
【Go Toトラベル事業支援対象】

初日の出（イメージ）

Facebookグループ JALプレミアメンバー限定

JALボーイング 737-800型機 国際線機材利用

日本航空スペシャルチャーターフライト

JALと羽田空港をたっぷり楽しむ 夏合宿

2022年7月22日（金）～23日（土）
羽田発着 1泊2日

協力 旅行企画実施
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初日の出（イメージ）

ツアーの魅力

もうすぐやってくる本格的な夏への期待に心が騒ぐ方も多いのではないでしょうか？待ちきれない皆さまは既にビーチ、シ
ティ等、各地にお出かけになられていることと存じます。コロナによる制限・制約のないゴールデンウィークを過ごされ、夏
休みはさらに満喫しようとさらに気分が高揚されて、いろいろなご計画をされていらっしゃる様子が目に浮かびます。
期待が高まる夏休み、当Facebookグループでなんと日本航空(JAL)より飛行機のチャーターを実現しました。

JALの新型コロナ対策 飛行機内・空港安全対策「JAL FLY SAFE」で清潔な環境・サービスが提供された機材、今
夏も猛暑が予想されていますが空調の利いた機内で、アクセスも便利な羽田空港発着でのチャーター遊覧フライトを
たっぷり3時間楽しみませんか？

今回「夏合宿」と題し、関係各社にサポートいただきスペシャコラボが実現しました。
羽田空港 制限区域内を専用バスで、エアポートコンシェルジュがガイド！普段はなかなか見ることが出来ないアングル
から羽田空港の魅力に迫ります。さらには格納庫エリアで特別下車出来てしまうとっておきの内容。夕食はJAL運航乗
務員によるプレミアムトークショーと共に羽田エクセルホテル東急の特別コース料理をお楽しみいただきます。
ご宿泊も羽田エクセルホテル東急にステイ。空港エリア内ホテルで飛行機と共に素敵な一夜をお過ごしください。

翌日はJALボーイング737-800型機 (国際線仕様機材)で、富士山を遊覧し四国でUターンするハートマークの航路
(天候により変更の可能性あり)を機窓より満喫しつつ、国際線機内食と遊覧フライトをたっぷりお楽しみください。JAL、
羽田空港がもっと好きになってしまう…とっておきのチャーター企画。
夏休みの思い出に、是非、ギュッと凝縮した濃密な2日間の夏合宿を存分にお楽しみください。

日本航空 様、羽田エクセルホテル東急 様、羽田旅客サービス 様、セブンカルチャーネットワーク 様 他
多くのサポートをいただき、とっておきJALのチャーターイベントが実現しました。
皆さんと共に楽しい時間、思い出となることを期待してやみません。
当日、お会いできることを楽しみにしております。

＋ ＋

羽田空港制限区域内
見学バスツアー
（約90分）

JAL現役
機長・
副操縦士
トークショー

空港内にあるホテルに宿泊

全てがJALプレミアメンバー貸切！

国際線長距離路線用の
機内食付き

JALボーイング
737-800型機
羽田発着

約3時間・遊覧飛行

写真提供：羽田旅客サービス

①羽田空港 制限区域内を羽田空港のエアポートコンシェルジュがガイドする専用バスで特別見学。
さらに！当ツアー限定、格納庫エリアで特別下車を予定。
(※荒天等の場合、下車不可 / 所要時間 約90分:保安検査などの時間含む)

②JAL運航乗務員(現役機長・副操縦士)によるプレミアムトークショー(羽田エクセルホテル東急にて)
③羽田空港隣接の羽田エクセルホテル東急で、機内食をイメージした特製ディナーとご宿泊がセット
④【羽田空港 発着】JALチャーター遊覧フライト（約3時間）
通常より巡航高度を低く飛行、機窓から広がる景色をお楽しみください)

➄遊覧フライト中に機内で、JAL現役パイロットによるフライトガイド (運航状況によっては中止)
⑥参加者限定 当ツアーオリジナル JALノベルティグッズをプレゼント(お楽しみに♪)

