
詳細規則

名称・運賃種別

目的地

適用旅客・人数

クラス・旅行形態

往路出発（W） 日・月 往路出発（X） 火～土 日・月 往路出発（X） 火～土 日・月 往路出発（X） 火～土

予約クラス

必要旅行日数

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

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

内容

Saver C-3O運賃(例：CNX3OACF) Semi-Flex B-OA運賃(例：BNX0OACD) Standard H-3O運賃(例：HNN3OACE)

中国 中国・香港・台湾 中国・台湾

個人

ビジネスクラス片道 エコノミークラス片道

詳細はGDS参照
詳細はGDS参照
特定便加算額をQサーチャージ(小幼児割引適用)として追加す
る(香港・台湾行のみ)

詳細はGDS参照
特定便加算額をQサーチャージ(小幼児割引適用)として追加す
る(台湾行のみ)

ウィークエンド(W)・ウィークデイ(X)運賃の適用：
日本国内の最終地点を出発する曜日を基準とし、片道運賃を
適用する

ウィークエンド(W)・ウィークデイ(X)運賃の適用：
日本国内の最終地点を出発する曜日を基準とし、片道運賃を
適用する

ウィークエンド(W)・ウィークデイ(X)運賃の適用(中国行のみ)：
日本国内の最終地点を出発する曜日を基準とし、片道運賃を
適用する

"C"(日本国内"J" "Y"(2022年6月30日以前搭乗分)、"C"
"Y"(2022年7月1日以降搭乗分)、GK運航のコードシェア便"H"
"B"　"Y")

"B"(日本国内"Y"(2022年6月30日以前搭乗分)、"B"(2022年7
月1日以降搭乗分)、GK運航のコードシェア便"V"　"L"　"M"
"K"　"H")

"H"(日本国内"Y"(2022年6月30日以前搭乗分)、"H"(2022年7
月1日以降搭乗分)、GK運航のコードシェア便"V"　"L"　"M"
"K")

・予約は最初の国際線搭乗日の3日前までに行う
・発券はJL／HRプレートを使用し、以下の期限までに行う。ただ
し、2022/3/31まで
　・予約が最初の国際線搭乗日の29日以前：予約完了後7日以
内
　・予約が最初の国際線搭乗日の28～3日前：予約完了後3日
以内。ただし、最初の国際線搭乗日の3日前まで
キャンセル待ちを含んだ場合にも、上記規則を適用する(予約
済みの便も含めて自動取り消しとなる)
・旅行全体の予約は確定済みのこと

・発券はJL／HRプレートを使用し、予約完了後7日以内、もしく
は2022/3/31までのいずれか早い方までに行う
キャンセル待ちを含んだ場合にも、上記規則を適用する(予約
済みの便も含めて自動取り消しとなる)
・旅行全体の予約は確定済みのこと

・予約は最初の国際線搭乗日の3日前までに行う
・発券はJL／HRプレートを使用し、以下の期限までに行う。ただ
し、2022/3/31まで
　・予約が最初の国際線搭乗日の29日以前：予約完了後7日以
内
　・予約が最初の国際線搭乗日の28～3日前：予約完了後3日
以内。ただし、最初の国際線搭乗日の3日前まで
キャンセル待ちを含んだ場合にも、上記規則を適用する(予約
済みの便も含めて自動取り消しとなる)
・旅行全体の予約は確定済みのこと

航空券のENDORSEMENT欄に"NO CHG/RFND RESTR
APPLY"と記入する

航空券のENDORSEMENT欄に"RFND RESTR APPLY"と記入
する

航空券のENDORSEMENT欄に"FEE ON CHG/RFND RESTR
APPLY"と記入する APPLY"と記入する

制限なし

12ヵ月発・開始

中国国内で1回可(5,000円)
中国行：中国国内で1回可(5,000円)
香港・台湾行：不可

中国行：中国国内で1回可(5,000円)
台湾行：不可

小児は大人運賃の75％、幼児は大人運賃の10％
小児は大人運賃の75％、幼児は大人運賃の10％ 。ただし、幼
児は同伴する大人が本運賃を利用する場合にのみ適用可

日本国内：
　直行型運賃: 不可
　経由型運賃: 東京で1回可
中国国内：1回可

【中国行】
日本国内：
　直行型運賃: 不可
　経由型運賃: 東京で1回可
中国国内：1回可
【香港・台湾行】
直行型運賃: 不可
経由型運賃: 東京で1回可

【中国行】
日本国内：
　直行型運賃: 不可
　経由型運賃: 東京で1回可
中国国内：1回可
【台湾行】
直行型運賃: 不可
経由型運賃: 東京で1回可

1)日本国内区間は日本航空(JL)、日本トランスオーシャン航空
(NU)に限る
2)日本発着国際線区間、中国国内区間は日本航空(JL)に限
る。ただし、日本―中国間は他社運航のコードシェア便の利用
は不可
3)フェアコンポーネント内のサーフィスセクターは不可
4)指定経路を適用する

