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２０１６年１０月３０日（日）～２０１７年３月２５日（土）ご搭乗分の 

「旅割２１」「旅割２８」「旅割４５」「旅割５５」「旅割７５」を設定 
 

～秋の旅行も、年末年始も、春休みも、ＡＮＡにおまかせ！～ 

～従来よりもきめ細かい運賃を設定。空席数に応じたおトクな運賃を発売します！～ 

～１１月搭乗分の旅割タイムセールを発売します～ 

 

ＡＮＡは本日、２０１６年１０月３０日（日）～２０１７年３月２５日（土）ご搭乗分の「旅割」各種運賃につ

いて、国土交通省に届出を行いました。 

 

従来よりもきめ細かい運賃を設定し、空席数に応じてよりおトクな運賃額でご購入いただけるように

なるとともに、航空券のお支払期限・取消手数料も変更し、よりご利用しやすい運賃へ変更いたしま

す。 

 

 また、ご好評をいただいている旅割タイムセールは、２０１６年１１月１３日（日）～１１月２７日（日）ご

搭乗分の、大阪発着路線を中心に設定いたします。例えば、東京（羽田）＝大阪（伊丹/関西/神戸）線

では、「旅割７５」で６，７００円～、大阪（伊丹）＝熊本線では６，９００円～と大変おトクにご利用いただ

けます。 

 

８月３０日（火）午前９：３０より設定期間分を一斉に発売開始いたします。秋のご旅行や年末年始の

帰省などに、ますますおトクになるＡＮＡの「旅割」をぜひご利用ください。 

各運賃の概要は、次の通りです。 

 ※「旅割 75」は、11 月 13 日搭乗分以降の設定となります。 
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１．「旅割２１」「旅割２８」「旅割４５」「旅割５５」「旅割７５」の予約・発売開始日 

（１） 設定期間、予約・発売開始日 

設定期間 予約・発売開始日 

２０１６年１０月３０日～２０１７年３月２５日ご搭乗分 
８月３０日（火） 午前 ９：３０～ 

設定期間分を一斉に発売開始 

（２） 受付場所：ＡＮＡホームページ、ＡＮＡ国内線予約・案内センター、ＡＮＡ国内線空港カウンター 

および主な旅行会社 

（３） その他：  

・「旅割」をご利用いただける座席数には限りがあります（期間・路線・便によっては設定のない場

合がございます）。 

・ＡＮＡカード会員（クレジット機能つき）、ＡＮＡマイレージクラブモバイルプラス（有料）およびＡＮＡ

マイレージクラブ会員のお客様については、上記発売開始に先立って、ご予約・ご購入を承りま

す。  

・予約・発売開始日はＡＮＡ国内線予約・案内センターの回線が大変混雑いたします。 

ＡＮＡホームページまたはＡＮＡ携帯サイトからご予約ください。 

特に混雑が予想される日時は、８月３０日（火）の９：３０～１１：００となります。 

時間

混雑度　

9 10 11 12 18 19 2013 14 15 16 22

大変混雑 混雑 やや混雑

6 7 8 2117

 

 

 

２．「旅割」の運賃体系の見直しについて  

・「旅割２１」「旅割２８」「旅割４５」「旅割５５」「旅割７５」の各運賃に新たに空席予測数に連動した

最大１４種類の運賃を設定します。 

※運賃額は「旅割２１Ａ」「旅割２８Ｂ」のように運賃名称にＡ～Ｎのアルファベットを加えた運賃と

して表示されます（運賃額はＡ→Ｂ→Ｃの順にお求めやすくなります）。 

※設定される運賃種別は便により異なります。 

・便ごとの空席予測数とご予約日によって、「旅割７５」「旅割５５」「旅割４５」「旅割２８」「旅割２１」

の各Ａ～Ｎの運賃額のうち、ご予約・ご購入可能な最安運賃をご案内いたします。 

 ※空席予測数は日々変動するため、ご予約のタイミングにより、ご購入可能な運賃額が異なる 

場合があります。



 

＜空席連動型運賃のイメージ＞ 

 

 

３．「旅割」各運賃の取消手数料変更について 

（１） 対象運賃 

「旅割２１」「旅割２８」「旅割４５」「旅割５５」「旅割７５」 

（２） 取消手数料 

航空券ご購入後の取り消しに際しては、取消日（解約日）に応じて次の取消手数料が必要です。 

１０月３０日ご搭乗分より、航空券ご購入後から搭乗日５５日前までは、取消手数料はかかりませ

ん。 

取消日（解約日） 取消手数料 

(10月30日ご搭乗分から) 

(参考)取消手数料 

(10月 29日ご搭乗分まで) 

航空券ご購入後から搭乗日 75日前まで 取消手数料は 

かかりません。 

当該運賃の 10％相当額 

搭乗日 74日前から搭乗日 55日前まで 当該運賃の 20％相当額 

搭乗日 54日前から搭乗日 45日前まで 当該運賃の 30％相当額 当該運賃の 30％相当額 

搭乗日 44日前から搭乗日 28日前まで 当該運賃の 40％相当額 当該運賃の 40％相当額 

搭乗日 27日前から搭乗日 14日前まで 当該運賃の 50％相当額 当該運賃の 50％相当額 

搭乗日 13日前から出発時刻まで 当該運賃の 60％相当額 当該運賃の 60％相当額 

出発時刻以降 当該運賃額の 100％ 当該運賃額の 100％ 

※取消手数料が運賃額の１００％の場合、旅客施設使用料(ＰＦＣ)の返却はいたします。 

※払戻手数料(1 区間あたり４３０円)を別途申し受けます。 

 