Facebookグループ JALプレミアメンバー代表

※フライトは政府許可申請中です。

チャーターフライトだけのお楽しみポイント
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旅行期間：2022年7月22日（金）～23日（土） 1泊2日
集合・解散地：羽田空港
使用予定機材：JALボーイング737-800型機（国際線仕様）
食 事：朝:1回 昼:１回（国際線機内食）夕:1回（ホテル・コース料理）

最少催行人員：80名

添乗員：同行いたしません。現地係員がご案内。
利用ホテル：羽田エクセルホテル東急（1～3名1室） ＊部屋指定なし

ホテルのご案内

チャーター便
チェックイン

11:00～12：00頃

※着陸後解散

日本の空を周遊
※約3時間

搭乗後出発

12:00～13:00

羽田空港到着

15:00～16:00頃

羽田エクセルホテル東急
ご宿泊

ご夕食

特別コース料理

トークショー

JAL現役機長・
副操縦士

＋ ＋

羽田空港
制限区域内見学バスツアー

13:00頃 羽田空港集合

１
日
目

２
日
目

羽田エクセルホテル東急

羽田空港第２ターミナルに隣接
空港内のホテルにご宿泊

スタンダードツイン（イメージ）

（イメージ）
1泊夕・朝食付
2名様＝ツイン利用
3名様＝ツイン＋ｴｷｽﾄﾗﾍﾞｯﾄﾞ利用
1名様＝ツイン又はダブル利用

夕食は 特別コース料理

ホテル（イメージ）
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羽田空港・制限エリア内を巡る特別見学（約90分）

ホテル（イメージ）

❶格納庫（ハンガー）
❷燃料タンク
❸ブラストフェンス
❹国内・国際貨物
❺消防庁舎
❻管制塔
❼エアサイド連絡橋
➑航空局庁舎

【注意点】 ＊当日、誓約書の提出と顔写真付き本人確認証のご提示が必要となります。（免許証など）
空港内制限区域内は普段は入れない特別なエリアです。皆さまの安全と航空機の安全運航のために、禁止事項を遵守してくださ
い。●営業目的での写真撮影●バスの窓を開ける●指定された場所以外の写真撮影●動画の撮影●撮影した写真のSNSへ
の投稿●危険物の持込禁止●他の参加者へ迷惑を及ぼす行為●その他、安全、衛生、風紀や秩序を乱す恐れがあると判断さ
れる行為。

特別見学中には、制限エリア内ならではの航空機や空港の景色をご覧いただけます。上記写真はイメージです。

羽田空港のエアポートコンシェルジュ
がガイドするバスツアーです。

写真提供：羽田旅客サービス 写真提供：羽田旅客サービス 写真提供：羽田旅客サービス

なんと！
この辺りでバスを下車する

時間をとります！
※荒天時は下車できません。

当日の状況に
よってはルート
が変更になる
可能性があり
ます。



A320シミュレーター（イメージ）

機材はＪＡＬボーイング737-800型機
ビジネスクラス、エコノミークラスの２クラス機材！快適な空の旅をお楽しみください。

＊おひとり様あたりの旅行代金（税込）です。
＊未就学児はご参加いただけません。15歳未満の方は保護者の同行、18歳未満の方は保護者の同意が必要です。
＊お座席のリクエストは承ることができません。非常口席等、窓の仕様が他と異なるお座席や、翼上など眺望に制限のある
お座席となる場合がございます。
＊1名様参加の場合はツイン又はダブルルーム、3名様参加の場合、2名1室のツインベッドにエキストラベッドとなります（眺望等部屋指定無し）
＊遊覧飛行フライトの座席は2-3名でご一緒をご希望で、宿泊の部屋は1名1室希望の方は、お申込時にお部屋を1名1室利用で選択して
ください。別々にお申込みの場合「お問合せ・ご要望欄」にフライト座席ご一緒希望のお客さまのお名前をご記入下さい。

