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2018年度路線便数計画の一部変更に伴い
・

東アジア路線、ハワイ路線にて機材変更を実施します
東アジア路線
路線

便名

成田=香港

JL735/736

羽田=台北（松山）
成田=マニラ
成田=釜山

時期

変更内容

2018年12月1日～2019年1月31日
2019年2月1日～2月28日

787-8

備考

⇒ 767-300ER（SS6） JL736便は2018年12月2日から2019年2月1日まで変更。

767-300ER（SS6） ⇒ 777-200ER（SS2） JL736便は2019年2月2日から2019年3月1日まで変更。

JL097/098

2018年12月26日～

787-8

⇒

777-200ER

JL099/096

2019年3月21日～

767-300ER

⇒

777-200ER

JL745/746

2019年2月1日～

JL969/960

2019年2月1日～3月25日

JL957/958

2019年2月2日～3月25日

767-300ER（SS6） ⇒

737-800

787-8（SS8）

⇒ 767-300ER（SS6）

JL096便は2019年3月22日から変更。

JL746便は2019年2月2日から変更。

JL960便は2019年2月2日から2019年3月26日まで変更。

ハワイ路線
路線

便名

時期

JL786/785

変更内容

2018年12月1日～2019年1月5日 767-300ER（SS6） ⇒

備考

787-9（SS9Ⅱ）

プレミアムエコノミークラスを設定します。
販売開始は、2018年9月10日（月）14:00を予定しています。

成田=ホノルル
JL782/789 2018年12月28日～2019年1月5日

787-9（SS9Ⅱ）

ファーストクラスを設定します。

⇒ 777-300ER（SS7） 販売開始は、2018年9月10日（月）14:00を予定しています。

★JL782/789
ご好評にお応えし、 2018年12月28日～2019年1月5日の成田－ホノルル線
（782/789便）に「JAL SKY SUITE」仕様の777-300ER型機を投入して
ファーストクラスサービスを設定いたします。
ビジネスクラスは寝心地にこだわったフルフラット型の座席「SKY SUITE」。
個室感を高めた空間で、ご自由にお好きな時間をお過ごしいただけます。
プレミアムエコノミークラスには、機能性・プライバシー性に配慮した「SKY PREMIUM」。
エコノミークラスには、世界一の評価をいただいた「SKY WIDER」を導入しました。

JL782/789
国際線ボーイング777-300ER型機（SS7） 合計244席
ファーストクラス「JAL SUITE」 8席
ビジネスクラス「JAL SKYSUITE」 49席
プレミアムエコノミークラス「JAL SKYPREMIUM」 40席
エコノミークラス「JAL SKYWIDER」 147席

2019年6月8日～9月3日の間、成田=シカゴ線を期間増便します
路線
成田=シカゴ

便名
JL8056
JL8055

時期

機材

2019年6月8日～9月3日

787-8（SS8）

運航ダイヤ（予定）週4日運航
成田発 17:55 シカゴ着 15:55

成田発＝月・水・木・土曜日

シカゴ発 13:00 成田着 15:55 （翌日）

シカゴ発＝火・木・金・日曜日

★航空券の予約・販売開始は、2018年9月10日(月) 14:00を予定しています。

ビジネスクラス

プレミアムエコノミークラス

エコノミークラス

JL8056/8055
国際線ボーイング787-8型機（SS8） 合計161席
ビジネスクラス「JAL SKYSUITE」 38席
プレミアムエコノミークラス「JAL SKYPREMIUM」 35席
エコノミークラス「JAL SKYWIDER」 88席

http://www.jal.co.jp/inter/route/network/にて、
JAL国際路線の最新情報をチェック！

＜国際線＞ダニエル.K.イノウエ国際空港新ラウンジオープン！
「Sakura Lounge Hale」でご出発前のひとときを
お過ごしください

＜国内線＞JAL国内線Wi-Fi無料１周年記念
ご好評につき第2弾！

既存のサクララウンジ（本館）に加えて、新しい
サクララウンジがオープンしました。これにより、
プレミアムエコノミークラスご利用のお客さまも
ラウンジのご利用が可能となりました。

抽選で“JALオリジナルQUOカード”
など豪華賞品が当たる！

JALアプリ
ダウンロードキャンペーン
【キャンペーン期間】
2018年9月1日（土）～9月30日（日）

「Sakura Lounge Hale」
羽田空港国際線ラウンジのコンセプトである上品な
グレーの色調が作り出す、日本的で上質な空気感
漂う空間を踏襲しつつ、ハワイアンカルチャーの持つ
穏やかで温かみのあるエッセンスを加え旅の余韻に
浸りながらくつろげるラウンジ空間を演出しました。
“Hale”とはハワイ語で「家」のこと。お客さまにとって、
家のように、落ち着いて寛いでいただけるような空間に
したいという思いを込めたネーミングです。
●営業時間：07:55～14:55（本館と同じ）
●席数：66席 ★サクララウンジ本館と合わせて266席
●設備：フード＆ビバレッジカウンター
テンキーロック付クローク
化粧室（男 大2小2, 女2）を完備
※男女いずれも車いす対応
●ロケーション：制限区域内、C1ゲート手前の3Fエリア（出発階は2F）