1)日本国内区間は日本航空(JL)、日本トランスオーシャン航空
(NU)に限る
2)日本発着国際線区間、中国国内区間は日本航空(JL)に限る
3)フェアコンポーネント内のサーフィスセクターは不可
4)指定経路を適用する

1)日本国内区間は日本航空(JL)、日本トランスオーシャン航空
(NU)に限る
2)日本発着国際線区間、中国国内区間は日本航空(JL)に限
る。ただし、日本―中国間は中国南方航空(CZ)を除く他社運航
のコードシェア便の利用は不可
3)フェアコンポーネント内のサーフィスセクターは不可
4)指定経路を適用する

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円を取り消し手数料として収受し、残
額を払い戻す

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20,000円、小児15,000円を取り消し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

適用期間・運賃

予約・発券

取り消し・払い戻し

制限なし

不可

無料で可。より高額なJL/AA/AY/BA/IB/MH普通運賃、同一ま
たはより上位予約クラスのJL/AA/AY/BA/IB/MH特別運賃への
変更に限る。キャンセル待ちは結合規則にかかわらず変更先の
運賃規則を適用する。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。変更の結果生じる差額調整は行う
こと

1回につき変更料金20,000円で可。旅行開始前の第一区間の
変更は変更先運賃の予約期限までに行う。より高額な
JL/AA/AY/BA/IB/MH普通運賃、同一またはより上位予約クラ
スのJL/AA/AY/BA/IB/MH特別運賃への変更に限る。キャンセ
ル待ちは結合規則にかかわらず変更先の運賃規則を適用す
る。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。変更の結果生じる差額調整は行うこと

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

NU

[可]・当該運賃用アッドオン運賃
[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
児は同伴する大人が本運賃を利用する場合にのみ適用可

JL 中国・香港・台湾行　＜Saver C-3O＞＜Semi-Flex B-OA＞＜Standard H-3O＞ JL

C C YY



詳細規則

名称・運賃種別

目的地

適用旅客・人数

クラス・旅行形態

往路出発（W） 往路出発（X） 日・月 往路出発（X） 火～土 往路出発（X）

予約クラス

必要旅行日数

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

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 不可

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20,000円、小児15,000円を取り消し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]・当該運賃用アッドオン運賃
[不可]・上記以外の全運賃

制限なし

1)日本国内区間は日本航空(JL)、日本トランスオーシャン航空
(NU)に限る
2)日本発着国際線区間は日本航空(JL)に限る
3)フェアコンポーネント内のサーフィスセクターは不可
4)指定経路を適用する

1)日本国内区間は日本航空(JL)、日本トランスオーシャン航空
(NU)に限る
2)日本発着国際線区間、中国国内区間は日本航空(JL)に限
る。ただし、日本―中国間は中国南方航空(CZ)を除く他社運航
のコードシェア便の利用は不可
3)フェアコンポーネント内のサーフィスセクターは不可
4)指定経路を適用する

1)日本国内区間は日本航空(JL)、日本トランスオーシャン航空
(NU)に限る
2)日本発着国際線区間は日本航空(JL)に限る
3)フェアコンポーネント内のサーフィスセクターは不可
4)指定経路を適用する

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

NU

直行型運賃: 不可
経由型運賃: 東京で1回可

航空券のENDORSEMENT欄に"NO CHG/RFND RESTR APPLY"と記入する

制限なし 制限なし

12ヵ月発・開始 12ヵ月発・開始

不可
中国行：中国国内で1回可(5,000円)
香港・台湾行：不可

不可

直行型運賃: 不可
経由型運賃: 東京で1回可

【中国行】
日本国内：
　直行型運賃: 不可
　経由型運賃: 東京で1回可
中国国内：1回可
【香港・台湾行】
直行型運賃: 不可
経由型運賃: 東京で1回可

・予約は最初の国際線搭乗日の3日前までに行う
・発券はJL／HRプレートを使用し、以下の期限までに行う。ただ
し、2022/3/31まで
　・予約が最初の国際線搭乗日の29日以前：予約完了後7日以
内
　・予約が最初の国際線搭乗日の28～3日前：予約完了後3日
以内。ただし、最初の国際線搭乗日の3日前まで
キャンセル待ちを含んだ場合にも、上記規則を適用する(予約
済みの便も含めて自動取り消しとなる)
・旅行全体の予約は確定済みのこと

