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LCCのリスト
国内線（＋国際線）
ジェットスター（JAL）

http://www.jetstar.com/jp/ja/home 路線図
ジェットスター・ジャパン（GK）

成田—新千歳·庄内·関西·高松·松山·高知·福岡·大分·長崎·宮崎·熊本·鹿児島·沖縄·宮古
関西—新千歳·成田·高知·福岡·熊本·沖縄·宮古
福岡—成田·中部·関西
運賃タイプ
タイプ 受託手荷物
座席指定 変更 搭乗者名変更 キャンセル マイレージ
Starter 有料
480-700 3,240 3,240
×
×
Plus
○
○
×
○
10Kgまで無料 ○
Plusは国内線1,450円~、国際線4,000円~
国内線空港施設使用料：成田（T3）380円·中部 310円·関空（T1）0円
支払手数料（クレジットカード）：430円
成田 関空·福岡加算額：片道810円／往復1,620円
機内持込手荷物
56×36×23cm以内、7Kg以内
受託手荷物
15Kg～40Kg、予約時に重量枠を選ぶ。
プラン Plus Starter 差額
Kg
Yen
0
0
0
0
10
1,440 △1,440
0
15
800 1,440 △640
20
900 1,540 △640
25
1,440 2,060 △620
30
1,540 2,470 △930
予約時に申込みせず、空港で預ける場合は15Kgまで2,600円（超過は800円/Kg）と割高。
Web Check-in 搭乗手続き 保安検査 搭乗口
成田 羽田 関空
T1 2F
国内線GK 48~1時間前 30分前
25分前(15分前) T3 -
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搭乗手続き：ご出発の前に
ウェブ・チェックイン：
48時間前から（PDFで搭乗券をプリントアウト）
受託手荷物なし→保安検査場を通過後、搭乗ゲートへ
受託手荷物あり→チェックインカウンターで預ける
ジェットスター（JQ）／ジェットスター・アジア（3K）

成田—香港（GK）・ケアンズ・ゴールドコースト・メルボルン
関西—香港（GK）・台北→シンガポール（3K）・マニラ→シンガポール（3K）
福岡—バンコク→シンガポール（3K）

ピーチ・アビエーション（ANA）

http://www.ﬂypeach.com/jp/ja-jp/homeJP.aspx 路線図
成田—新千歳·関西·福岡·奄美·沖縄
羽田—ソウル・台北·上海
運賃タイプ
タイプ
受託手荷物 座席指定
変更 キャンセル 購入期限
シンプルピーチ 有料
400/500/650円 3,240円 不可
2日前の23:59
バリューピーチ １個無料 無料/無料/650円 無料 1,080円※ 1時間前
プライムピーチ ２個無料 無料/無料/無料 無料 無料※
1時間前
※ポイントで払い戻し。
国内線空港施設使用料：成田（T1）440円·中部 310円·関空（T2）出発410円／到着360円
支払手数料：540円
成田 関空加算額：往路1,340円／復路1,390円／往復2,730円
成田 福岡加算額：片道980円／往復1,960円
機内持ち込み手荷物
三辺合計が115cm以内、7Kgまで、身の回りのもの＋手荷物の合計2個
受託手荷物
1個あたり20Kg、三辺合計が203cmまで。国内線1,600円
搭乗手続き 保安検査 搭乗口 成田
羽田 関空
国内線 90~30分前 25分前 20分前
T2
T1 1F 南
3F
国際線 120~50分前 25分前
搭乗手続き：ご搭乗までの流れ

バニラエア（ANA）
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http://www.vanilla-air.com/ 路線図
成田—新千歳·奄美大島·沖縄／台北（桃園）·高雄·香港
運賃タイプ

受託手荷物
座席指定 変更 キャンセル
500/600 4,000 ×
シンプル 有料
500 3,000~5,000
コミコミ 20Kgまで無料 無料
国内線空港施設使用料：成田（T3）380円
支払手数料：500円
成田 新千歳加算額：片道880円／往復1,760円
機内持ち込み荷物
56×36×23cm以内（三辺合計115cm以内）、10Kgまで
受託手荷物
20Kgまで無料（コミコミ）、超過1,000円/5Kg
Web Check-in 搭乗手続き 保安検査 搭乗口 成田 羽田 関空
国内線
90~30分前 48~2時間前
20分前 T3
国際線
120~50分前 搭乗手続き