通
路2名参加

3名参加

1名参加

窓
側
（（翼
の
上
含
む
）

窓
側
（（翼
の
上
含
む
）

1名参加の場合は
窓側・通路側の指定不可

窓側・通路側選べません。 窓側・通路側選べません。

エコノミークラスビジネスクラス（12名様限定販売）

窓
側

窓
側

通
路

1名参加の場合：窓側・通路側指定不可
＊ご相席となります。

国際線・長距離路線で出される機内食をご用意

【左写真】
ビジネスクラス
お申込の方の機内食

【右写真】
エコノミークラスにお
申込の方の機内食

（画像はイメージ）

＊東京都民割適用条件：東京都在住の身分証明書の提示、ワクチン3回接種またはPCR検査等の陰性証明 ※当日受付時に提示

助成金 お支払実額

1名様参加

(１名１室)
98,000円 93,000円

2名様参加

(2名1室)
88,000円 83,000円

3名様参加

(3名1室)
83,000円 78,000円

1名様参加

(１名１室)
138,000円 133,000円

2名様参加

(2名1室)
128,000円 123,000円

座席
東京都民割対象者限定

旅行代金

エコノミー

クラス

ビジネス

クラス

参加人数

5,000円

5

１

２

３

４



【ツアーのお申込みについて】
・WEBでの受付のみとなり、お電話・メールではお申込いただけません。
・保安上の理由により未就学児のお子様はご参加になれません。
・15歳未満の方は保護者の同行、18歳未満の方は保護者の同意が必要です。
・旅行代金は、おとな、こども同額です。
・旅行代金は座席のクラス、お申込み人数により異なります。シートマップをご参照のうえ、旅行代金をご確認ください。
・年齢はお申込み時ではなく搭乗時の年齢をご入力ください。
・お体の不自由なお客さま（歩行が不自由なお客さま/車いすをご利用になるお客さま/耳や言葉の不自由なお客さ
まなど）はお申込時にお申し出ください。
・お食事のアレルギーがあるお客さま、お子さま向けのお食事が必要なお客さまはお申込時に「お問合せ・ご要望欄」
に記載の上、お知らせください。
・満席の場合はキャンセル待ちにてご登録ください。空きが出次第繰り上げのご案内をいたします。
・申込状況に関するお問い合わせはお受けいたしかねます。

【チャーターフライトについて】
・マスクを着用してご参加ください。お食事をお楽しみ以外の際には機内でもマスク着用をお願いいたします。
・機内へのアルコール飲料の持ち込みはできません。
・羽田空港の駐車場は大変混雑する場合がございます。お車でお越しになる場合は混雑状況をご確認の上、時間に
余裕をもってお越しください。
・空港ラウンジはご利用いただけません。
・優先チェックインカウンター/優先チェックインカウンター内保安検査場/搭乗口での優先搭乗はご利用いただけません。
・当該便は手荷物のお預かりができません。持ち込みサイズを超える手荷物や機内持ち込み制限品は空港内ロッカー
をご利用ください。
・天候や機材等のやむを得ない事情によりフライトの出発時刻、到着時刻が変更になる場合があります。また運航自
体を取りやめる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・座席番号は当日のご案内となります。座席番号のご希望もお受けできません。
・機材変更により、利用する座席が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・当日の天候により、航路および機内サービスは変更となる可能性があります。
・特別フライトのため、機内サービスおよび機内エンターテイメントプログラムは通常と異なります。
・機内では食事とドリンクサービスを提供いたします。
・寝具（枕・シーツ・リラックスウエア）、スリッパの用意はございません。
・パイロット・客室乗務員によるサインの対応は致しかねます。

【その他のご案内】
・当ツアーは、フライトマイル・ツアーマイルおよびFLY ON ポイントの積算対象外です。
・チャーターフライトのため国内線予約センター、JALホームページ上でお客さまの予約確認はできません。
・グループでお申し込みされる場合、可能な限りお近くの座席になるよう調整いたしますが、ご期待に添えない場合があり
ます。
・参加人数が最少催行人員に満たない場合は、旅行実施を取りやめることがあります。その場合、１４日前にあたる
７月８日（金）までに旅行中止をする旨をご連絡いたします。
・ご旅行の取消し（キャンセル）・変更などのお取扱いにつきましては、㈱セブンカルチャーネットワーク旅行条件（国
内・募集型企画旅行）に拠ります。