４．「旅割」各運賃のお支払期限変更について 

（１） 対象運賃 

「旅割２１」「旅割２８」「旅割４５」「旅割５５」「旅割７５」 

（２） お支払期限 

お支払期限を、「予約日を含め２日以内」へ変更いたします。運賃の予約期限当日にご予約され

た場合でも、お支払期限は予約日の翌日となります。 

※「旅割２８」をご搭乗の２８日前に予約⇒お支払期限はご搭乗の２７日前まで 



 

５．特定便割引運賃 「旅割２１」の詳細について  

（１） 設定期間：２０１６年１０月３０日（日）～２０１７年３月２５日（土）ご搭乗分 

（２） 設定便および運賃額：別紙（１）～（６）をご参照ください。 

（３） 主な適用条件： 

・ご搭乗日の２１日前までご予約いただけます。航空券ご購入後の予約変更はできません。 

・ 航空券のお支払い期限は、予約日を含め２日以内です。 

・航空券ご購入後の取り消しに際しては、所定の取消手数料が必要です。 

※詳細は上記「３.「旅割」各運賃の取消手数料変更について」をご参照ください。 

・「旅割２１」をご利用いただける座席数は、便ごとに限りがあります（期間・路線・便によっては設

定のない場合がございます）。 

・「旅割２１」は、待ち予約は承りません。 

 

６．特定便割引運賃 「旅割２８」の詳細について  

（１） 設定期間：２０１６年１０月３０日（日）～２０１７年３月２５日（土）ご搭乗分 

（２） 設定便および運賃額：別紙（１）～（６）をご参照ください。 

（３） 主な適用条件： 

・ご搭乗日の２８日前までご予約いただけます。航空券ご購入後の予約変更はできません。 

・ 航空券のお支払い期限は、予約日を含め２日以内です。 

・航空券ご購入後の取り消しに際しては、所定の取消手数料が必要です。 

※詳細は上記「３.「旅割」各運賃の取消手数料変更について」をご参照ください。 

・「旅割２８」をご利用いただける座席数は、便ごとに限りがあります（期間・路線・便によっては設

定のない場合がございます）。 

・「旅割２８」は、待ち予約は承りません。 

 

７．特定便割引運賃 「旅割４５」の詳細について  

（１） 設定期間：２０１６年１０月３０日（日）～２０１７年３月２５日（土）ご搭乗分 

（２） 設定便および運賃額：別紙（１）～（６）をご参照ください。 

（３） 主な適用条件： 

・ご搭乗日の４５日前までご予約いただけます。航空券ご購入後の予約変更はできません。 

・ 航空券のお支払い期限は、予約日を含め２日以内です。 

・航空券ご購入後の取り消しに際しては、所定の取消手数料が必要です。 

※詳細は上記「３.「旅割」各運賃の取消手数料変更について」をご参照ください。 

・「旅割４５」をご利用いただける座席数は、便ごとに限りがあります（期間・路線・便によっては設

定のない場合がございます）。 

・「旅割４５」は、待ち予約は承りません。 



 

８．特定便割引運賃 「旅割５５」の詳細について  

（１） 設定期間：２０１６年１０月３０日（日）～２０１７年３月２５日（土）ご搭乗分 

（２） 設定便および運賃額：別紙（１）～（６）をご参照ください。 

（３） 主な適用条件： 

・ご搭乗日の５５日前までご予約いただけます。航空券ご購入後の予約変更はできません。 

・ 航空券のお支払い期限は、予約日を含め２日以内です。 

・航空券ご購入後の取り消しに際しては、所定の取消手数料が必要です。 

※詳細は上記「３.「旅割」各運賃の取消手数料変更について」をご参照ください。 

・「旅割５５」をご利用いただける座席数は、便ごとに限りがあります（期間・路線・便によっては設

定のない場合がございます）。 

・「旅割５５」は、待ち予約は承りません。 

 

９．特定便割引運賃 「旅割７５」の詳細について  

（１） 設定期間：２０１６年１１月１３日（日）～２０１７年３月２５日（土）ご搭乗分 

（２） 設定便および運賃額：別紙（１）～（６）をご参照ください。 

（３） 主な適用条件： 

・ご搭乗日の７５日前までご予約いただけます。航空券ご購入後の予約変更はできません。 

・ 航空券のお支払い期限は、予約日を含め２日以内です。 

・航空券ご購入後の取り消しに際しては、所定の取消手数料が必要です。 

※詳細は上記「３.「旅割」各運賃の取消手数料変更について」をご参照ください。 

・「旅割７５」をご利用いただける座席数は、便ごとに限りがあります（期間・路線・便によっては設

定のない場合がございます）。 

・「旅割７５」は、待ち予約は承りません。 

※２０１６年１０月３０日（日）～１１月１２日（土）搭乗分の「旅割７５」の設定はありません。 

 

以 上 



 
添付 

     

 
「旅割 21」 

「旅割 28」 

「旅割 45」 

「旅割 55」 

「旅割 75」 

運賃額一覧 

（2016 年 10 月 30 日～11 月 30 日 搭乗分） ： 別紙(１) 

 
（2016 年 12 月 1 日～12 月 27 日 搭乗分） ： 別紙(２) 

 
（2016 年 12 月 28 日～2017 年 1 月 5 日 搭乗分） ： 別紙(３) 

 
（2017 年 1 月 6 日～1 月 31 日 搭乗分） ： 別紙(４) 

 
（2017 年 2 月 1 日～2 月 28 日 搭乗分） ： 別紙(５) 

 
（2017 年 3 月 1 日～3 月 25 日 搭乗分） ： 別紙(６) 
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