平成 28 年 6 月 16 日
報道関係各位
ジェットスター・ジャパン株式会社
WILLER TRAVEL 株式会社

ジェットスター・ジャパン、WILLER TRAVEL と連携し
ジェットスターのウェブサイトから高速バス 8 路線の予約が可能に


航空券に加え高速バス 8 路線の乗車券の予約もジェットスターのウェブサイトから可能に



１日に 90 便の高速バスが成田国際空港、関西国際空港、新千歳空港と観光地をダイレクトに
結びシームレスな AIR & BUS を実現



業務提携記念キャンペーンとして成田空港発着の高速バスを平日限定・片道 1,000 円で販売



今後も両社で連携し交通モードを超えたより便利な国内観光交通インフラを拡充・強化

ジェットスター・ジャパン株式会社（本社：千葉県成田市、代表取締役会長：片岡優）と WILLER
TRAVEL 株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：村瀨 茂高）は、4 月 27 日（水）、LCC 航空
ネットワークと高速バス路線ネットワークを生かした連携を強化し、業界初となる航空とバスによる
ハブ＆スポークの構築を目指しながら国内観光旅行の更なる質の向上と規模の拡大を実現する
べく業務提携を締結しました。
その業務提携の一環として、本日 16 日（木）よりジェットスターのウェブサイト内でジェットスター・ジ
ャパンが就航する国内の空港と観光地を直接結ぶ高速バスの乗車券の販売を開始いたします。こ
れにより、これまで航空とバスのそれぞれのウェブサイトで予約していたお客様は、今後ジェットス
ターのウェブサイトからも購入することができます。また、LCC と高速バスによる観光地へのダイレ
クトなルートが広がることで、お客様にとっての旅行の選択肢が増加し新たな旅行需要の創造につ
ながります。
本日 16 日（木）より購入可能となるルートは、成田国際空港、関西国際空港、新千歳空港を発着す
る高速バス路線で以下 8 路線となります。今後の路線展開については順次発表の予定です。
発着空港
成田空港

新千歳
空港

運賃

運行便数

路線

（1 日あたり）

大人

小児※

成田空港 ⇔ 金沢・富山

往復 1 便

5,900 円～

2,550 円～

成田空港 ⇔ 新潟

往復 1 便

5,400 円～

1,950 円～

新千歳空港 ⇒ 札幌（真駒内方面）

片道 20 便

930 円～

470 円～

新千歳空港 ⇒ 札幌（円山方面）

片道 17 便

1,030 円～

520 円～

新千歳空港 ⇔ 十勝・帯広

往復 4 便

3,400 円～

1,700 円～
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関西空港

関西空港 ⇔ 高野山

往復 1 便

1,800 円～

900 円～

奈良 ⇒ 関西空港

片道 16 便

2,050 円～

1,030 円～

近鉄学園前・学研都市/大和八木・高

片道 23 便

1,950 円～

980 円～

田 ⇒ 関西空港
※小児運賃は小学生までのお子様に適用されます

さらに、WILLER TRAVEL では業務提携記念キャンペーンとして成田空港を発着する高速バスを
平日限定で片道 1,000 円で販売します。なお、キャンペーン価格での販売は座席数限定で、完売
次第終了となりますので予めご了承ください。
■業務提携記念キャンペーン
・予約開始日：

2016 年 6 月 15 日（木）

・対象出発期間： 2016 年 6 月 22 日（水）～7 月 14 日（木）
・対象路線：

成田空港～金沢・富山

5,900 円～→1,000 円（最大割引率 83%）

成田空港～新潟

5,400 円～→1,000 円（最大割引率 81%）

ジェットスター・ジャパンと WILLER TRAVEL は、今後も異なる交通モードを接続しシームレスな手
配環境を構築するだけでなく、空港と観光地をダイレクトに結ぶ路線網の拡充を図ります。また、国
内の観光客のみならず海外からのインバウンド旅行客にも日本の魅力的な観光地を提案し、ひい
ては地域経済の活性化に貢献してまいります。
（ご参考）
■AIR＆BUS 手配イメージ
① 北海道発新潟観光・・・北海道在住の方が新潟旅行へ
AIR（LCC）: 新千歳空港 19:45 発→（JJP114 便）→成田空港 21:20 着
BUS（高速バス）：成田空港 22:20 発→（高速バス（WILLER））→新潟 翌 06:20 着
② 首都圏発北海道・十勝観光・・・首都圏在住の方が北海道・十勝旅行へ
AIR（LCC）: 成田空港 08:00 発→（JJP105 便）→新千歳空港 09:40 着
BUS（高速バス）：新千歳空港 11:30 発→（高速バス（おびうんバス））→帯広 14:00 着
■高速バスのご予約方法
1. ジェットスターのウェブサイト上部にあるメニューボタン「旅のオプション」または「メニュ－」をクリ
ック。表示されたページの「観光地直結バス」を選択して高速バス乗車券の予約ページに移動
2. 路線、出発時刻、到着時刻、シートタイプなどを確認し希望の便を選択
3. プラン選択後、詳細画面にて金額と詳細を確認
4. すでに WILLER TRAVEL 会員の方はログイン、初めてご予約の方は新規会員登録

2

5. お客様情報、支払い方法を入力
6. 予約完了後に登録したメールアドレスに「予約受付確認
書」が送付
7. 出発当日に「予約受付確認書」をプリントアウトしたもの、
または「予約番号」を持参し提示
新設ウェブサイトのトップ画面

※なお、本ページで取り扱っている高速バス乗車券は、ジェットスターのコールセンターでの取り扱いは
ございませんのでご了承ください。変更ご希望の際は、WILLER TRAVEL ウェブサイトの「マイページ」
より変更をしていただく、もしくはお問い合わせ用窓口（電話番号：0570-666-447、営業時間 10:00～
19:00）にダイヤルをしていただけますよう宜しくお願いいたします。
【ジェットスター・ジャパン株式会社について】
「より多くのお客様に、より気軽に空の旅を楽しんでもらいたい」という経営理念のもと、ジェットスターグループは、
日本に初めて就航した国際線 LCC として 2007 年 3 月から運航を開始しました。
また、より多くの日本のお客様に LCC をご利用いただくべく日本の航空会社としてジェットスター・ジャパンが設立
され、2012 年 7 月より東京（成田）、大阪（関西）、札幌（新千歳）、福岡、沖縄（那覇）に就航し日本国内線の運航を
開始しました。さらに名古屋（中部）、大分、鹿児島、松山、高松、熊本にも就航し、2015 年 2 月からジェットスター・
ジャパン就航以来初となる国際線として香港線を運航。同年 11 月には台北線、また 2016 年 3 月よりマニラ線の運
航を開始しました。
現在、日本国内最大の LCC* として、国内外 14 都市、24 路線で 1 日約 100 便の運航を行っています。
ジェットスターは低運賃により、今後もより多くのお客様に気軽に空の旅を楽しんでもらえる機会を創出してまいりま
す。http://www.jetstar.com * 国内線路線数（2016 年 6 月現在）

【WILLER TRAVEL 株式会社について】
「世界中の人の移動にバリューイノベーションを起こす」というウィラーグループのミッションのもと、「移動を活性化す
ることで世界を元気にする」という考えを基に、簡単、便利に日本を移動できる高速バスをはじめとするあらゆる交
通手段や、パッケージ商品を販売しています。
現在、WILLER 会員数は 320 万人を超え、WILLER TRAVEL サイトでは全 130 路線、1016 便の高速バスを予約
することができます。http://travel.willer.co.jp/
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