
 

 
 
 
 
 

アイベックスエアラインズ株式会社 136-8640 東京都江東区新砂 1-2-3 

 

202１-BD-282 

2021 年 9 月30 日 

 

 

特定路線における 2021 年 12 月 1 日～2022 年 3 月 26 日搭乗分の 

運賃・料金の届出について 

 

 

アイベックスエアラインズ株式会社(本社：東京都江東区・社長：浅井孝男、以下 IBEX)は、「仙台＝広島線」・

「仙台＝愛媛（松山）線」における 2021 年 12 月 1 日(水)～2022 年 3 月 26 日(土)搭乗分の運賃・料金を決定し、

本日東京航空局に届出致しました。対象路線・便名および運賃の概要は下記の通りです。 

 

 

記 

 

(1) 設定期間： 2021 年12 月1 日(水)～2022 年3 月26 日(土) 搭乗分 

(2) 設定運賃・料金： 片道運賃、往復運賃、小児運賃、障がい者割引運賃、その他運賃 

(3) 運賃・料金額： 別表をご確認ください。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

添付 ： 【別表1】 路線運賃・料金適用条件一覧 

【別表2】 路線運賃・料金 



【別表1】路線運賃・料金適用条件一覧（2021年10月31日～2021年3月26日搭乗分）　

概要 略号
ブッキン
グクラス

予約期限 支払期限 有効期間 予約変更 適用不可期間 座席数制限

満12歳以上のお客様に適用される普通運賃です。

（通常） （10/31-11/30・1/4-2/28の搭乗分に適用する運賃額です）

（ピーク） （12/1-1/3・3/1-26の搭乗分に適用する運賃額です）

往復運賃 満12歳以上のお客様が同一路線を往復する場合に適用される割引運賃です。

（通常） （10/31-11/30・1/4-2/28の搭乗分に適用する運賃額です）

（ピーク） （12/1-1/3・3/1-26の搭乗分に適用する運賃額です）

満3歳以上12歳未満のお子様に適用される普通運賃です。

（通常） （10/31-11/30・1/4-2/28の搭乗分に適用する運賃額です）

（ピーク） （12/1-1/3・3/1-26の搭乗分に適用する運賃額です）

障がい者割引運賃 対象のお客様に適用される割引運賃です。 HF Y 当日 （※） 1年間 可 なし ―

搭乗日の前日までに予約・購入いただくと適用される割引運賃です。 IETW W 前日 前日 予約便 不可 ― あり

搭乗日の6日前から3日前までに予約・購入いただくと適用される割引運賃です。 3日前 3日前

搭乗日の20日前から7日前までに予約・購入いただくと適用される割引運賃です。 7日前 7日前

搭乗日の21日前までに予約・購入いただくと適用される割引運賃です。 21日前 21日前

搭乗日の7日前までに予約・購入いただくと適用される割引運賃です。 IESTW Z 7日前 7日前 予約便 不可 ― あり

搭乗日の44日前から28日前までに予約・購入いただくと適用される割引運賃です。 28日前 28日前

搭乗日の54日前から45日前までに予約・購入いただくと適用される割引運賃です。 45日前 45日前

搭乗日の55日前までに予約・購入いただくと適用される割引運賃です。 55日前 55日前

搭乗日の45日前までに予約・購入いただくと適用される割引運賃です。 ITTWEX V 45日前 45日前 予約便 不可 ― あり

料金 旅客1人で同時に2席以上の席を利用する場合に2席目以上に適用される料金です。 AB Y 当日 搭乗航空券に準ずる 1年間 可 なし ―

（※1）支払期限は以下の通りです。

予約日を含め3日間。但し、搭乗日の2日前以降は搭乗20分前。

□新千歳空港、仙台国際空港、中部国際空港（セントレア）、大阪国際空港（伊丹）、福岡空港発着路線では、航空券ご購入の際、航空運賃に加えて「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。

　　料金額（1名1区間片道）　千歳：大人270円（小児140円）　仙台：大人230円（小児120円）　中部：大人440円（小児220円）　大阪：大人260円（小児130円）　福岡：大人110円（小児50円）

IBEX45

特別旅客料金

予約便 不可 ― ありIBEX28 タイプB

IBEX28 タイプC

IBEX3 タイプB

IBEX3 タイプC

IBEX WEB7

IBEX28 タイプA

ITTW H

不可 ― あり

IBEX WEB1

IBEX3 タイプA

ITW K 予約便

小児運賃

CH Y 当日 （※） 1年間

1年間 可 なし ―

可 なし ―

2021/8/30現在

種類

運賃

片道運賃

OW Y 当日 （※） 1年間 可 なし ―

WT Y 当日 （※）



【別表２】　路線運賃・料金（2021年10月31日～ 2022年3月26日 搭乗分） 2021/9/30現在

■路線運賃　　（通常期間）2021年10月31日～11月30日、2022年1月4日～2月28日　（ピーク期間）2021年12月1日～2022年1月3日、3月1日～3月26日

片道運賃 片道運賃

（通常） （ピーク） （通常） 割引率 （ピーク） 割引率 （通常） 割引率 （ピーク） 割引率 （通常） 割引率 （ピーク） 割引率

仙台 松山 C 41,900 43,900 37,700 10% 39,500 10% 20,950 50% 21,950 50% 24,700 41% 24,700 44%

仙台 広島 C 41,900 43,900 37,700 10% 39,500 10% 20,950 50% 21,950 50% 24,700 41% 24,700 44%  *2021年12月1日～3月26日搭乗分

松山 千歳 D 50,700 - 45,600 10% - - 25,350 50% - - 29,900 41% - -  *2021年10月31日～11月30日搭乗分

千歳 福島 C 34,300 - 30,850 10% - - 17,150 50% - - 20,200 41% - -  *2021年10月31日～11月30日搭乗分

　　　　　　　　　　

■料金 ■取消手数料区分 ■取消手数料 　

A B C D

仙台 松山 11,300 440 仙台 松山

仙台 広島 11,300 440 仙台 広島

松山 千歳 11,300 440 松山 千歳 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円

千歳 福島 11,300 440 千歳 福島

■特別旅客料金取消手数料

□便出発後に限り取消手数料が適用されます。

□新千歳空港、仙台国際空港発着路線では、航空券ご購入の際、

航空運賃に加えて「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。

   料金額（1名1区間片道）　千歳：大人270円（小児140円）　仙台：大人230円 (小児120円） 

 

D

C

区分

小児運賃

航空券購入後
便出発時刻まで

片道運賃、往復運賃、小
児運賃、障がい者割引運

賃
C

出発時刻以降 片道運賃、障がい者割引
運賃、往復運賃

C

路線

路線 取消手数料区分

区分
小児運賃

路線 特別旅客料金 払戻手数料

往復運賃 往復運賃

区分 全路線

出発時刻以降 4,000円

障がい者割引運賃障がい者割引運賃

6,000円 8,000円

0円

2,000円 4,000円

小児運賃
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