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報道関係各位 

 

新春！NEW SPRING 2020 富士山初日の出フライトを実施 

~ 2020 は成田から、特別な年に ~ 
 

 

 

春秋航空日本株式会社（本社：千葉県成田市、代表取締役社長：樫原 利幸、以下：SPRING JAPAN）は、来

る 2020 年 1 月 1 日（水）に新春！NEW SPRING 富士山初日の出フライトを実施することを決定いたしました。航路

は、成田空港から南アルプス上空に向かい、富士山越しに初日の出をご覧いただけるルートにて運航し、天候に左右されるこ

となく初日の出の絶景を雲の上から眺める特別なフライトを提供いたします。 

 

NEW SPRING 富士山初日の出フライトの航空券は、11 月 15 日（金）12:00 よりホームページにて販売を開始いたし

ます。料金は LCC らしく 10,000 円を基本料金とし、窓側席などは特別座席料金を加算する方式にて販売いたします。ま

た、お座席の半数は日本春秋旅行（本社：東京都台東区、代表：李 翠玲）の団体旅行のお客さまに販売いたします。

運賃および料金の詳細につきましては、SPRING JAPAN ホームページ https://jp.ch.com/ をご覧ください。 

 

2020 年は、次の 10 年に向けた節目の年、また東京で国際競技大会が開催される特別な年です。是非、成田での初詣

などと組み合わせ、機内から初日の出祈願し、素敵な新春をお迎えください。今後も SPRING JAPAN は、お客さまへお求

めやすい料金を提供しながら、ココロ躍る空の旅を提供してまいります。 

 

◆新春！NEW SPRING 富士山初日の出フライト 

成田空港発着   

＊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下さい。 

＊用機者の都合により運休又は日時変更の可能性があります。 

＊当日は 04:30 まで空港カウンターにお越しください。 

便名 出発 到着 運航曜日   

IJ9777 05:30 08:20 2020 年 1 月 1 日  

使用機材：B737-800（189 席仕様） 

航空券価格：10,000 円～50,000 円（税込） 

https://jp.ch.com/
https://jp.ch.com/


 

 

◆新春！NEW SPRING 富士山初日の出フライト航路 富士山越しに初日の出をご覧いただけるルート 

 

 

◆航空券料金 LCC らしくお求め安い料金を設定 

シート種別 航空券料金（税込） 特別座席料金（税込） 

通常座席 

（視野障害なし） 
10,000 円 

通路側 無料 

中央席 +20,000 円 

窓側席 +40,000 円 

翼上座席 
通路側・中央席 無料 

窓側席 +20,000 円 
 

＊1 席 1 名様の料金となります。 ＊幼児（2 歳未満）は座席利用なし、追加料金 1,500 円。 

 

◆初日の出フライトのサービス 

搭乗記念特典 機内無料コーヒー／お茶 特製機内食（有料） 

   

搭乗証明／記念グッズなど 無料提供（一杯） HP 事前予約が必要 

特製和風お弁当（2,020 円） 
 

報道に関するお問い合わせ先 

SPRING JAPAN  pr@jp.springairlines.com 
 

 
SPRING JAPAN について 

SPRING JAPAN はロゴマークである経営理念の 3S（安全 Safety・誠意 Sincerity・笑顔 Smile）のもと、より多くのお客さまへ安全・

安心かつお求めやすい価格を提供するために、中国最大の LCC 春秋航空の運営会社である春秋航空股份有限公司の出資を受け、

2012 年９月に発足。 

 成田空港を拠点とし、現在は B737-800 型機 6 機体制、国内外 9 都市、国内線・国際線合わせて、一日最大

18 便を運航しております（2019 年 11 月 15 日時点）。SPRING JAPAN はお客さまと共に常に飛躍し続ける

LCC でありたいと考えています。単なる航空会社ではなく、「ココロ躍る空の旅づくり」を支援する LCC に進化し続けま

す。 
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新春！NEW SPRING 2020 富士山元旦日出航班开航 

