
JALのサービスについて
3月号では、国際線でこれから海外に赴任されるお客さま向けのサービスのご紹介と、
2022年度の国内線便数計画の概要についてご紹介させていただきます。
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日本航空 旅客販売推進部

上記の情報は、2022年3月3日時点の情報に基づきます。最新の情報はJAL Webサイトでご確認ください。

国際線

◆対象クラス F,J,C,D,W,Y (eチケットお客様控のクラス欄に印字されている予約クラス)
◆対象路線 日本発JAL国際線

サービス内容・お申込み方法などはこちら(JAL Webサイト)にてご確認ください。

JAL ファミリークラブへの入会で、快適な海外赴任を！

JALファミリークラブ 5つのメリット

メリット
①

赴任フライトボーナスマイル 5,000マイルプレゼント
JAL国際線を対象の運賃でご利用いただきますと、お一人様に5,000マイルが加算されます。
さらにJALカード会員であれば1,000マイルプレゼントします。

超過手荷物料金一部免除サービス ＋2個まで無料
JAL国際線を対象運賃でご利用いただきますと、通常の手荷物許容量に追加して、
お一人様2個の手荷物が無料となります。さらにJALカード会員であれば＋1個無料となります。

JAL赴任プラン ご利用運賃・路線に応じたポイントをご提供
獲得したポイントはご指定の場所から空港までのお迎えお車や空港宅配サービス、またJALグループ
航空券・免税品・機内販売で使用できるJALクーポン等に交換できます。

家族全員がためたマイルを合算できるマイルプール特典
JALファミリークラブにご入会の家族会員がためたマイルを、
特典引き換え時に合算(マイルプール)してご利用いただけます。

JALならご帰任時も役立つサービスをご用意
ご帰国の際、通常の手荷物許容量に追加して、お一人様2個の手荷物が無料となります。
また、空港からご指定の場所まで1世帯2個まで手荷物を無料でお運びいたします。

JALカード会員なら、さらにおトク！

JALなら、ビジネスクラスで
5個まで無料！

JALファミリークラブは、海外赴任や海外留学など、海外で生活される皆さまのための年会費無料の会員組織です。
ご家族のマイルを合算できるほか、JAL便ご搭乗時のボーナスマイル、超過手荷物料金一部免除など、通常のJALマイレージバンク
のサービスに加えた、JALファミリークラブ会員限定のサービスをご提供いたします。

国際線 JALファミリーサービス

「JALファミリーサービス」は海外赴任、帰任時、赴任中のご家族を訪問される際の
ご渡航をきめ細かくサポートをしております。
コロナ禍においてご不安を感じられる配偶者の方や小さなお子さまをお連れの方に対し、
地上係員がご出発から到着地での手続きまでをお手伝いさせていただきます。

◆対象クラス 2022年4月30日ご搭乗分までは、予約クラスの制限なくご利用いただけます。
◆対象路線 日本発着JAL国際線*
◆対象となるお客さま(一例) 配偶者おひとりの場合、60歳以上のご家族のみの場合、配偶者おひとりで16歳未満のお子さまをお連れになる場合

【1.ご出発地】 JAL国際線のご出発空港にて、チェックインからご搭乗までを、 地上係員がご案内いたします。
【2.機内】 皆さまに空の旅をゆったりとお楽しみいただけますよう、客室乗務員がお世話いたします。
【3.ご到着地/お乗り継ぎ地】
・JAL便到着地では降機からご入国までのご案内と各種お手続きのお手伝いをいたします。
・JAL便から他社便へお乗り継ぎの場合は、JAL便の機側からお乗り継ぎ便のチェックイン場所もしくはご搭乗口までご案内いたします。
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*2022年3月3日現在、空港当局の要請などにより一部空港ご到着の際にサービスの提供を中断しております。

サービス内容・お申込み方法などはこちら(JAL Webサイト)にてご確認ください。

https://www.jal.co.jp/jalmile/jfc/
https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/support/family/index.html


国内線のお知らせ
3月号では、2022年3月27日以降の主な便数計画についてご案内させていただきます。

上記の情報は、2022年3月3日時点の情報に基づきます。最新の情報はJAL Webサイトでご確認ください。

≪トピックス≫
JALではエアバスA350-900型機、日本エアコミューター(JAC)ではATR42-600型機の導入を着実に進め、省燃費かつ低騒音
という環境性能を兼ね備えた新型機を使用して環境負荷低減に貢献いたします。
また2021年度に引き続き、大阪(関西)発着の宮古線、および名古屋(中部)発着の宮古線、石垣線については、繁忙期の
季節運航を継続します。また、東京(羽田)発着の沖縄離島路線(宮古線、石垣線、久米島線)についてはJAL便名での運航を
継続し、需要動向に応じて運航機材の大型化を実施することで提供座席数を増やします。

