JAL、メルボルン=成田線を開設
2017年 5月29日
第 1 7 0 2 5 号
JALは、2017年9月2日にメルボルン=成田線を開設します。2015年1月に日豪経済連携協定(EPA)
が発効し、両国の結びつきがますます深まる中、オーストラリア第2の大都市であるメルボルンから東
京・成田空港への直行便を運航します。この新規路線には、ご好評いただいているSKY SUITE仕様の
ボーイング787-8型機(*)を投入し、ビジネス、観光などさまざまなシーンにおいて、ますます便利に、快
適にご利用いただけます。
JALは、今後もお客さまの利便性・快適性の向上を目指し、さらなるネットワークの拡充、商品・サー
ビス品質の向上にチャレンジしてまいります。
(*) 「SKY SUITE 787 (SS8)」の詳細については、添付「参考資料」、ならびにJALホームページ
https://www.jal.co.jp/newsky/ をご参照ください。
※ 当計画とスケジュールは関係当局への申請と認可を前提としております。

メルボルン=成田線
メルボルンは、オーストリア第2の人口を擁する成長著しい都市のひとつであり、日本企業も多数進
出しています。JALは、現在就航しているシドニー=成田線に加え、新たにメルボルンを就航都市に加
えることで、オセアニア地区でのネットワークをさらに強化してまいります。
この路線は、メルボルンを深夜に出発し、成田へは朝到着、折り返し便は午前中に成田を出発し、メ
ルボルンへ夜到着するダイヤ設定としています。現在のシドニー線とは昼夜逆のダイヤ設定(*)とする
ことで、お客さまの選択肢が広がり、オセアニア地区と日本の間の渡航はますます便利になります。
（*）シドニー線は、シドニー朝発、成田夕方着、折り返し便は成田夜発、シドニー朝着のダイヤで運航中。

■運航ダイヤ/機材
路線

開設時期

機材

メルボルン=成田線

2017年
9月2日(*)

787-8
（SS8）

ｸﾗｽ
ビジネス
ﾌﾟﾚﾐｱﾑｴｺﾉﾐｰ
エコノミー

運航ダイヤ（予定）
JL774便 メルボルン発 00:05 成田着 09:05
JL773便 成田発 10:30 メルボルン着 21:55
※毎日運航

(*) 成田発は2017年9月1日より運航。
(*) メルボルンがサマータイム期間となる10月1日～28日は
JL773便 メルボルン着 22:55、10月2日～28日はJL774便 メルボルン発 00:35 成田着 08:35
(*) 2017年10月29日からの下期ダイヤについては、追って発表します。

≪メルボルン線・シドニー線 運航ダイヤ イメージ≫

■運賃
メルボルン=成田線の開設を記念して、お得な特別運賃を発売します。
<<JAL ビジネススペシャル>>
出発地

目的地

運賃(往復) 燃油特別付加運賃・税金込 (*)

メルボルン

成田

AUD 3,599

<<JAL プレミアムエコノミースペシャル>>
出発地

目的地

運賃(往復) 燃油特別付加運賃・税金込 (*)

メルボルン

成田

AUD 1,599

出発地

目的地

運賃(往復) 燃油特別付加運賃・税金込 (*)

メルボルン

成田

AUD 699

<<JAL エコノミースペシャル>>

・適用期間：2017年9月2日～2018年3月31日 メルボルン出発分
・予約期間：2017年5月29日～7月31日
※販売座席数には限りがあります。
(*) 大人1名往復の旅程に対する運賃ですが、燃油特別付加運賃・税金(為替)の変動により、金額が異なる場合が
あります。

詳細は JAL ホームページをご確認ください。 http://www.au.jal.com/aul/ja/

■ボーナスマイルキャンペーン
メルボルン線就航を記念して、JAL マイレージバンク会員の方を対象に、ダブルマイルキャンペー
ンならびにマイルバックキャンペーンを実施します。
『東京（成田）-メルボルン線 就航記念 ダブルマイルキャンペーン』
対象者： 全地区 JAL マイレージバンク会員のお客さま
キャンペーン内容：対象期間にキャンペーン対象運賃で購入され、搭乗前までにキャンペーン登録
されたお客さまに、通常のフライトマイルに加え、同数のマイルをボーナスマイルとして積算します。
『東京（成田）－メルボルン線 就航記念 特典航空券マイルバックキャンペーン』
対象者： 全地区 JAL マイレージバンク会員のお客さま
キャンペーン内容：キャンペーン登録のうえ、期間中にメルボルン-東京（成田）線 JL773/JL774 に
特典航空券でご搭乗いただくと、マイルの一部（対象便 1 便あたり 2,500 マイル）をお戻しします。
※JAL でためたマイルは同じワンワールドアライアンスのカンタス航空の特典航空券に交換する
こともできます。
詳細は JAL ホームページにてご確認ください。
ダブルマイルキャンペーン：http://www.jal.co.jp/121campaign/mel_wmile17/
マイルバックキャンペーン：http://www.jal.co.jp/121campaign/mel_mileback17/
以上

【参考資料】

「SKY SUITE 787」の詳細
■ 各クラス座席の主な特長：
1. ビジネスクラス ： 完全フルフラットベッドを導入
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
・
・
・
・
・
・
・
・
(8)

