JAL Auction Fare ticket Conditions（日本語訳）
税金、燃料
サーチャージ

オークションチケットに税金・燃料サーチャージは含まれません。
発券時に日本航空へお支払いください。
(*) 2022 年 6 月現在 約$771 価格は変動し発券時まで確定しません。

ご予約

空席状況によりご希望のお日にちが取れない場合もございます。

旅程

ボストン-成田 JL007 成田-ボストン JL008

フライト

JAL運行便。コードシェア便不可

Stop Over

n/a

Open Jaw

n/a

搭乗者

落札されたかたは 1 週間以内に、(1) 実際に搭乗されるお客さまのお名前（パスポート
名）(2)連絡先の住所、電話番号、メールアドレスを日本人会へお送りください。
その後の搭乗者の変更はできません。
予約先（JAL ボストン支店）の連絡先をお渡しいたします。
オークション開始日より1年
日本滞在はボストン出発日から最大1か月。1か月以上の延長は出来ません。
滞在期間日を過ぎますとチケットは無効になります。

有効期限

マイル

JALマイレージバンク規約通りのマイルが積算されます。
エコノミークラス運賃 Nクラス30%

アップグレード

特典マイルを使用してアップグレードは出来ません。

ご予約・発券方法

出発日の3週間以上前までにJALボストン支店連絡先へお申し込みください。
空席状況によりご希望のお日にちが取れない場合もございます。
第1希望-第3希望までをお知らせください。
ご出発の7日前までに発券手続きをお済ませください。発券時に税金、
燃料サーチャージをお支払いください。

子供、幼児運賃

お子さま割引はございません。お座席なしの幼児の航空券は、
ご利用のオークションチケットを基準とした運賃が適用されます。

渡航書類

渡航に必要な有効パスポート、ビザはお客さまご自身の責任で事前にご準備ください。

変更

発券後は 1 回まで手数料無料で日付変更が可能です。税金・燃料費の差額が発生する場
合がございます。ルート変更、有効期限延長は不可。
日付変更の問い合わせ先
アメリカ出発日前：ボストン支店
アメリカ出発後の日付変更：JAL 予約センター 03-5460-0511
または US 800-525-3663/ 1-310-607-4160
出発日前に新しい日にちでの日付変更が必要です。出発日を過ぎますと（ノーショー）
チケットは無効になります。
払い戻しはございません。名義変更、転売はできません。

キャンセル

*内容は予告なく変更になる場合がございます。ご予約・発券時にご確認ください。

JAL Auction Fare ticket Conditions
Tax/Fuel
Surcharge

Not included. Paid by the traveler at the time of ticketing.
(*) Approximately $771 as of JUN2022. Tax/Fee changes frequently.

Seat Availability

The reservations and tickets are subject to availabilities of the applicable
booking class.

Itinerary

Boston-Narita JL007, Narita-Boston JL008

Flights

JL flights only. Code Share flights not allowed.

Stop Over

n/a

Open Jaw

n/a

Traveler

The organizer will submit traveler name (exactly same as passport),
email address and phone number to Japanese Association of Greater Boston
after the auction event. Traveler is non-changeable once submitted.

Validity

Travel must completed within 1 year from the first date of auction event.
Maximum stay one month. No extension. No value after validity.

Frequent flyer

Mileage accumulation allowed. (same rule as regular purchased ticket)

Upgrade

Mileage award upgrade not allowed.

Reservation

The traveler must contact JAL Boston office to make a reservation 3 weeks
prior to the departure. Tickets must issue 7 business days prior to the departure.
The reservations and tickets are subject to availabilities of the applicable booking
class. The traveler will pay tax/fuel charges at the ticketing.

Child/Infant

Child discount is not applicable.
Accompanying Infant fare will be regular published fare applicable to the
receptive booking class.

Travel Document

The traveler is responsible for obtaining all proper travel documents for the
planned itinerary.

Change

Up to one time, Date change within the maximum stay of one month is free of
charge, provided the change is made before the reserved flight departs.
- Before departure: Contact to JAL Boston office
- After departure: contact to JAL reservation 03-5460-0511
or US 800-525-3663/ 1-310-607-4160
Remainder of the ticket loses its value if the change is not made before the
reserved flight departs.

Cancel

Non-refundable.
Auction ticket is not resalable

*All conditions, rules, schedule are subject to change without notice.

