目以降制限なし
3日発・開始。旅行開始後3日目以降または最初の日曜
日以降

必要旅行日数

LO

詳細はGDS参照
シーズナリティの適用：往路の国際線出発日を基準とし
て全旅程に適用する
往路・復路の旅行が特定日、特定曜日に該当する場
合、Qサーチャージとしてそれぞれの額を追加する(小幼
児割引適用)

ECONOMY FLEX B運賃(例：BLATJY00) ECONOMY FLEX M運賃(例：MLATJY70) ECONOMY FLEX E運賃(例：ELATJY30)

ヨーロッパ(TS) ヨーロッパ・中東(TS)

個人

エコノミークラス片道、往復、オープンジョー

詳細はGDS参照
シーズナリティの適用：往路の国際線出発日を基準として全旅程に適用する
往路・復路の旅行が特定曜日に該当する場合、Qサーチャージとしてそれぞれの額を追加する(小幼児割引適
用)

     ワルシャワで往路・復路各1回可

最長旅行期間

途中降機

乗り換え

①全旅程LOTポーランド航空(LO)に限る。ただし、日本発着国際線区間は他社運航のコードシェア便の利用は不可。また、LO8000-9999便は利用不可
②日本国内区間は全日空(NH)または日本航空(JL)の利用も可。ただし、JL5000-7999便の利用は不可
③指定経路を適用する
④フェアブレークサーフィスセクターは不可

指定経路上の地点で可

経路規定

12ヵ月発・開始

出発前
　大人20,000円、小児15,000円を取消手数料として収受し、残額を払い戻す
出発後
　払い戻し不可

指定経路型運賃であり、距離計算、HIPチェックは適用しない

指定経路上の航空会社

[可]・別取りされる結合可能な運賃
・当該運賃用アッドオン運賃
・結合可能な自社1／2運賃
1／2運賃と結合する場合、結合されるより厳しい運賃の規則が全旅程に適用される。ただし、変更料金については、旅程内の変更したすべてのフェアコンポーネントの中
でもっとも高い額が適用される
[不可]・上記以外の全運賃

制限なし

可。ただし、すでに予約が入っている便の出発時刻までに変更手続きを行うこと。同額またはより高額な運賃への変更に限る(変更の結果生じる運賃差額の調整を行う)

小児は大人運賃の75％、幼児は大人運賃の10％。ただし、幼児は旅行中に2歳に達する場合、座席を使用し、全旅程小児運賃を適用する

運賃計算例外規定

参加航空会社

結合運賃

小幼児運賃

同時旅行

Y Y



[可]・別取りされる結合可能な運賃
・当該運賃用アッドオン運賃
・結合可能な自社1／2運賃
1／2運賃と結合する場合、結合されるより厳しい運賃の規則が全旅程に適用される。ただし、変更料金については、旅程内の変更したすべてのフェアコンポーネントの中
でもっとも高い額が適用される
[不可]・上記以外の全運賃

小児は大人運賃の75％、幼児は大人運賃の10％。ただし、幼児は旅行中に2歳に達する場合、座席を使用し、全旅程小児運賃を適用する

出発前
　大人20,000円、小児15,000円を取消手数料として収受し、残額を払い戻す
出発後
　払い戻し不可

可。ただし、すでに予約が入っている便の出発時刻までに変更手続きを行うこと。同額またはより高額な運賃への変更に限る(変更の結果生じる運賃差額の調整を行う)

制限なし

12ヵ月発・開始

指定経路上の地点で往路・復路各1回可(1回につき
10,000円)

     ワルシャワで往路・復路各1回可

指定経路上の地点で可

①全旅程LOTポーランド航空(LO)に限る。ただし、日本発着国際線区間は他社運航のコードシェア便の利用は不可。また、LO8000-9999便は利用不可
②日本国内区間は全日空(NH)または日本航空(JL)の利用も可。ただし、JL5000-7999便の利用は不可
③指定経路を適用する
④フェアブレークサーフィスセクターは不可

指定経路型運賃であり、距離計算、HIPチェックは適用しない

指定経路上の航空会社

予約・経路変更

取り消し・払い戻し

エコノミークラス往復、オープンジョー

①予約クラス："L"

②予約は旅行開始の7日前までに行う
③発券は以下の期限、もしくはシステムで自動に付与さ
れる発券期限のいずれか早い方までに行う
　・予約が旅行開始の29日以前：予約完了後7日以内
　・予約が旅行開始の28～7日前：予約完了後72時間以
内。ただし、旅行開始の7日前まで
④旅行全体の予約は確定済みのこと

結合運賃

小幼児運賃

同時旅行

経路規定

運賃計算例外規定

参加航空会社

最長旅行期間

途中降機

乗り換え

必要旅行日数
3日発・開始。旅行開始後3日目以降または最初の日曜
日以降

ワルシャワ行：3日発・開始。旅行開始後3日目以降
その他：3日発・開始。旅行開始後3日目以降または最
初の日曜日以降

クラス・旅行形態

適用期間・運賃

予約・発券

①予約クラス："H" "K" "Q" "T" "S" "V"

