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運賃の詳細を見る
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検索  日付を選択  ご希望便を選択  運賃詳細  ご搭乗者  お支払い  確認 

通貨変換機を表示する

会員番号 /  ユーザーID PIN / パスワード 
 PIN / パスワードをお忘れの場合

旅程表

日付 便名 運航会社 出発 到着 経由 所要時間 機材 クラス

2014年3月7日 CX451 Cathay Pacific NRT 15:15 TPE 18:30 0 4:15 773 ビジ得3 (I)

2014年3月10日 CX450 Cathay Pacific TPE 12:50 NRT 16:50 0 3:00 773 ビジ得3 (I)

運賃の詳細

ご搭乗者 運賃 サーチャージ 諸税／手数料／料金 合計金額

大人 x 1 JPY 60,000 JPY 12,000  JPY 3,860  JPY 75,860

合計金額 JPY 75,860

獲得アジア・マイル、その他FFP 

アジア・マイル 合計

3,390 3,390

諸税／手数料／料金は、各国政府が定める諸税、空港税（チェックイン時に徴収される場合を除く）の合計金額となります。航空会社のサーチャージは、燃油サーチャージ及び航空
保険料等の各航空会社が定めるサーチャージの合計金額です。詳細については表示された金額の横にある「？」マークをクリックしてください。旅程に香港が含まれる場合、表示さ
れた運賃には香港国際空港保安料が含まれています。 クレジットカード発行銀行は、出発国とクレジットカードの通貨によっては、国際取引業務に対して手数料を徴収する場合があ
ります。お客様のクレジットカード発行会社に詳細をご確認ください。 空港間の移動が伴う場合、その移動費用は表示された運賃には含まれておりません。

ご予約のヒント：キャセイパシフィック航空と香港ドラゴン航空のエコノミークラスでは、料金クラスY, B, H, K, M, L, V, S, N, Qがアジア・マイルの積算対象です。キャセイパシ
フィック航空のプレミアム・エコノミークラスでは、料金クラスW, R, Eがアジア・マイルの積算対象です。 

キャセイパシフィック航空・香港ドラゴン航空アップグレードアワードでは、料金クラス Y、B、H、K、M をご利用のお客様に限り、エコノミークラスからプレミアムエコノミーク
ラスへのアップグレードアワード（プレミアムエコノミークラスをご用意していない場合には、ビジネスクラスへのアップグレードアワード）の対象となります。またキャセイパシ
フィック航空の料金クラス W、R をご利用のお客様はプレミアムエコノミークラスからビジネスクラスへのアップグレードアワード、キャセイパシフィック航空・香港ドラゴン航空
の料金クラス J、C、D、I  をご利用のお客様はビジネスクラスからファーストクラスへのアップグレードアワードの対象となります。コードシェア便をご利用のお客様は、アップグ
レードアワードの対象外とさせていただきます。

二酸化炭素の排出量を計算して、オフセット

ログイン・ユーザー登録

 

別の便を選択する
新規検索

航空会社により、手荷物に追加料金がかかる場合があります。以下の航空会社の手荷物規定が今回の旅程に適用となりますので、詳細は該当航空会社のリンク先をご参照くださ
い。
Cathay Pacific

ザ・マルコポーロクラブ会員番号またはアジア・マイル会員番号にてログインしてください。

ユーザー登録をせずに続ける
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新春セール！エコノミークラス香港・台北行20,000円／東南アジア行28,000円、プレミアム・エコノミークラス香港行45,000円、ビジ
ネスクラスも設定

  友達に知らせる:

ホーム 企業情報 連絡先 日本 | 国／地域の選択文字を拡大 English

旅の予約 予約の確認 最新のおすすめ情報 旅に関する情報 マイレージ プログラム

6日間限定の新春セール - 2014年1月26日まで！

香港・台北行は20，000円！東南アジア行が28，000円！6日間限定で「ニューイヤーセール」運賃

2014年1月21日（火）から26日（日）の6日間限定で、「ニューイヤーセール2014」運賃を販売します。エコノミークラス往復香港・台北行が20,000円、東南アジア行は28,000円と今だ
けの価格設定です。しかも、東京（成田・羽田）、大阪、名古屋、福岡、札幌、沖縄発着の設定ありで、午前便午後便に関わらず同一運賃です。出発対象期間は2014年2月11日（火・
祝）から2014年4月16日（水）まで。
プレミアム・エコノミークラス、ビジネスクラス運賃もお得な価格でお求めいただけますので、この機会にワンランク上のおもてなしをご体験ください。

オンライン予約はこちら

香港・台北・東南アジア行 ニューイヤーセール2014運賃

販売期間： 2014年1月21日－2014年1月26日（6日間限定）
出発期間： 2014年2月11日－2014年4月16日（日本出発設定除外日／2014年3月20日－3月21日）

香港行 エコノミークラス（予約クラス O）プレミアム・エコノミークラス（予約クラス E）ビジネスクラス（予約クラス I）
東京（成田）、大阪、名古屋、

福岡、札幌、沖縄発 20,000円 45,000円 110,000円

東京（羽田）発 20,000円 45,000円 設定なし

 
台北行 エコノミークラス（予約クラス O）ビジネスクラス（予約クラス I）

東京（成田）、名古屋、福岡発 20,000円 60,000円
大阪発 20,000円 80,000円

 
東南アジア19都市行 エコノミークラス（予約クラス O）ビジネスクラス（予約クラス I）

東京（成田／羽田）、大阪、名古屋、
福岡、札幌、沖縄発 28,000円 120,000円

*上記運賃額には空港諸税や燃油サーチャージは含まれていません。

オンライン予約はこちら

お問い合わせ・お電話によるご予約は、キャセイパシフィック航空予約・発券センター0120-46-3838（月～土9:00~17:30/日・祝休み）または最寄りの旅行会社までどうぞ。

下記の「運賃規則詳細」をクリックして、詳細をご覧ください。

香港行「エコ得スペシャル ニューイヤーセール2014」運賃規則詳細

目的地： 香港
出発都市： 東京（成田／羽田）、大阪、名古屋、福岡、札幌、沖縄
クラス／旅行形態： エコノミークラス往復
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