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スターアライアンス加盟航空会社および他のパートナー航空会社の一部地域および搭乗クラスのセーバー特典を、期間限定でお得にご利用いただけ
ます。当キャンペーンを利用するには、2月28日までに、対象となる就航地の中からお好きな目的地を選択し、フライトをご予約ください。

対象となる地域 客室 通常料金 割引料金

北アジア - 南アジア

エコノミー 20,000マイル 17,500 miles

ビジネス 40,000\'83\'7dイル 35,000 miles

ヨーロッパ内

エコノミー 15,000マイル 12,500 miles

ビジネス 30,000マイル 25,000 miles

ヨーロッパ - 南アジア

エコノミー 55,000マイル 50,000マイル

ビジネス 85,000マイル 75,000マイル

ヨーロッパ - 中東 ビジネス 45,000マイル 35,000 miles

日本 - 南アジア

エコノミー 22,500マイル 20,000マイル

ビジネス 40,000\'83\'7dイル 35,000 miles

南アジア内

エコノミー 17,500マイル 15,000 miles

ビジネス 30,000マイル 25,000 miles

中央アジア - 米国本土、アラ
スカ、カナダ ビジネス 80,000\'83\'7dイル 70,000 miles

ヨーロッパ - 米国本土、アラ
スカ、カナダ ビジネス 70,000マイル 57,500 miles

北アジア - 米国本土、アラス
カ、カナダ ビジネス 80,000\'83\'7dイル 70,000 miles

南アジア - 米国本土、アラス
カ、カナダ ビジネス 80,000\'83\'7dイル 70,000 miles

注記：この表に記載されているマイル交換レートは、片道料金です。往復の場合は、該当する地域および搭乗クラスのマイル交換レートに2を掛け
て、往復料金を算出してください。

ご予約期間： 2015年1月30日 – 2月28日
ご旅行期間： 2015年2月10日 – 12月31日

今すぐのご予約

ご利用規約：

セーバー特典の割引は、フライトのご利用のみが対象となります。当キャンペーンは2015年2月28日午後11時59分に終了します。
当キャンペーンは、2015年1月30日以降のご出発で2015年12月31日までに完了するご旅行が対象です。
セーバー特典の割引は、上記の表に記載されている地域間のフライトが対象となります。
ご出発日が20日以内のご予約には手数料がかかる場合があります。
特典の料金設定は予告なしに変更される場合があります。この割引は発券済みの航空券には適用されません。
特典旅行に適用される税金、手数料、手荷物料金、およびサーチャージはお客様のご負担となります。これには、政府が課す税金・手数料と
して、往復で最大 18 米ドルの旅客施設使用料（PFC）、米国内の空港を発地とする空路の特典旅行で、政府が規定するストップオーバーを含
まない片道旅程ごとに5.60 米ドルの米国保安サービス料、米国内の各区間（離着陸ごと）につき 4 米ドルの米国連邦区間使用料、米国から
出発または米国に到着する各国際線フライトにつき 17.70 米ドルの米国連邦消費税、最大 17.50 米ドルの米国審査料（米国入国時）が含ま
れます。2015 年 1 月 1 日現在、米国政府以外が課す航空券の税金、料金、空港使用料の合計額が、各航空券につき最大 275 米ドルとなる
場合があります。 このような税金、手数料、サーチャージは発券時にお支払いいただく必要があり、これらは変更される場合があります。有

スターアライアンス（Star Alliance™）加盟航空会社および他のパートナー航空会社のセー
バー特典をお得にご利用ください
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効かつ未使用の特典航空券は、発券日から1年以内であれば、サービス料を支払うことによってマイレージプラス・サービスセンターに返却す
ることができます。特典用の席数は空席状況により変動し、座席数の制限が適用されることがあります。マイレージプラスの特典旅行につい
て詳しくは、www.united.com/awards をご覧ください。特典航空券でのご旅行は、ユナイテッド・マイレージプラスまたはその他のロイヤ
ルティプログラムでのマイル数に加算されません。
このキャンペーンは他のキャンペーンと併用することはできません。
他の特典タイプとの併用（例：スタンダード特典の片道とセーバー特典の片道旅行の組み合わせなど）は可能です。ただし、割引が適用され
るのはセーバー特典でご購入いただいた飛行区間のみとなります。
ご搭乗日を変更する場合は、ご旅行前かつ新しいご出発日から4日以上前にユナイテッド予約センターへお電話にてご依頼ください。 旅行日
程のご変更の際は、各航空券につき最大200米ドルのサービス料が適用されます。サービス料は、マイルご利用時のアカウントステータスに基
づいて決定されます。
完全に未使用の航空券をプロモーション期間外のご旅行に交換される場合、またはこのプロモーションのご利用規約に従わないご旅行の場合
は、対象となるサービス料を差し引いた上で、一旦会員のアカウントにマイルが返還された後、新規の特典と同等のマイル利用率で新しい航
空券が発行されます。
一部使用済みの航空券をプロモーション期間外のご旅行に適用する場合は、片道航空券を新たにご購入いただくか、規定のマイル交換レート
で新規の片道特典航空券と交換していただく必要があります。航空券の未使用の復路部分はご旅行にご利用いただけません。また、お客様の
アカウントにマイルを返還することはできません。
日程のいずれかの部分がキャンペーン期間外にあたる場合、またはこのプロモーションのご利用規約に従わないご旅行の場合は、追加の特典
マイルの交換が必要となる場合があります。
当キャンペーンの内容は、予告なく変更されることがあります。また、その他の制限が適用されることがあります。

利用規約の追加規定

獲得されたマイルおよび発行済みの特典は変更されることがあり、ここに明示されているプレミア（Premier()）プログラムを含み、かつそれに限ら
ない、ユナイテッド航空マイレージプラス(MileagePlus()))プログラム（『マイレージプラスプログラム』）の規約が適用されます。ユナイテッド
は、使用条件、プログラム規約、特典、キャンペーン等、マイレージプラスプログラムに関わる全てを、通告の有無にかかわらず、いつでも変更ま
たは終了する権利を保有します。ユナイテッドとその子会社、提携企業、および代理店は、他の参加企業およびパートナーが提供する商品やサービ
スについて何ら責任を負わないものとします。UnitedとMileagePlusは、米国で商標登録されています。マイレージプラスプログラムについての詳
細は、united.com をご覧ください。
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