当日下記の症状がある方はご参加いただけません、あらかじめご了承の上お申し込みください。
•風邪のような症状がある方
•37.5度以上の発熱がある方、および発熱が数日間続いている方 ※当日検温をさせていただきます。
•だるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方
•嗅覚（におい）、味覚（あじ）の異常がある方
※事前に健康チェックシートをお送りいたします。ご記入・ご署名いただき当日回収させていただきます

ご案内（お申込み前に必ずご確認ください）



A320シミュレーター（イメージ） 羽田エクセルホテル東急外観（イメージ）

富士山を遊覧＋四国でＵターンする ハートマーク航路です（予定）

・ご不在、メールアドレス・電話番号の誤入力等によりご連絡がつかない場合、ご案内する期日までにご返信いただけな
い場合や、ご案内する期日までにご入金いただけない場合は、ツアーお申し込みの権利が無効となりますので ご注意
ください。
・旅行代金に含まれるもの
チャーター便航空運賃、搭乗証明書、機内食、飲み物、現地係員経費等、消費税等諸税、バス代、宿泊代、
夕食1回、 朝食1回
・本フライト当日は取材のためTVカメラ等が入り、フライト参加中に撮影をさせていただいた、お客様の個人情報（容姿
を確認できる映像等）を使用させていただく場合がございますので、予めご承諾の上、お申込ください。
また一部の座席はスタッフ用として使用いたします。

イメージ



A320シミュレーター（イメージ） 羽田エクセルホテル東急外観（イメージ）

旅行企画・実施

㈱セブンカルチャーネットワーク
観光庁長官登録旅行業第1870号

JALと羽田空港をたっぷり楽しむ 夏合宿 係
TEL:03-6238-3085 平日10:00-17:00（土・日・祝日はお休み）

E-MAIL s1-tabi@7cn.7andi.co.jp （電話・メールでのお申込は承りません）
〒102-0084 東京都千代田区二番町8-8 

一般社団法人日本旅行業協会正会員／ 総合旅行業務取扱管理者：野田徹・遠山晋一

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関
し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

当日検温を実施させていただきます。
健康チェックシートにて発熱や症状の有無を確認させていただきます。

機内の空気循環について

飛行中、機内の空気は概ね2分～3分で入れ替わり、清潔な空気で保たれます。

【POINT①】
常に機外から新鮮な空気を取り入れ、2分～3分程度という短い時間ですべて機外に排出されます。

【POINT②】
機内を循環する空気は、高性能空気フィルター*を通ることにより清潔に保たれます。
＊High-Efficiency Particulate Air (HEPA) Filter 、0.3μmのサイズの粒子に関して99.97%以上の粒子を捕集します。直径0.1μm
程度の新型コロナウイルスは、不規則な動きをするため、フィルター繊維にあたって捕捉されます。

【POINT③】
客室内の空気は、常に天井から床下へ流れて特定の場所に滞留はしません。

機内の空気循環のイメージ

1.機外の空気をエンジンで圧縮し機内
へ送り込む（ボーイング787型機では
専用の圧縮装置を使用）

2.エアコン装置で温度調整し、天井か
ら客室内に送風

3.客室内の空気は、機内外の差圧に
より床下に流れ、胴体下部にある開閉
弁を通って機外へ

4.床下に流れた空気の一部をHEPA
フィルターで清浄し送風量を増加
（北海道エアシステム、および日本エア
コミューターで運航するATR型機では、
概ね4分～6分で客室内の空気がすべ
て入れ替わり、北海道エアシステム運
航のSAAB340B型機では、4分～5
分程度で換気される仕組みとなってお
ります。これらの機材はHEPAフィルター
ではない手法で清潔な空気を保ってい
ます。）

※当企画についてJAL（日本航空）では取材・問合せを受けておりません。以下へお問合せください。

その他の取り組みについて詳しくは
JAL Webサイトをご確認ください。

安 心 へ の 取 り 組 み

mailto:s1-tabi@7cn.7andi.co.jp