キャンペーン期間中に「JAL」アプリを
ダウンロードし、アプリ内専用バナーから
応募登録いただいた方の中から、
JALオリジナルQUOカードなど抽選で
2,010名様に豪華賞品をプレゼント！
*すでに「JAL」アプリをインストールして
いただいている方もご応募いただけます。

〔重要なご案内〕
スマートフォン・タブレットで、ビデオプログラムをご利用されるお客さまへ
ビデオプログラムを視聴するために、最新の「JAL」アプリ（もしくは「JAL Flight Navi」
アプリ）が必要です。ご搭乗の前に、App StoreもしくはGoogle Playから、事前の
ダウンロード・アップデートをお願いします。 ※ノートパソコンについては変更ございません。

＜国際線＞成田空港・羽田空港 国際線ラウンジサービスのご案内
成田空港 本館ファーストクラスラウンジ

羽田空港 ファーストクラスラウンジ

大好評！!
お客さまの目の前で寿司職人が
握るお寿司をご堪能ください

鉄板ダイニング「羽田市場」の
朝獲れ鮮魚をその日のうちに！

【提供場所】
成田空港本館3階
ファーストクラスラウンジ
ダイニングエリア
【提供時間】
握り寿司
（イメージ）
07:30~12:30
15:00~20:00

ベジタブルロール
（イメージ）

メニュー(予定) ★握り寿司を週替わりでご提供します。
・9月6日～12日 マグロ中トロ ヤリイカ 玉子
・9月13日～19日 天然ヒラメ 赤海老 太巻き
・9月20日～26日 マグロ天身 煮アナゴ 玉子
・9月27日～30日 マグロ中トロ ヤリイカ 玉子
★ベジタブルロールもご用意可能です。
★メニューは変更になる可能性があります。

【提供場所】
羽田空港4階
ファーストクラスラウンジ
ダイニングエリア
【提供時間】
17:30～23:30

＜国内線> 【お知らせ】
メールサービスの取り扱い変更について
2018年8月8日（水）より、JALグループ国内線に
おける、国内線メールサービスの取り扱いを以下の
とおり変更いたしました。ご予約に関する大切な
お知らせを受け取っていただけますよう、恐れ入りますが
ご理解をお願いいたします。

メールアドレスの登録について

スズキのポワレ ケッカソース
（イメージ）

CSN×JAL 業務提携 2018年9月のメニュー

羽田市場直送「スズキのポワレ ケッカソース」
鮮魚流通ベンチャー企業「CSN地方創生ネット
ワーク」と協業。CSN社が運営する羽田市場から
仕入れた､早朝の地方漁港で水揚げされた鮮魚を
鉄板ダイニングにて提供いたします。

JALホームページ・モバイルサイト、JALオンライン（法人
向け出張サポートシステム）からの新規ご予約時には、
メールアドレスの登録が必要になります。メールアドレスを
お持 ち でな い お客 さ ま は 、 お 手 数 です が J AL国 内 線
ご予約・ご購入・ご案内にてご予約ください。

購入完了メールへの確認番号記載について
JALホームページ・モバイルサイト、JALオンライン（法人
向け出張サポートシステム）より航空券をご購入・発券
いただいた際にお送りしている購入完了メールに 確認
番号を記載いたします。

「 J A L ふ る さ と か らの 贈 り 物 」 は 、
JALマイレージバンク(JMB)会員
向けにJALのマイルを地域の商品や
サービスへ交換をしていただける
特典交換プログラムです。

国内線ファーストクラス今月の機内食(夕食)

かくし甲斐路
生ほうとう

*夕食・・・17時以降の出発時間帯。
沖縄便は18:00以降の到着便で提供。
今回 の日 本各地 の名店プロ デュース機 内食は 、茨城県 土浦 市
「霞月楼」の菊池（きくち）智則（とものり）料理長による監修
メニューをご提供します。生産量が少なく「まぼろしの牛」とも呼ばれる
「飯村牛」を使った「飯村牛と土浦蓮根きんぴら」（中旬羽田発、
上 旬 羽 田 着 提 供 メ ニ ュ ー ） な ど地 元 の 食 材 が詰 ま った 季 節 感
溢れるお食事がお楽しみいただけます。
＊記載の情報は9月4日現在の内容です。 スケジュールおよび機材については予告なしに変更される場合がございます。 機内写真・機内食・ドリンクなどの写真はイメージです。

