
 

 別紙２  P.166～167    （２） 予約変更のできない運賃（Ａ）  取消手数料：路線区分ごとに設定 

 

取消手数料（P.173） 
種 類 会社別運賃名 適用条件・留意点 

利用でき 
ない期間 

予約期限 購入（決済）期限 予約の変更 
出発時刻以降 出発時刻以降 

座席販売 
数の制限 

JAL 特便割引１ 
タイプ A・B・C 

・搭乗日の前日まで 
・３日前までの予約は予約日を含

め３日以内 
・２日前と前日の予約は前日まで 

JAL 特便割引３ 
タイプ A・B・C 

・搭乗日の３日前まで 

・５日前までの予約は予約日を含

め３日以内 
・４日前と３日前の予約は３日前ま

で 

JAL 特便割引７ 
タイプ A・B・C 

・搭乗日の７日前まで 

・9 日前までの予約は予約日を含

め３日以内 
・8 日前と 7 日前の予約は 7 日前

まで 

JAL 特便割引 21 
タイプ A・B・C 

・航空会社が指定する便を、搭乗

日の１・３・７・21 日前までに予約 
・便ごとに運賃が異なる 
・予約が多くなるにつれ、C⇒B⇒A
の順で満席となる 

・C は A・B・Cのなかで運賃が一番

安く、以下 B、A の順 

・搭乗日の 21 日前まで 

・23 日前までの予約は予約日を

含め３日以内 
・22 日前と 21 日前の予約は 21
日前まで 

不 可 
・事前及び当日空港におい

て前の便に空席があっても

変更できない 
・ただし、当日空港で同一便

のクラス変更は有料ででき

る 

ANA 旅割 21A・B 

・航空会社が指定する便を、搭乗

日の 21 日前までに予約 
・「２ヵ月前からの発売開始日」前に

先行予約を受け付ける 

・搭乗日の 21 日前まで 

・23 日前までの予約は予約日を

含め３日以内 
・22 日前と 21 日前の予約は 21
日前まで 

ANA 特割 A・B・C 

・航空会社が指定する便を、搭乗

日の３日前までに予約 
（一部路線は前日までに予約） 
・「２ヵ月前からの発売開始日」前に

先行予約を受け付ける 
・便ごとに運賃が異なる 
・予約が多くなるにつれ、C⇒B⇒A
の順で満席となる 

・C は A・B・Cのなかで運賃が一番

安く、以下 B、A の順 

・搭乗日の３日前まで 
（一部路線は前日まで） 

・５日前までの予約は予約日を含

め３日以内 
・４日前と３日前の予約は３日前ま

で 
・前日まで予約できる路線は予約

日を含め３日以内で搭乗日の前

日まで 

不 可 
・事前及び当日空港におい

て前の便に空席があっても

変更できない 
・ただし、当日空港で同一便

のプレミアムクラスに空席が

ある場合は、有料で変更で

きる 

特定便割引 

ANAプレミアム特割A・B 

・航空会社が指定する便の、プレミ

アムクラスを搭乗日の３日前まで

に予約 
・便ごとに運賃が異なる 

あり 

・搭乗日の３日前まで 

・５日前までの予約は予約日を含

め３日以内 
・４日前と３日前の予約は３日前ま

で 

不 可 
・事前及び当日空港におい

て前の便に空席があっても

変更できない 

路 線 区 分 ご と

に 定 め ら れ た

取消手数料 

路 線 区 分 ごと

に 定 め ら れ た

取消手数料 

あり 
 

※便により

設 定 が な

い場合あり 

 

（注） 上記の JAL の特便割引と ANA の特割及びプレミアム特割の取消手数料の路線区分は同じ。ただし、取消手数料の額は異なる。 

 



 

 別紙３  P.168～169    （３） 予約変更のできない運賃（B）  取消手数料：取消日を基準に設定 

 

取消手数料（P.173） 
種 類 会社別運賃名 適用条件・留意点 

利用でき 
ない期間 

予約期限 購入（決済）期限 予約の変更 
出発時刻以降 出発時刻以降 

座席販売 
数の制限 

JAL 先得割引 
タイプ A 

・搭乗日の 28 日前まで 

・２ヵ月前の前日までの予約は２ヵ

月前の同日を含め３日以内 
・２ヵ月前から 30 日前までの予約

は予約日を含め３日以内 
・29 日前と 28 日前の予約は 28
日前まで 

JAL 先得割引 
タイプ B 

・搭乗日の 45 日前まで 

・２ヵ月前の前日までの予約は２ヵ

月前の同日を含め３日以内 
・２ヵ月前から 47 日前までの予約

は予約日を含め３日以内 
・46 日前と 45 日前の予約は 45
日前まで 

JAL スーパー先得 

・航空会社が指定する便を搭乗日

の 28・45・55 日前までに予約 
・「２ヵ月前からの発売開始日」前に

先行予約を受け付ける 
・便ごとに運賃が異なる 
・「スーパー先得」が一番安価で、

以下「先得割引タイプ B」、「先得

割引タイプ A」の順 

・搭乗日の 55 日前まで 

・２ヵ月前の前日までの予約は２ヵ

月前の同日を含め３日以内 
・２ヵ月前から 57 日前までの予約

は予約日を含め３日以内 
・56 日前と 55 日前の予約は 45
日前まで 

不 可 
・事前及び当日空港におい

て前の便に空席があっても

変更できない 
・ただし、当日空港で同一便

のクラス変更は有料ででき

る 

・空港施設使用料を除いた運賃

の 50％ 

ANA 旅割 28 ・搭乗日の 28 日前まで 

・30 日前までの予約は予約日を

含め３日以内 
・29 日前と 28 日前の予約は 28
日前まで 

・取消日により異なる 
・旅客施設使用料を除く運賃の 
20％から 50％まで 

ANA 旅割 45 ・搭乗日の 45 日前まで 

・47 日前までの予約は予約日を

含め３日以内 
・46 日前と 45 日前の予約は 45
日前まで 

・取消日により異なる 
・旅客施設使用料を除く運賃の 

25％から 55％まで 

ANA 旅割 60 

・航空会社が指定する便を搭乗日

の 28・45・60 日前までに予約 
・「２ヵ月前からの発売開始日」前に

先行予約を受け付ける 
・便ごとに運賃が異なる 
・「旅割 60」が一番安価で、以下

「旅割 45」、「旅割 28」の順 
・搭乗日の 60 日前まで 

・62 日前までの予約は予約日を

含め３日以内 
・61 日前と 60 日前の予約は 60
日前まで 

不 可 
・事前及び当日空港におい

て前の便に空席があっても

変更できない 
・ただし、当日空港で同一便

のプレミアムクラスに空席が

ある場合は、有料で変更で

きる ・取消日により異なる 
・旅客施設使用料を除く運賃の 

30％から 60％まで 

特定便割引 

ANAプレミアム旅割28 
・航空会社が指定する便を搭乗日

の 28 日前までに予約 
・便ごとに運賃が異なる 

あり 

・搭乗日の 28 日前まで 

・30 日前までの予約は予約日を

含め３日以内 
・29 日前と 28 日前の予約は 28
日前まで 

不 可 
・事前及び当日空港におい

て前の便に空席があっても

変更できない 

・取消日により異なる 
・旅客施設使用料を除く運賃の 
45％から 50％まで 

あり 
 

※便により

設 定 が な

い場合あり 

 

 


