
発券地 手配先 航空会社 フライト区間 旅行時期 チケット総額 円建て請求額 有効期間

東京 アジアマイル キャセイ航空 成田－香港 1年

KLMオランダ航空 香港－バルセロナ（往復） HKD 9,864.00 ¥123,599 1年

香港－成田

成田－香港

香港－成田

成田－香港

ルフトハンザ 香港－アテネ（往復） HKD 13,604.00 ¥145,573 1年

香港－成田

成田－香港

香港－成田

成田－香港

タイガーエアウエイズ 香港－シンガポール HKD 1,262.00 ¥12,751 ***

エアーアジア シンガポール－バンコク SGD 155.00 ¥9,387 ***

バンコク－羽田

羽田－バンコク

チャイナエアライン バンコク－台北 THB 9,690.00 ¥24,225 1年

台北－成田

成田－アメリカ西海岸（往復） 2012年GW

成田－台北

台北 勝美旅行社*1 キャセイ航空 台北－香港 NTD 23,154.00 ¥63,595 1年

香港－成田

成田－香港

香港－羽田

成田－台北

香港

2012年6月

（*1の継続） （*1の継続）

デルタ航空(online)

2012年5月

台北 (online) ¥125,190

ビジネスクラス

（*1の継続）（*1の継続） （*1の継続）

HKD 6,601.00

3ヶ月

¥71,253

海外発券に関する記録

特典（2万マイル）

2010年9月

チャイナエアライン HKD 7,179.00 ¥84,800 1年
パンダバス

2011年GW

特典（4万マイル） 1年デルタ航空スカイマイル

中国東方航空

チャイナエアライン

2011年9月

2011年10月
パンダバス

HKD 4,050.00

¥77,155 3ヶ月タイ航空
パンダバスバンコク

¥42,375 21日

HKD 7,586.00 ¥77,589 1年

ユナイテッド航空

2012年2月

NTD 48,610.00

(LCC) (online) 2012年New Year

THB 29,675.00

香港
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http://www.cathaypacific.com/
http://www.klm.com/
https://carlos-travelweb.com/201009j/esma2010jpntop.html
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http://www.pandabus.com/
http://www.china-airlines.co.jp/
https://carlos-travelweb.com/201104j/asian4_2011jpntop.html
http://ja.delta.com/skymiles/
http://ja.delta.com/
http://www.lufthansa.com/
https://carlos-travelweb.com/201109j/grde2011jpntop.html
http://www.pandabus.com/
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http://www.pandabus.com/
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http://www.pandabus.com/
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http://www.thaiair.co.jp/
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http://www.china-airlines.co.jp/
https://carlos-travelweb.com/201202j/thtw201202jpntop.html
https://carlos-travelweb.com/201202j/thtw201202jpntop.html
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https://carlos-travelweb.com/201110j/cnhk2011jpntop.html
http://www.pandabus.com/
http://www.thaiair.co.jp/
http://www.pandabus.com/
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台北－香港

香港－羽田

成田－台北

台北－香港

香港－羽田

成田－台北

マイレージプラス 台北－バンコク－（ヤンゴン） 1年

バンコク－成田

羽田－バンコク

アジア・アトランティック・エアラインズ バンコク－成田 THB 14,523.00 ¥47,305 ***

東京 フィリピン航空 フィリピン航空 羽田－バンコク ¥52,370 ¥52,370 ***

日本航空 バンコク－羽田

アメリカン航空 成田－マイアミ（往復） 2018年3月

羽田－バンコク

バンコク－羽田

羽田－バンコク

(LCC) (online) エアーアジア クラビ－香港 THB 3,490.00 ¥12,585 ***

香港 アジアマイル キャセイ航空 香港－成田 1年

NTD 23,000.00 ¥62,600

NTD 22,800.00

6ヶ月THB 33,516.00

バンコク

1年¥81,400

1年キャセイ航空

2012年9月

台北

タイ航空

2013年12月

勝美旅行社

キャセイ航空

2013年6月

バンコク HISバンコク
2014年3月

¥108,931

¥81,362 1年

2019年2月

特典（25,000マイル）

特典（15,000マイル）

エクスペディア

2018年1月

¥153,870 ¥153,870 1年

日本航空
日本航空

2018年9月

THB 23,930.00
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