路線 変更期間 便数(往復)/1日 備考

大阪(伊丹)=鹿児島
2022年3月27日～4月28日、
5月9日～7月14日、
9月1日～10月29日

7便 ⇒ 8便

大阪(伊丹)=沖縄(那覇)
2022年4月29日～5月8日、
7月15日～8月31日

2便 ⇒ 3便 (*1)

札幌(丘珠)=女満別 2022年3月27日～
1便/1日 + 週4便
⇒ 1便/1日 + 週6便

土以外は2便/1日(*1)

札幌(丘珠)=利尻 2022年3月27日～10月29日 1便 ⇒ 2便
期間中の土・日・祝など
計74日間(*2)

札幌(丘珠)=函館 2022年10月24日～ 6便 ⇒ 7便 (*1)

札幌(丘珠)=奥尻 2022年3月27日～10月29日 0便 ⇒ 1便
期間中の土・日・祝など
計71日間(*3)

鹿児島=屋久島
2022年4月28日～5月29日、
9月16日、22日、10月7日

5便 ⇒ 6便
期間中の金・土・日など
計16日間(*2)

鹿児島=徳之島
2022年3月27日、
4月28日～5月8日、
7月1日～10月10日

4便 ⇒ 5便 期間中の計65日間(*2)

鹿児島=沖永良部 2022年8月9日、18日 3便 ⇒ 4便

沖縄(那覇)=与論

2022年7月15日～

1便 ⇒ 1.5便
与論⇒沖縄（那覇）
片道のみ増便

沖縄(那覇)=与那国 1便 ⇒ 1.5便
沖縄（那覇）⇒与那国
片道のみ増便

宮古=石垣 2022年7月15日～
2便 ⇒ 4便 期間中の月・金・土・日

2便 ⇒ 3便 期間中の火・水・木

2022年度の基本便数計画について

※2022年1月18日時点での計画となります。
*1 一部運航便数の異なる期間がございます。詳細につきましては、JAL時刻表またはJAL Webサイトをご確認ください。
*2 詳細につきましては、JAL時刻表またはJAL Webサイトをご確認ください。
*3 2021年度冬期ダイヤと同等の運航を継続。一部運航便数の異なる期間がございます。詳細につきましては、JAL時刻表または

JAL Webサイトをご確認ください。

■詳しくはこちら(JAL Webサイト)を参照ください。

≪FDAとのコードシェア路線が拡大！≫
下記3路線がコードシェアで新設されます。これにより、FDAが就航しているすべての路線でJALコードシェア便が設定されます。

路線 期間 便数(往復)/1日

名古屋(小牧)=青森

2022年3月27日~

3便

名古屋(小牧)＝花巻 4便

神戸=新潟 1便

■詳しくはこちら(JAL Webサイト)をご参照ください。

国内線

https://press.jal.co.jp/ja/release/202201/006462.html
https://press.jal.co.jp/ja/release/202201/006469.html


ワーケーションを軸に企業と自治体をつなぐ共創型コミュニティ

「ワークスタイル研究会」を発足

JALの新たな活動
2月に発足した「ワークスタイル研究会」、JALの物販事業の取り組みについてご紹介させていただきます。
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JALは、社会におけるワーケーションのさらなる浸透を目的に、「壱岐ワーケーションツアー」など各地域における多様なモニターツアーの
展開や、個人向け商品「ジャルパックのワーケーション」の販売などを行っていますが、今般新たに、企業・自治体の皆さまと共に、共
創型コミュニティ「ワークスタイル研究会」を発足します。

この「ワークスタイル研究会」は、『ワーケーションを軸とした新しい働き方の普及・推進による「企業価値向上」・「地域活性化」および
SDGsの達成』をビジョンとして掲げ、企業・自治体双方の会員の皆さまと共にワーケーションを軸としたさまざまな取り組みを通じて、
時間と場所に捉われない柔軟性のある働き方の推進と制度の定着を目的としたコミュニティです。JALは、当コミュニティの運営事務
局として、企業・自治体間の連携促進や双方へのさまざまな支援、当コミュニティのPRなどを担います。