シート名称
： 「スカイスイート/SKY SUITE」
配列
： 2-2-2（横6席配列）
ベッド長(最大)
： 約188㎝
ベッド幅(最大)
： 約65㎝
ベッド時足元幅
： 約53㎝
個人モニター
： 23インチ
特長
：
完全フルフラットベッド。ゆったりとお休みいただけるよう、足元まで十分なスペースを確保。
プライバシー性に配慮した個室感の高い座席デザイン。
座席配列は 2-2-2 の横 6 席。全席通路アクセス可能。
プライバシー性の確保とご同行のお客さまとのコミュニケーションの双方のニーズに対応した
電動プライバシーパーティションを採用。
23 インチの大型個人モニター。
先進的な液晶タッチパネル式エンターテインメントコントローラー。
足置き下のスペースは離着陸時にも機内持ち込み荷物の収納が可能。
身の回り品を手軽に収納できるサイドテーブル(通路側 C/H 席)、モニター下テーブル（窓側 A/K
席、通路側 D/G 席）＆オーバーヘッドシェルフ (窓側 A/K 席)。
マットレス・枕
：
快適な眠りをご提供するため、「エアウィーヴ S-LINE」をご用意します。質の高い眠りを求める
多くの方に選ばれている「エアウィーヴ」は、腰部分を硬く、肩と足部分を柔らかくすることで、寝
たときに体に負担のかからない姿勢をキープします。「スカイスイート」専用に制作された高反
発マットレス・枕である「エアウィーヴ S-LINE」が創り出す、最高の睡眠をぜひご体験ください。

2. プレミアムエコノミー ： 初期のビジネスクラスのようなゆとりの居住空間
(1) シート名称
： 「スカイプレミアム/SKY PREMIUM」
(2) 配列
： 2-3-2（横7席配列）
(3) 座席ピッチ
： 約107㎝ ※一部座席を除く
(4) 座席幅
： 約49㎝ (アームレスト間) ※一部座席を除く
(5) 個人モニター
： 12.1インチ ※最前列は10.6インチ
(6) 特長
：
・ 初期のビジネスクラスのような、座席ピッチ(前後間隔)、座席幅。
・ リラックスできる FIXED BACK 構造（前席の背もたれが倒れてこない構造）と
深いシートスライド幅。
・ プライバシー性を高める座席間のディバイダー。
・ ペットボトルホルダー、カップホルダー、大型テーブルなどの充実した機能。
・ 新型のタッチパネル式個人モニターを導入。

3. エコノミークラス ： 座席配列は横8席配列を維持し、さらに前後間隔を5㎝拡大
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
・
・
・
・

シート名称
： 「スカイワイダーⅡ/ SKY WIDERⅡ」
配列
： 2-4-2（横8席配列）
座席ピッチ
： 約84㎝ ※一部座席を除く
座席幅
： 約48㎝ (アームレスト間) ※一部座席を除く
個人モニター
： 10.6インチ
特長
：
「SKY SUITE 787」のために開発した新座席。
座席配列は横 8 席配列（2-4-2）を採用（一般的な座席配列は横 9 席配列（3-3-3））。
座席幅（アームレスト間）は、横 9 席配列（約 43cm）に比べて+約 5cm のゆとり。
座席ピッチ（前後間隔）も、一般的な 31 インチ（約 79cm）から 33 インチ（約 84 ㎝）へ+約 5cm
拡大し、座席幅とあわせ、787 機材での世界最大級の居住空間。
・ 新型のタッチパネル式個人モニターを導入。
・ 全シートにユニバーサル PC 電源、USB ポートを装備。

■ 客室仕様の特長：
1. 温水洗浄機能付き便座「ウォシュレット」
温水洗浄機能付き便座「ウォシュレット」（*1）を全クラス（*2）のトイレに装備します。
*1:TOTO株式会社、株式会社ジャムコ、ボーイング社との共同開発による、航空機向け温水洗浄機能付き便座
「ウォシュレット」。(「ウォシュレット」はTOTOの登録商標です。)
*2:最後方のトイレ（1カ所）には装備しておりません。

2. 新機内エンターテインメントシステム「MAGIC-Ⅵ」
SKY SUITE 787では、機内エンターテインメントシステム「MAGIC-Ⅵ」を導入しています。
「MAGIC-Ⅵ」では、座席モニターに触れた状態で指を滑らせる“スワイプ操作 ”を可能とし、画
面デザインをシンプルで分かりやすいインターフェイスとすることで、これまで以上に快適かつ
直感的にエンターテインメントをご利用いただけます。
また、世界初のサービスとしてご好評いただいている、機内エンターテインメントサービス「SKY
MANGA」や、ビジネスクラスにおける「機内食・機内販売オーダーサービス」もご利用いただけ
ます。

ビジネスクラス
機内エンターテインメント
用
コントローラー
「MAGIC-Ⅵ」画面イメージ

3. 室内照明
787機材では、客室照明にLEDを採用しています。LEDを活用して日本の四季を表現するととも
に、食事がおいしく見えること、睡眠やお目覚めが快適であることなど、機内でのシーンにあわ
せた照明を設定します。

■ 国際線機内インターネット接続サービス「JAL SKY Wi-Fi」（*3）：
航空機の中からお客さまがお持ちの無線LAN 対応端末でホームページの閲覧やメールの送受
信、ソーシャル・ネットワークキング・サービス（SNS）のアップデートなどをお楽しみいただくことが
できます。
*3: パナソニック アビオニクス コーポレーションの「eXConnect サービス」。

以上

