2020 年 8 月 18 日
ニュースリリース
ジェットスター・ジャパン株式会社

ジェットスター・ジャパン 2020 年冬期運航スケジュール

国内 14 路線を販売開始
～スーパースターセールおよび FareCredit キャンペーンも併せて開催～
対象路線：
国内 14 路線
搭乗期間：
2020 年 10 月 25 日（日）から 2021 年 3 月 27 日（土）まで
販売開始日時： 2020 年 8 月 18 日（火）15 時から
特別セールおよびキャンペーン開始日時：2020 年 8 月 20 日（木）17 時から

ジェットスター・ジャパン株式会社（本社：千葉県成田市、代表取締役社長：片岡優）は、本日 15 時
より、2020 年冬期運航スケジュール（2020 年 10 月 25 日（日）から 2021 年 3 月 27 日（土））
における国内 14 路線の航空券を販売開始します。航空券は、ウェブサイト、ジェットスターアプリ
のほか、コンタクトセンター、コンビニエンスストア、旅行会社などを通じて予約・決済可能です。
このたび販売開始するのは成田発着 12 路線、関西発着 1 路線、中部発着 2 路線の運航便で、
期間中合計 10,900 便（片道）以上がご予約可能です。他路線・運航便の販売については運航ス
ケジュールが調整でき次第お知らせいたします。なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ
る航空需要の減少に伴い、発売後の運航便が運休・変更となる可能性がございますので、ご了承
ください。
ジェットスターでは、お客様に安全に且つ安心してご利用いただけるよう、ジェットスターグループ
全体で感染予防プログラム「Fly Well（フライウェル）」を導入しています。また、昨今なかなか予定
を立てにくい状況を踏まえて、運賃や料金の払い戻しが可能なオプション「FareCredit（フェアクレ
ジット）」を販売開始しました。今後もお客様の声をもとに本プログラムを強化しながら空港や機内
での感染予防策を徹底し、ご利用しやすい環境を整えてまいります。
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■冬期運航スケジュール 販売路線概要
発着空港

成田（12）

関西（1）
中部（2）

（）内の数字は販売対象となる路線数

路線

1 日の運航便数

運賃

成田＝新千歳

3~8 往復

4,390 円~

成田＝関西

2~3 往復

3,490 円~

成田＝高松

2~3 往復

4,490 円~

成田＝松山

2~3 往復

4,990 円~

成田＝高知

1 往復

4,590 円~

成田＝福岡

6~8 往復

4,790 円~

成田＝大分

0~2 往復

5,990 円~

成田＝長崎

1 往復

5,790 円~

成田＝熊本

0~3 往復

5,990 円~

成田＝宮崎

1 往復

4,890 円~

成田＝鹿児島

1 往復

5,790 円~

成田＝那覇

2~3 往復

5,540 円~

関西＝成田

2~3 往復

3,490 円~

中部＝福岡

2~4 便

4,990 円~

中部＝那覇

1~2 便

4,690 円~

※上記運航便につきましては、関係当局の認可を前提としています
※路線によって、販売対象となる搭乗期間やフライトが一部のみの場合があります
※成田＝関西線はそれぞれの発着路線に記載していますが、合計路線数では 1 路線として計算しています

このたび、冬期運航スケジュールの販売開始に合わせて「スーパースターセール」および「安心を
ちょい足し！FareCredit（払い戻しオプション）キャンペーン」を実施いたします。
■セール概要

【名称】

スーパースターセール

【対象路線】

国内 14 路線

【セール運賃】

往復で購入した場合、復路 20 円* （※座席数・曜日限定）

【セール期間】

2020 年 8 月 20 日（木）17:00～8 月 31 日（月）17:00（日本時間）
※完売次第終了。販売期間は延長する場合があります。

【搭乗期間】

2020 年 10 月 27 日（火）～3 月 18 日（木）
※2020 年 12 月 25 日（金）～2021 年 1 月 4 日（月）はセール対象外です。搭乗期間は路
線により異なります。

【セールページ】 https://www.jetstar.com/jp/ja/deals
※20 円のセール運賃は jetstar.com からの予約に限ります。セール詳細は、セール開始
前までに上記ページにて発表いたします。

上記セール期間中、国内全 23 路線を対象に片道 1,990 円*～のセール運賃でも販売いたし
ます。搭乗期間は上記とは異なります。詳しくはセールページをご確認ください。
2

* エコノミークラス「Starter」片道運賃。支払手数料、空港使用料等が別途必要です。受託手荷物の料金は含まれ
ません。諸条件が適用されます。
※本セールは計画段階であり、詳細確定後の国土交通省への運賃設定の届出を前提としています。
※本セールは予告なく中止または変更となる場合があります。

■キャンペーン概要
所定の追加料金を支払うことで運賃や料金の払い戻しを可能とする FareCredit（払い戻しオプシ
ョン）の発売を記念して、キャンペーン期間中に jetstar.com から FareCredit を追加した航空券を
予約購入し、応募いただいた方の中から、抽選で 10 名様に 5,000 円分のフライトバウチャーをプ
レゼントするキャンペーンを実施いたします。
【名称】

安心をちょい足し！FareCredit（払い戻しオプション）キャンペーン

【対象路線】

国内全 23 路線

【キャンペーン期間】

2020 年 8 月 20 日（木）17:00～8 月 31 日（月）17:00（日本時間）

【キャンペーンページ】

https://www.jetstar.com/jp/ja/deals#campaign

【応募方法】

① キャンペーン期間中に jetstar.com から FareCredit（払い戻しオ
プション）を追加した航空券を予約購入する。（※片道／往復、セー
ル／通常価格は問いません。）
② 所定の応募フォームに必要事項を入力・送信

【賞品】

5,000 円分のフライトバウチャー（計 10 名様を抽選で選出）

＜応募時のご注意事項＞
※要件を満たした航空券の予約番号 1 つにつき 1 度のみご応募可能で、そのフライトに搭乗者される方のいずれ
か 1 人のみご応募いただけます。
※応募にはジェットスターの無料メールマガジン「JetMail」へのご登録が必要です（登録無料）。
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FareCredit（払い戻しオプション）とは
所定の「FareCredit」料金を追加で支払うことで、ご予定に変更が生じた場合でも、ご予約便の規
定のチェックイン開始時刻までにキャンセルの手続きを行っていただくことで、お支払い額相当の
バウチャー（「FareCredit フライトバウチャー」）を受け取れるオプション。詳細は、こちらからご確
認ください。
※「FareCredit」料金および支払手数料や StarHeritage（寄付金）などは、バウチャーの発行額に含まれません。
※「FareCredit」は、jetstar.com からのご予約に限り、ご購入いただけます。
※「FareCredit」、および、「FareCredit フライトバウチャー」のご利用には諸条件が適用になります。

ジェットスター・ジャパンについて
「日本の空、世界の空を、もっと身近に。」をビジョンとして掲げ、2012 年 7 月より日本国内線、2015 年
2 月からは国際線の運航を開始しました。現在、国内 16 都市・海外 4 都市に就航し、国内 23 路線・国
際 6 路線を 25 機のエアバス A320 型機（180 席）で運航しており、就航から 3,500 万人以上のお客様
にご利用いただいています。ジェットスター・ジャパンには豪カンタスグループ、日本航空株式会社、東
京センチュリー株式会社が出資しています。https://www.jetstar.com/jp/ja/home
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