エコノミークラス片道、往復、オープンジョー

詳細はGDS参照
シーズナリティの適用：往路の国際線出発日を基準として全旅程に適用する
往路・復路の旅行が特定日、特定曜日に該当する場合、Qサーチャージとしてそれぞれの額を追加する(小幼児割引適用)

ポーランド行：3日発・開始。旅行開始後3日目以降
その他：3日発・開始。旅行開始後3日目以降または最
初の日曜日以降

①予約クラス："W"

②予約は旅行開始前までに行う
③発券は以下の期限、もしくはシステムで自動に付与される発券期限のいずれか早い方までに行う
　・予約が旅行開始の29日以前：予約完了後7日以内
　・予約が旅行開始の28～7日前：予約完了後72時間以内
　・予約が旅行開始の6日～旅行開始前：予約完了後24時間以内。ただし、旅行開始前まで
④旅行全体の予約は確定済みのこと

目的地

適用旅客・人数

LO ヨーロッパ・中東行 〈ECONOMY FLEX H/K/Q/T/S/V/W/L〉

個人

ヨーロッパ・中東(TS)

LO

名称・運賃種別 ECONOMY FLEX L運賃(例：LPATJY86)ECONOMY FLEX H/K/Q/T/S/V運賃(例：HLATJY30) ECONOMY FLEX W運賃(例：WLATJY80)

Y Y



ECONOMY SEMI FLEX B運賃(例：BLASJY00) ECONOMY SEMI FLEX M運賃(例：MLASJY70) ECONOMY SEMI FLEX E運賃(例：ELASJY30)名称・運賃種別

目的地

②予約・発券は旅行開始前までに行う。ただし、システ
ムで発券期限が自動で付与される場合はいずれか早
い方までに行う
③旅行全体の予約は確定済みのこと

②予約は旅行開始前までに行う
③発券は以下の期限、もしくはシステムで自動に付与される発券期限のいずれか早い方までに行う
　・予約が旅行開始の14日以前：予約完了後7日以内
　・予約が旅行開始の13～7日前：予約完了後72時間以内
　・予約が旅行開始の6日～旅行開始前：予約完了後24時間以内。ただし、旅行開始前まで
④旅行全体の予約は確定済みのこと

ヨーロッパ(TS) ヨーロッパ・中東(TS)

個人

エコノミークラス片道、往復、オープンジョー

詳細はGDS参照
シーズナリティの適用：往路の国際線出発日を基準として全旅程に適用する
往路・復路の旅行が特定曜日に該当する場合、Qサーチャージとしてそれぞれの額を追加する(小幼児割引適
用)

詳細はGDS参照
シーズナリティの適用：往路の国際線出発日を基準とし
て全旅程に適用する
往路・復路の旅行が特定日、特定曜日に該当する場
合、Qサーチャージとしてそれぞれの額を追加する(小幼
児割引適用)

①予約クラス："B" ①予約クラス："M" ①予約クラス："E"

取り消し・払い戻し

制限なし

可(変更手数料1回につき20,000円)。ただし、すでに予約が入っている便の出発時刻までに変更手続きを行うこと。同額またはより高額な運賃への変更に限る(変更の結
果生じる運賃差額の調整を行う)

指定経路上の地点で可

①全旅程LOTポーランド航空(LO)に限る。ただし、日本発着国際線区間は他社運航のコードシェア便の利用は不可。また、LO8000-9999便は利用不可
②日本国内区間は全日空(NH)または日本航空(JL)の利用も可。ただし、JL5000-7999便の利用は不可
③指定経路を適用する
④フェアブレークサーフィスセクターは不可

指定経路型運賃であり、距離計算、HIPチェックは適用しない

指定経路上の航空会社

[可]・別取りされる結合可能な運賃
・当該運賃用アッドオン運賃
・結合可能な自社1／2運賃
1／2運賃と結合する場合、結合されるより厳しい運賃の規則が全旅程に適用される。ただし、変更料金については、旅程内の変更したすべてのフェアコンポーネントの中
でもっとも高い額が適用される
[不可]・上記以外の全運賃

参加航空会社

結合運賃

小幼児運賃

同時旅行

予約・経路変更

最長旅行期間

途中降機

乗り換え

経路規定

運賃計算例外規定

出発前
　①往路の最初の区間の予約便出発時刻より前に取り消しの連絡を行った場合
　　大人30,000円、小児22,500円を取消手数料として収受し、残額を払い戻す
　②予約便の取り消しを行わなかった場合
　　払い戻し不可
出発後
　払い戻し不可

LO ヨーロッパ・中東行 〈ECONOMY SEMI FLEX B/M/E〉 LO

3日発・開始。旅行開始後3日目以降または最初の日曜
日以降

2日発・開始。旅行開始後2日目以降制限なし

適用旅客・人数

クラス・旅行形態

適用期間・運賃

予約・発券

必要旅行日数

12ヵ月発・開始

     ワルシャワで往路・復路各1回可

小児は大人運賃の75％、幼児は大人運賃の10％。ただし、幼児は旅行中に2歳に達する場合、座席を使用し、全旅程小児運賃を適用する
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最長旅行期間

