
　　＜普通運賃、往復運賃、小児運賃、スター小児、FLY JAPAN VALUE FARE、スターシニア、スターユース、スターＱ割、障がい者割引運賃、介護割引運賃、スタービジネス＞

運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率

通常期 ¥37,200 - ¥37,200 - ¥23,650 - ¥35,450 - ¥26,050 - ¥25,950 -

ピーク期 ¥39,300 - ¥38,600 - ¥25,300 - ¥36,900 - ¥27,700 - ¥28,800 -

通常期 ¥18,600 50% ¥18,600 50% ¥11,800 50% ¥17,700 50% ¥13,050 49% ¥13,000 49%

ピーク期 ¥19,300 50% ¥19,300 50% ¥12,650 50% ¥18,450 50% ¥13,850 50% ¥14,400 50%

通常期 ¥32,700 12% ¥28,000 24% ¥18,150 23% ¥25,950 26% ¥19,850 23% ¥22,400 13%

ピーク期① ¥34,100 13% ¥29,500 23% ¥17,800 29% ¥27,500 25% ¥19,500 29% ¥23,000 20%

ピーク期② ¥38,300 2% ¥38,300 0% ¥18,800 25% ¥31,600 14% ¥23,600 14% ¥24,600 14%

通常期 ¥18,600 50% ¥18,600 50% ¥11,800 50% ¥17,700 50% ¥13,050 49% ¥13,000 49%

ピーク期 ¥19,650 50% ¥19,300 50% ¥12,650 50% ¥18,450 50% ¥13,850 50% ¥14,400 50%

通常期 ¥18,600 50% ¥18,600 50% ¥11,800 50% ¥17,700 50% ¥13,050 49% ¥13,000 49%

ピーク期 ¥19,650 50% ¥19,300 50% ¥12,650 50% ¥18,450 50% ¥13,850 50% ¥14,400 50%

通常期 ¥9,150 75% ¥9,150 75% ¥7,150 69% ¥9,150 74% ¥7,150 72% ¥7,150 72%

ピーク期 ¥9,000 77% ¥9,000 76% ¥7,000 72% ¥9,000 75% ¥7,000 74% ¥7,000 75%

通常期 ¥15,900 57% ¥15,900 57% ¥9,700 59% ¥13,750 61% ¥11,800 54% ¥11,700 54%

ピーク期① ¥17,600 55% ¥17,600 54% ¥10,000 60% ¥15,600 57% ¥13,600 50% ¥14,500 49%

ピーク期② ¥18,600 52% ¥18,600 51% ¥10,500 58% ¥16,600 55% ¥14,500 47% ¥17,000 40%

通常期 ¥16,100 56% ¥15,900 57% ¥9,700 58% ¥13,750 61% ¥11,800 54% ¥11,700 54%

ピーク期① ¥18,300 53% ¥17,600 54% ¥10,000 60% ¥15,000 59% ¥13,600 50% ¥14,500 49%

ピーク期② ¥18,800 52% ¥18,600 51% ¥10,500 58% ¥16,600 55% ¥14,500 47% ¥17,000 40%

通常期 ¥31,900 14% ¥27,000 27% ¥23,450 33% ¥17,800 31% ¥19,150 26%

ピーク期① ¥32,600 17% ¥26,500 31% ¥23,000 37% ¥18,000 35% ¥19,800 31%

ピーク期② ¥33,300 15% ¥33,300 13% ¥30,000 18% ¥19,500 25% ¥24,800 13%

通常期 ¥21,300 42% ¥21,300 42% ¥15,050 36% ¥20,350 42% ¥14,950 42% ¥15,800 39%

