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2009 年 2 月 臨時便運航に伴う特定便割引運賃の設定について 

 

北海道国際航空株式会社（本社：札幌市、代表取締役社長：淡路 均）は、2009 年 2 月の臨時便運航に伴う特定便割引

運賃の設定について、下記のとおり国土交通省に届出をいたしました。 
 

今般の届出では、臨時便の運航路線となる札幌-東京線において、お客様に大変ご好評をいただいております「DO バリ

ュー1・7・10・28」を下記のとおり設定いたしました。 
 

当社は、今後も「北海道の翼」としての使命を果たすため、「安くて、便利で、快適な」航空サービスを提供してまいります。

今後とも、ご家族でのご旅行や帰省・ビジネスにエア・ドゥを是非ご利用くださいますようお待ち申し上げております。 
 

記 

1. 臨時便について 

運航ダイヤ〈札幌-東京線〉 

便名 東京発 札幌着 運航日 

93 便 09：20 10：50 2 月 6 日、21 日、28 日 

便名 札幌発 東京着 運航日 

94 便 11：20 12：50 2 月 6 日、21 日、28 日 
 

届出運賃の概要について 

運賃名称 運賃額 

上り 17,000 円 
DO バリュー1 

下り 19,400 円～21,300 円 

上り 15,000 円 
DO バリュー7 

下り 17,400 円～20,800 円 

上り 12,800 円～14,500 円 
DO バリュー10 

下り 16,400 円～20,300 円 

上り 12,400 円 （2/6 は設定なし） 
DO バリュー28 

下り 15,400 円 （2/6 は設定なし） 

※運賃・設定期間等の詳細については別紙をご参照ください。 
 

運賃適用条件 

運賃名称 予約期間 航空券購入期限 予約変更 座席制限 

DO バリュー1 
ご搭乗日の 2 ヶ月前 

～ 

ご搭乗日の前日迄 

・ご搭乗日の 2 ヶ月前～5 日前迄は、 

ご予約日を含めて 4 日以内 

・ご搭乗日の 4 日前以降前日迄は、 

ご搭乗日前日迄 

× 有 

DO バリュー7 
ご搭乗日の 2 ヶ月前 

～ 

ご搭乗日の 7 日前迄 

・ご搭乗日の 2 ヶ月前～11 日前迄は、 

ご予約日を含めて 4 日以内 

・ご搭乗日の 10 日前以降 7 日前迄は、

ご搭乗 7 日前迄 

× 有 

DO バリュー10 
ご搭乗日の 2 ヶ月前 

～ 

ご搭乗日の 10 日前迄 

・ご搭乗日の 2 ヶ月前～14 日前迄は、 

ご予約日を含めて 4 日以内 

・ご搭乗日の 13 日前以降 10 日前迄は、

ご搭乗 10 日前迄 

× 有 

DO バリュー28 
ご搭乗日の 2 ヶ月前 

～ 

ご搭乗日の 28 日前迄 

・ご搭乗日の 2 ヶ月前～32 日前迄は、 

ご予約日を含めて 4 日以内 

・ご搭乗日の 31 日前以降 28 日前迄は、

ご搭乗 28 日前迄 

× 有 

 
2． その他 

本運賃額に加え、東京国際（羽田）空港の「旅客施設使用料」として、大人お一人様片道 100 円、子どもお一人様片

道 50 円を、空港ビル会社に代わって航空券ご購入の際に航空運賃とともに申し受けます。 

 

 

本件に関するお問合せ： 総務部 広報担当 TEL:011-252-5533 



別紙

■札幌線DOバリュー１（2009年2月6日、21日、28日）

（単位：円、消費税込み）

便名 定刻 2/6 2/21 2/28 便名 定刻 2/6 2/21 2/28

HD93 9:20 21,300 19,400 19,400 HD94 11:20 17,000 17,000 17,000

■札幌線DOバリュー7（2009年2月6日、21日、28日）

（単位：円、消費税込み）

便名 定刻 2/6 2/21 2/28 便名 定刻 2/6 2/21 2/28

HD93 9:20 20,800 17,400 17,400 HD94 11:20 15,000 15,000 15,000

■札幌線DOバリュー10（2009年2月6日、21日、28日）

（単位：円、消費税込み）

便名 定刻 2/6 2/21 2/28 便名 定刻 2/6 2/21 2/28

HD93 9:20 20,300 16,400 16,400 HD94 11:20 14,500 12,800 12,800

■札幌線DOバリュー28（2009年2月21日、28日）

（単位：円、消費税込み）

便名 定刻 2/21 2/28 便名 定刻 2/21 2/28

HD93 9:20 15,400 15,400 HD94 11:20 12,400 12,400

東京発 札幌発

東京発 札幌発

東京発 札幌発

東京発 札幌発


	PR080120 2009年2月臨時便運航に伴う特定便割引運賃の設定について
	【札幌線】臨時便運賃0902