適用期間・運賃

予約・発券

①予約クラス："H" "K" "Q" "T" "S"
"V"

①予約クラス："W"

詳細はGDS参照
シーズナリティの適用：往路の国際線出発日を基準として全旅程に適用する
往路・復路の旅行が特定日、特定曜日に該当する場合、Qサーチャージとしてそれぞれの額を追加する(小幼児割引適用)

個人

ヨーロッパ・中東(TS)

エコノミークラス片道、往復、オープン
ジョー

取り消し・払い戻し

小幼児運賃

同時旅行

予約・経路変更

運賃計算例外規定

参加航空会社

結合運賃

途中降機

乗り換え

経路規定

②予約は旅行開始前までに行う
③発券は以下の期限、もしくはシステムで自動に付与される発券期限のいずれ
か早い方までに行う
　・予約が旅行開始の29日以前：予約完了後7日以内
　・予約が旅行開始の28～7日前：予約完了後72時間以内
　・予約が旅行開始の6日～旅行開始前：予約完了後24時間以内。ただし、旅
行開始前まで
④旅行全体の予約は確定済みのこと

必要旅行日数

①予約クラス："L" ①予約クラス："U"

ポーランド(ワルシャワ除く)行：
②予約は旅行開始の1日前までに行う
③発券は以下の期限、もしくはシステ
ムで自動に付与される発券期限のい
ずれか早い方までに行う
　・予約が旅行開始の29日以前：予約
完了後7日以内
　・予約が旅行開始の28～7日前：予約
完了後72時間以内
　・予約が旅行開始の6～1日前：予約
完了後24時間以内。ただし、旅行開始
の1日前まで
その他：
②予約は旅行開始の7日前までに行う
③発券は以下の期限、もしくはシステ
ムで自動に付与される発券期限のい
ずれか早い方までに行う
　・予約が旅行開始の29日以前：予約
完了後7日以内
　・予約が旅行開始の28～7日前：予約
完了後72時間以内。ただし、旅行開始
の7日前まで

④旅行全体の予約は確定済みのこと

②予約は旅行開始の7日前までに行う
③発券は予約完了後72時間以内、か
つ旅行開始の7日前までに行う。ただ
し、システムで発券期限が自動に付与
される場合はいずれか早い方までに行
う
④旅行全体の予約は確定済みのこと

12ヵ月発・開始

ポーランド行：3日発・開始。旅行開始後3日目以降
その他：3日発・開始。旅行開始後3日目以降または最初の日曜日以降

ワルシャワ行：3日発・開始。旅行開始
後3日目以降
その他：3日発・開始。旅行開始後3日
目以降または最初の日曜日以降

3日発・開始。旅行開始後3日目以降ま
たは最初の日曜日以降

出発前
　①往路の最初の区間の予約便出発時刻より前に取り消しの連絡を行った場合
　　大人30,000円、小児22,500円を取消手数料として収受し、残額を払い戻す
　②予約便の取り消しを行わなかった場合
　　払い戻し不可
出発後
　払い戻し不可

可(変更手数料1回につき20,000円)。ただし、すでに予約が入っている便の出発時刻までに変更手続きを行うこと。同額またはより高額な運賃への変更に限る
(変更の結果生じる運賃差額の調整を行う)

制限なし

小児は大人運賃の75％、幼児は大人運賃の10％。ただし、幼児は旅行中に2歳に達する場合、座席を使用し、全旅程小児運賃を適用する

[可]・別取りされる結合可能な運賃
・当該運賃用アッドオン運賃
・結合可能な自社1／2運賃
1／2運賃と結合する場合、結合されるより厳しい運賃の規則が全旅程に適用される。ただし、変更料金については、旅程内の変更したすべてのフェアコンポー
ネントの中でもっとも高い額が適用される
[不可]・上記以外の全運賃

指定経路上の航空会社

指定経路型運賃であり、距離計算、HIPチェックは適用しない

①全旅程LOTポーランド航空(LO)に限る。ただし、日本発着国際線区間は他社運航のコードシェア便の利用は不可。また、LO8000-9999便は利用不可
②日本国内区間は全日空(NH)または日本航空(JL)の利用も可。ただし、JL5000-7999便の利用は不可
③指定経路を適用する
④フェアブレークサーフィスセクターは不可

指定経路上の地点で可

指定経路上の地点で往路・復路各1回可(1回につき10,000円)ワルシャワで往路・復路各1回可

エコノミークラス片道、往復、オープン
ジョー

LO ヨーロッパ・中東行 〈ECONOMY SEMI　FLEX H/K/Q/T/S/V/W/L/U〉 LO

ECONOMY SEMI FLEX L運賃
(例：LLASJY86)

ECONOMY SEMI FLEX U運賃
(例：UPASJY86)

エコノミークラス往復、オープンジョー

目的地

適用旅客・人数

クラス・旅行形態

名称・運賃種別
ECONOMY SEMI FLEX H/K/Q/T/S/V
運賃(例：HLASJY30)

ECONOMY SEMI FLEX W運賃
(例：WLASJY80)
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