2022年9月16日

ZIPAIR、2022年12月12日より
成田=サンノゼ線に新規就航！
－約2年9か月ぶりに直行便が再開します－
ZIPAIR（IATAコード：ZG）は、2022年12月12日（月）より、新たに成田＝サンノゼ線に就航します。
同路線は成田空港から米国本土へLCCが運航する2本目の路線となるとともに、約2年9か月ぶりに、日本か
らサンノゼへ直行便が運航再開します。
サンノゼはシリコンバレーの中心都市として知られ、サンフランシスコへも約1時間の距離に位置しています。サ
ンフランシスコ都市圏も含めた同エリアの在留邦人数は3万人を超えており、観光はもちろん、赴任や一時帰
国、親族訪問での渡航時に、ZIPAIRが新しい選択肢としてお客様にご利用いただけることが期待されます。
ZIPAIRのサンノゼ線就航により、さらに充実する成田空港のネットワークをぜひご活用ください。

＜サンタナロウ＞

＜マウント・ハミルトン＞

■就航日：2022年12月12日（月）
■就航地：成田＝サンノゼ線
■就航ターミナル：第1ターミナル 北ウィング
■機材：B787-8（提供座席数：290席（ZIP Full-Flat 18席 / Standard 272席））
■運航スケジュール：
便名

出発地

出発時間

到着地

到着時間

運航曜日

ZG30

東京／成田
(NRT)

16:00

サンノゼ
(SJC)

8:00

月・木・土

ZG29

サンノゼ
(SJC)

10:00

東京／成田
(NRT)

14:30
(翌日)

月・木・土

※2023年1月2日～3月11日の間、サンノゼ8:10着、10:10発。
※2023年3月13日～3月25日の間、サンノゼ9:10着、11:10発。
※全て現地時間。
※関係当局の許可を前提とします。
※スケジュール等は都合により変更となる場合がございますので予めご了承ください。
※渡航先の入国制限措置等については、外務省のホームページ等でご確認ください。

〒282-8601 千葉県成田市成田国際空港内NAAビル
URL：https://www.narita-airport.jp/jp/

＜写真：ZG様ご提供＞

（プレスリリース）
2022 年 9 月 16 日

『ZIPAIR』、12 月 12 日よりサンノゼ線就航！
就航を記念して「サンノゼ就航キャンペーン運賃」を販売！！
株式会社 ZIPAIR Tokyo は、2022 年 12 月 12 日より東京（成田）＝サンノゼ線の運航を開始するこ
とを決定し、本日 9 月 16 日(金)12:00 よりチケットの販売を開始いたします。
就航を記念してサンノゼ就航キャンペーン運賃を成田発 25,000 円、サンノゼ発 200 ドルで販売い
たします。ZIPAIR 米国西海岸・ロサンゼルス線に続く 2 路線目となるサンノゼ線にご期待ください。
1.

スケジュールについて
2022 年 12 月 12 日（月）～2022 年 12 月 31 日（土）
路線
便名
スケジュール
ZG30
成田発 16:00 サンノゼ着 8:00
東京（成田）
＝サンノゼ
ZG29
サンノゼ発 10:00 成田着 14:30（翌日)
2023 年 1 月 2 日（月）～2023 年 3 月 11 日（土）
路線
便名
スケジュール
東京（成田）
＝サンノゼ

ZG30

成田発 16:00 サンノゼ着 8:10

ZG29

サンノゼ発 10:10 成田着 14:30（翌日)

2023 年 3 月 13 日（月）～2023 年 3 月 25 日（土）
路線
便名
スケジュール
ZG30
成田発 16:00 サンノゼ着 9:10
東京（成田）
＝サンノゼ
ZG29
サンノゼ発 11:10 成田着 14:30（翌日)
※運航スケジュールは関係当局の認可を前提としています。
2.

曜日
月・木・土

曜日
月・木・土

曜日
月・木・土

サンノゼ就航キャンペーン運賃について
サンノゼ就航を記念して Standard Value 運賃が成田発 25,000 円、サンノゼ発 200 ドルからご利
用いただけます。
販売期間
対象搭乗期間
区間
運賃額
2022 年 9 月 16 日～ 2022 年 12 月 12 日～ 東京（成田）-サンノゼ
25,000 円
2022 年 11 月 30 日
2023 年 2 月 27 日
サンノゼ-東京（成田）
200 USD
・本キャンペーン運賃の対象販売座席数には限りがあります。
・当運賃は「Standard Value」運賃として販売いたします。
・運賃額は片道、1 席あたりの金額です。
・運賃額の他に、空港使用料及び各種諸税が別途必要です。
・運賃額には、機内持込手荷物 7kg 分が含まれています。
機内食の注文、手荷物のお預け及び座席指定には、付帯サービス料金が別途必要です。

3.

通常運賃について
運賃名称：ZIP Full-Flat Value
運賃(東京-サンノゼ)：89,500 円 ～1,046,000 円
運賃(サンノゼ東京)：885 USD ～14,371 USD
対象年齢：7 歳以上
運賃名称：Standard Value
運賃(東京-サンノゼ)：32,500 円 ～ 717,000 円
運賃(サンノゼ東京)：305 USD ～4,242 USD
対象年齢：7 歳以上
運賃名称：U6 Standard Value
運賃(東京-サンノゼ)：10,000 円（定額）
運賃(サンノゼ東京)：91 USD（定額)
対象年齢：6 歳以下
・運賃額は片道、1 席あたりの金額です。
・運賃額の他に、空港使用料及び各種諸税が別途必要です。
・運賃額には、機内持込手荷物 7kg 分が含まれています。
機内食の注文、手荷物のお預け及び座席指定には、付帯サービス料金が別途必要です。
・「ZIP Full-Flat Value」、「Standard Value」は便毎の空席予測数により、運賃額が変動します。

4. 主な運賃規則（「ZIP Full-Flat Value」、「Standard Value」、「U6 Standard Value」共通）
購入場所：当社 Web サイトまたは当社コンタクトセンター
購入期限：出発予定時刻の 90 分前まで
予約変更：不可
払い戻し：不可
・当社コンタクトセンターで購入する場合、事務手数料（1 人 1 区間ごと）が別途必要です。
5. 販売開始日時
9 月 16 日(金) 12 時より販売いたします。
https://www.zipair.net
6. ノーマン・Y・ミネタ・サンノゼ国際空港について
アメリカ合衆国のカリフォルニア州、IT 産業の集積地シリコンバレーに立地しており、市の中心部
からのアクセスも良く、アメリカ国内線ネットワーク網が充実しており、サンノゼからアメリカ各都市
への乗り継ぎが大変便利です。
以上