・予約は最初の国際線搭乗日の3日前までに行う
・発券はJL／HRプレートを使用し、以下の期限までに行う。ただし、2022/3/31まで
　・予約が最初の国際線搭乗日の29日以前：予約完了後7日以内
　・予約が最初の国際線搭乗日の28～3日前：予約完了後3日以内。ただし、最初の国際線搭乗日の3日前まで
・旅行全体の予約は確定済みのこと。キャンセル待ちは不可

詳細はGDS参照
特定便加算額をQサーチャージ(小幼児割引適用)として追加す
る

詳細はGDS参照
特定便加算額をQサーチャージ(小幼児割引適用)として追加す
る(香港・台湾行のみ)

詳細はGDS参照
特定便加算額をQサーチャージ(小幼児割引適用)として追加す
る

ウィークエンド(W)・ウィークデイ(X)運賃の適用(中国行のみ)：
日本国内の最終地点を出発する曜日を基準とし、片道運賃を
適用する

"H"(日本国内"Y"(2022年6月30日以前搭乗分)、"H"(2022年7
月1日以降搭乗分)、GK運航のコードシェア便"V"　"L"　"M"
"K")

"K"(日本国内"Y"(2022年6月30日以前搭乗分)、"K"(2022年7
月1日以降搭乗分)、GK運航のコードシェア便"V" "L" "M"
"K")

"M"(日本国内"Y"(2022年6月30日以前搭乗分)、"M"(2022年7
月1日以降搭乗分)、GK運航のコードシェア便"V" "L" "M"
"K")

適用曜日・運賃

予約・発券

取り消し・払い戻し

小児は大人運賃の75％、幼児は大人運賃の10％ 。ただし、幼児は同伴する大人が本運賃を利用する場合にのみ適用可

内容

Saver H-3O運賃(例：HNN3OACF) Saver K-3O運賃(例：KNN3OACF) Saver M-3O運賃(例：MNN3OACF)

香港 中国・香港・台湾 香港・台湾

個人 個人

エコノミークラス片道

JL 中国・香港・台湾行　＜Saver H-3O＞＜Saver K-3O＞＜Saver M-3O＞ JL

Y Y



詳細規則

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（シーズナリ
ティ）

予約クラス

必要旅行日数

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

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 不可

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20,000円、小児15,000円を取り消し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

NU

[可]・当該運賃用アッドオン運賃
[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、幼児については同伴する大人が本運賃を利用する場合にのみ適用可

制限なし

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

・予約は最初の国際線搭乗日の3日前までに行う
・発券はJL／HRプレートを使用し、以下の期限までに行う。ただし、2022/3/31まで
　・予約が最初の国際線搭乗日の29日以前：予約完了後7日以内
　・予約が最初の国際線搭乗日の28～3日前：予約完了後3日以内。ただし、最初の国際線搭乗日の3日前まで
・旅行全体の予約は確定済みのこと。キャンセル待ちは不可

航空券のENDORSEMENT欄に"NO CHG/RFND RESTR APPLY"と記入する

制限なし

"V"(日本国内"Y"(2022年6月30日以前搭乗分)、"V"(2022年7月1
日以降搭乗分)、GK運航のコードシェア便"V" "L" "M" "K")

12ヵ月発・開始

不可

直行型運賃: 不可
経由型運賃: 東京で1回可

1)日本国内区間は日本航空(JL)、日本トランスオーシャン航空(NU)に限る
2)日本発着国際線区間は日本航空(JL)に限る
3)フェアコンポーネント内のサーフィスセクターは不可
4)指定経路を適用する

取り消し・払い戻し

予約・発券

内容

Saver L-3O運賃(例：LNN3OACF) Saver V-3O運賃(例：VNN3OACF)

香港・台湾 台湾

個人

エコノミークラス片道

詳細はGDS参照
特定便加算額をQサーチャージ(小幼児割引適用)として追加する

"L"(日本国内"Y"(2022年6月30日以前搭乗分)、"L"(2022年7月
1日以降搭乗分)、GK運航のコードシェア便"V" "L" "M" "K")

Y Y
JL 香港・台湾行　＜Saver L-3O＞＜Saver V-3O＞ JL