■「ワークスタイル研究会」 概要

設立時期：2021年12月設立、2022年2月発足

設立目的：ワーケーションを軸とした新しい働き方の普及・推進による 「企業価値向上」・「地域活性化」およびSDGsの達成を目指します
運営事務局：日本航空株式会社

活動内容 ：・専用Webサイトを通じた企業・自治体による双方向のコミュニケーション

・自治体と組んだモニターツアーの実施
・説明会などの制度導入に関する取り組み など

会費 ：無料 ※各活動への参加にて費用が発生する場合は別途ご案内予定

企業・自治体のお問い合わせ先 ： ワークスタイル研究会事務局 workstyle@ml.jal.com

このたび、設立の主旨にご賛同いただいた企業・自治体の皆さまと共に当コミュニティを発足し、また、2月22日より会員専用の
コミュニティサイトを開設します。当サイトでは、さまざまな企業・地域のワーケーションをはじめとする取り組み事例の参照やイベント・
セミナー・モニターツアーなどの情報共有、トークルーム・ダイレクトメッセージなどによる個別交流などを行うことができます。これらの情報
発信やコミュニケーションを通じて、「ワークスタイル研究会」のビジョン体現に向けて、会員の皆さまの結束力を強めるとともに機運醸
成を図るコミュニティサイトを目指します。

JALは、「ワークスタイル研究会」の会員の皆さまと共に、ワーケーションなどを通じた持続可能な新しい働き方の普及・推進に取り組
むことで、社会の諸課題の解決に貢献してまいります。

上記の情報は、2022年3月3日時点の情報に基づきます。最新の情報はJAL Webサイトでご確認ください。
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JAL SHOPPING GATE（JALショッピングゲート）開設！物販

JALショッピングゲートは、マイルがたまる・つかえるサイトを分かりやすくご紹介するために2022年1月にオープンいたしました。
こちらのWebサイトではお客さま個々にあわせたおすすめの商品や、特集ページのご提案をしております。
本日は、JALショッピングゲートに掲載しているサイトをいくつかご紹介させていただきます。

<画面例>

JAL 物販事業の取り組み
お買物でマイルライフをもっと豊かに。おトクにマイルをためる・つかえる方法をご案内いたします！

JALショッピング

ご自宅で旅気分をお楽しみいただけるグルメやワイン、ブランドとのコラボから生まれた限定品やJALオリジナルグッズを取り揃えています。
JMB会員の方なら、Webサイト内でJMB会員認証を行っていただくといつでも100円で2マイル、JALカードによるお支払いで最大
4マイルたまります。

JAL SHOP機内販売オンラインストア

JAL限定品やJALオリジナルのセット商品など、人気のJAL機内販売商品が
オンラインストアでご購入いただけます。JALカードでのご購入で10%割引に
なるほか、ご購入金額に応じてマイルもたまります。

JALとっておきの逸品

お持ちのマイルをJALと大丸松坂屋百貨店がセレクトした商品に交換
いただけます。グルメや家電、雑貨に加えて、JALオリジナル商品も
ご用意しています。

日本全国の食品・製品・体験サービスを豊富に取り揃えており、
お持ちのマイルを地域の魅力ある特産品に交換していただけます。

JALふるさとからの贈りもの

JALショッピングゲートの詳細はこちら（JAL Webサイト）をご覧ください。
またJAL Webサイトトップの「そのほかのサービス」からもご確認いただけます。

今回ご紹介できなかったサイトの掲載もございますので、ぜひJALショッピングゲートをご利用いただき、
さらに便利になったJALのお買い物をお楽しみください。

JALマイレージモール

提携サイトでのネットショッピングのご利用でマイルがたまります。
楽天市場やYahoo!ショッピングなどの有名サイトが多数ございます。

JALふるさと納税

寄附金額100円につき最大2マイルたまります。
JALオリジナル返礼品もご用意しております。

https://www.jal.co.jp/jp/ja/shopping-gate/?utm_source=jsatflyer&utm_medium=article&utm_campaign=09_20220303_jaltimes


「JALカード入会キャンペーン」実施中！
是非この機会にお申し込みください！

キャンペーンの詳細・各種条件につきましてはJALホームページをご覧ください。
※提携ブランドを問わず退会後1年以内に再⼊会された方、
既にJALカード会員 (家族会員を含む）の方は対象となりません。

※⼊会に際して所定の審査をさせていただきます。
通常お申し込みからカード発⾏まで約3週間かかります。
https://jalcard.jal.co.jp/cgi-bin/cardlist/af.cgi?f=online&root=CF2583002