スカイマーク

http://www.skymark.jp/ja/
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羽田—新千歳·神戸·福岡·鹿児島·那覇
茨城—新千歳·神戸·福岡
中部—新千歳·那覇
神戸—新千歳·仙台·羽田·茨城·米子·長崎·鹿児島·那覇
福岡—新千歳·茨城·羽田·那覇
機内持込手荷物
55×40×25cm以内（3辺の和が115cm以内）、重量が10Kg以内
受託手荷物
50×60×120cm以内、20Kgまで無料、総重量100Kgまで（1,000円／10Kg）
出発20分前まで
航空会社
搭乗手続き 保安検査 搭乗口 成田 羽田
関空
T1 2F 北 スカイマーク 20分前
15分前 搭乗手続き

エアドゥ
http://www.airdo.jp/ap/
羽田—新千歳·旭川·女満別·とかち帯広·函館空港·釧路
新千歳—仙台·福島·新潟·富山·小松·神戸·岡山

http://ragi.mokuren.ne.jp/
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アイベックスエアラインズ
http://www.ibexair.co.jp/
ハブ：仙台·伊丹／準ハブ：成田
成田—小松·広島
中部—仙台·福岡·大分

FDA

http://www.fujidream.co.jp/

ハブ：静岡·名古屋
静岡—新千歳·鹿児島·福岡
名古屋—青森·花巻·山形·新潟·高知·福岡·熊本

スターフライヤー

http://www.starﬂyer.jp/
羽田—関西·北九州·福岡
中部—福岡

ソラシドエア（スカイネットアジア航空）

http://www.skynetasia.co.jp/
羽田—長崎·熊本·大分·宮崎·鹿児島
那覇—神戸·宮崎·鹿児島
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空港施設使用料
成田 T1/T2 T3
国内線 440 380 出発·到着同額
国際線 2,610 1,540 出国のみ
羽田
国内線 290 出発·到着同額
国際線 2,570 出国時のみ
T2
関西 T1
国内線 0 410/360 出発/到着
国際線 3,040 1,050 出国のみ
中部
国内線 310 出発·到着同額
国際線 2,570 出国時のみ

国内·国際線
春秋航空日本

http://j.springairlines.com/jp
成田—広島·高松·佐賀
新千歳·旭川·茨城·高松·佐賀—上海（浦東）
名古屋—上海（浦東）·ハルビン・合肥·石家庄
関空—上海（浦東）·天津·武漢·重慶·成都·青島·泉州·西安·鄭州
路線図

エアアジア・ジャパン
http://www.airasia.com/jp/ja/home.page 路線図 2013年10月26日運行終了
成田—新千歳·福岡·那覇／仁川·釜山·台北
中部—新千歳·福岡／仁川

国際線のみ
済州航空（韓国）
http://jp.jejuair.net/
仁川—成田·中部·関西·福岡·沖縄
金浦—中部·関西
釜山—関西·福岡

ジンエアー（韓国·大韓航空）

http://ragi.mokuren.ne.jp/
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http://www.jinair.com/language/jpn/ 路線図
仁川—新千歳·関西·福岡·長崎·沖縄

イースター航空（韓国）
http://www.eastarjet.net/
仁川—成田·関西

ティーウェイ航空（韓国）

http://www.twayairlines.jp/
仁川—新千歳·関西·福岡·佐賀·大分·沖縄
大邱—関西

エアプサン（韓国·アシアナ航空）

http://www.airbusan.com/AB/airbusan/japan/main.jsp 路線図
釜山—成田·関西·福岡

トランスアジア（復興）（台湾）
http://www.tna.com.tw/jp/ 路線図
台北（桃園）—旭川·新千歳·函館·成田·関空·那覇

香港エクスプレス航空

http://www.hkexpress.com/ 路線図
香港—成田·羽田·中部·関西·福岡

セブパシフィック航空（フィリピン）
http://www.cebupaciﬁcair.com/web-jp/Pages/default.aspx 路線図
マニラ̶成田·中部·関西 セブ̶成田

エアアジア X（マレーシア）
http://www.airasia.com/jp/ja/home.page 路線図
羽田—クアラルンプール
成田—クアラルンプール・バンコク
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新千歳—バンコク
関西—クアラルンプール・バンコク

スクート（シンガポール）
http://www.ﬂyscoot.com/index.php/ja/ 路線図
シンガポール̶台北（桃園）—成田
シンガポール̶高雄—関西
シンガポール̶バンコク—関西

台湾·香港へ
航空会社
JAL（日本航空）

台湾へ 香港へ
○
○

ANA（全日空）
ジェットスター
ピーチ・アビエーション
バニラエア
大韓航空
アシアナ航空
中国国際航空
中国東方航空
チャイナエア
エバー航空
トランスアジア航空
キャセイパシフィック航空
フィリピン航空
ベトナム航空
シンガポール航空
スクート
デルタ航空

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

LCCなど予約サイト
http://www.skygate.co.jp/
http://lcctrip.blog.fc2.com/
http://www.airticket.ne.jp/ticket/d/lcc/
http://globalastrolive.com/2692
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