ピーク期 ¥22,900 41% ¥22,900 40% ¥15,800 37% ¥21,000 43% ¥15,700 43% ¥18,000 37%

通常期 ¥21,300 42% ¥21,300 42% ¥15,050 36% ¥20,350 42% ¥14,950 42% ¥15,800 39%

ピーク期 ¥22,900 41% ¥22,900 40% ¥15,800 37% ¥21,000 43% ¥15,700 43% ¥18,000 37%

通常期 ¥18,600 50% ¥18,600 50% ¥11,800 50% ¥17,700 50% ¥13,050 50% ¥13,000 50%

ピーク期 ¥19,300 50% ¥19,300 50% ¥12,650 50% ¥18,450 50% ¥13,850 50% ¥14,400 50%

通常期 ¥29,150 21% ¥26,900 27% ¥13,250 43% ¥19,350 45% ¥17,300 33% ¥16,800 35%

ピーク期① ¥32,900 16% ¥29,000 24% ¥13,500 46% ¥19,500 47% ¥17,500 36% ¥21,500 25%

ピーク期② ¥37,000 5% ¥37,500 2% ¥15,300 39% ¥21,000 43% ¥19,000 31% ¥24,500 14%

通常期： 2019年4月1日（月）～6月30日（日）、2019年9月1日(日)～10月26日(土)

ピーク期：  2019年3月31日(日)　、2019年7月1日（月）～8月31日（土）

※ピーク期①： 2019年3月31日（日）、 2019年7月1日（月）～8月1日（木）、2019年8月19日（月）～8月31日（土）

　 ピーク期②：  2019年8月2日(金 )～8月18日(日)

　　・ 取消手数料

羽田-北九州・
福岡・山口宇部

羽田-関西・
福岡-中部

北九州-那覇

羽田-北九州・
福岡・山口宇部

羽田-関西・
福岡-中部

北九州-那覇

－ － ¥6,000 ¥4,000

－ － ¥6,000 ¥4,000

－ － ¥3,000 ¥2,000

－ － ¥3,000 ¥2,000

¥3,000 ¥2,000 ¥6,000 ¥4,000

¥3,000 ¥2,000 ¥6,000 ¥4,000

運賃額の100% 運賃額の100% 運賃額の100% 運賃額の100%

－ － ¥6,000 ¥4,000

－ － ¥6,000 ¥4,000

－ － ¥6,000 ¥4,000

－ － － 　　　　　　　　　　　　　

＊ 東京（羽田）発着、名古屋（中部）、北九州、大阪（関西）、沖縄（那覇）発着路線は航空券ご購入の際に航空運賃に加えて、

「国内線旅客施設使用料」を空港ビル会社に代わって申し受けます。

・羽田：290円（140円）　名古屋（中部）：440円（220円）　北九州：100円（50円）関西：440円（220円）沖縄（那覇）：120円（60円）

＊＊ 各運賃の割引率は、当該期間の大人普通運賃（通常期もしくはピーク期）からの割引率です。

＊＊＊ 詳しくは運賃種別表をご参照ください。

2019年3月31日～2019年10月26日 ご搭乗分　運賃一覧表

運賃種
東京（羽田）⇔北九州 東京（羽田）⇔福岡 東京（羽田）⇔大阪（関西） 東京（羽田）⇔山口宇部 名古屋（中部）⇔福岡 北九州⇔沖縄（那覇）

備　考

大人普通運賃

株主優待割引運賃

往復運賃
（片道あたり）

小児運賃

スター小児 *1

FLY JAPAN VALUE
FARE

スターシニア

スターユース

スターＱ割 設定なし -

障がい者
割引運賃

介護割引運賃

大人普通運賃

法人株主優待割引運賃
（法人契約専用運賃）

スタービジネス
（法人契約専用運賃）

*1　満3歳以上12歳未満または座席を使用する満3歳未満のお子様が、先行発売運賃（そら旅80～STAR1A/B）をご選択時に、
　 　それらの運賃額よりも当該便における「小児運賃」の方が安価な場合、「スター小児」運賃を自動適用いたします。

運　賃

出発前 出発後

備　考

往復運賃

小児運賃

スター小児

スターシニア

スターユース

FLY JAPAN VALUE FARE 旅客施設使用料のみ返却

スタービジネス

スターＱ割 羽田-関西は設定無し

障がい者割引

介護割引運賃