~ 从成田开始迎接特别的 2020 年 ~ 
 

 

 

春秋航空日本株式会社（总部：千叶县成田市，总裁：樫原 利幸，以下简称“SPRING JAPAN”）将于 2020

年 1 月 1 日（周三）推出「新春！NEW SPRING 富士山元旦日出」航班。当日的航线是从成田机场起飞前往南

阿尔卑斯山上空，越过富士山观看元旦日出。该航线不受天气影响，又可在云层上眺望元旦日出，将为旅客提

供一场特别的飞行体验。 

 

NEW SPRING 富士山元旦日出航班的机票将于 11 月 15 日（周五）12:00 开始在 SPRING JAPAN 的官网

上销售。机票价格是以 10,000 日元为基础，以附加费用的形式选择靠窗座位或是其他座位来进行销售。另外，

座位数的一半将通过日本春秋旅行社（总部：东京都台东区，总裁：李 翠玲）来向团体旅客进行销售。关于该

航班的运价以及其他项目的价格和详细说明，请前往 SPRING JAPAN 的官网 https://jp.ch.com/ 查看。 

 

2020 年是向着下一个 10 年迈进的重要的一年。又是在东京开展国际体育赛事的特殊的一年。请同成田的

新年参拜一起，在机内欣赏元旦日出的同时，祈求一切平安并迎接美好新年。SPRING JAPAN 今后将继续为旅

客提供既方便又更低价格的机票，并积极支援“心动的空中之旅计划”。 

 

◆新春！NEW SPRING 富士山元旦日出航班 

成田机场出发到达   

＊计划可能会根据实际情况进行调整变更。 

＊根据租机人的情况会发生停运以及航班时刻调整。 

＊旅客须于当日 04:30 前抵达成田机场值机柜台。 

航班号 出发 到达 班期   

IJ9777 05:30 08:20 2020 年 1 月 1 日  

使用机型：B737-800（189 座） 

机票价格：10,000 日元～50,000 日元（含税） 

 

https://jp.ch.com/
https://jp.ch.com/


 

 

◆新春！NEW SPRING 富士山元旦日出航班计画航线 越过富士山观看元旦日出 

 

 

◆机票价格 低价格定位 

座位种类 普通机票价格 特别席位价格 

普通座位 

（无视觉障碍） 
10,000 日元 

靠过道 免费 

靠中央 +20,000 日元 

靠窗户 +40,000 日元 

机翼座位 
靠过道・靠中央 免费 

靠窗户 +20,000 日元 
 

＊上述价格是 1 个座位 1 位旅客的价格。 ＊婴儿（不满 2 周岁）不单独占用座位，附加费用 1,500 日元。 

 

◆元旦日出航班的附加服务 

搭乘纪念优惠 机内免费咖啡／茶 特制机内餐（付费） 

   

搭乘证明／纪念物品等 免费提供（一杯） 需提前在官网预订 

特制日式便当（2,020 日元） 
 

媒体咨询 

SPRING JAPAN  pr@jp.springairlines.com 
 

 
关于 SPRING JAPAN 

2012 年 9 月由中国最大的 LCC 公司春秋航空股份有限公司出资组建。SPRING JAPAN 将继续秉承经营理念的 3S（安全

Safety、真诚 Sincerity、微笑 Smile），竭尽全力为更多的旅客提供更安全、更安心、更低价的旅程。 

 

 

SPRING JAPAN 以日本东京成田国际机场为主基地，目前共拥有 6 架波音 737-800 飞机，运行航线覆盖

了日本国内外 9 个城市，每天最多运行 18 个航班（2019 年 11 月 15 日现在）。SPRING JAPAN 致力于

成为与旅客共同飞跃发展的 LCC 公司，在运营航空业务的同时，也积极支援旅客的“心动的空中之旅计

划”。 
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