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SPRING JAPAN 2020 夏ダイヤ 

運賃タイプが大幅にリニューアル、快適な空の旅をもっとおトクに 

～ あなたのスタイルに合わせ、ピッタリの SPRING でココロ躍る空の旅に出よう ～ 
 

 「スプリングプラス」で優先チェックインと機内サービス券を提供などのサービスパワーアップ 

 スケジュールに合わせ、さらに便利にご利用いただける変更・払戻条件設定 

 荷物が多くても安心！無料持込と受託手荷物は合計 25 キロから最大 37 キロに増量 
 

 

 

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

2020 年夏ダイヤ（3 月 29 日）から、お客さまに快適な空の旅をもっとお得にご利用いただくため、現在 3 つの運賃タイプ

（ラッキースプリング、スプリング、スプリングプラス）をさらにパワーアップいたします。ふらっと気軽なひとり旅から、よくばり女子旅、

わくわくファミリー旅、アクティブシニア夫婦旅、そしてビジネスでのご利用など、お客さまのニーズと旅のスタイルに合わせ、多彩な

プランとオプションをご提供いたします。今後も引き続き、お客さまのスタイルに柔軟に対応し、「ココロ躍る空の旅づくり」を支援

する LCC に取り組んでまいります。 

 

◆SPRING JAPAN 3 つの運賃タイプ 

お客さまのご要望に応じた運賃クラスをご用意しております。各クラスの概要は以下の通りです。 
 

ラッキースプリング スプリング スプリングプラス 

とにかくお得なシンプルタイプ 無料お荷物 27KG が含まれる 
無料座席指定・無料手荷物 37KG 

機内サービス券などが含まれる 

期間限定の格安キャンペーンあり 

無料持込手荷物 7KG のみ 

無料持込・受託手荷物 15→27KG へ 

変更・払戻もお得に 

ビジネス旅行にも最適 

大幅サービス拡張 

 

 



 

 

◆＜ここが変わる＞ポイント 1：「スプリングプラス」が大幅にパワーアップ、ビジネス旅行にも最適 

お客さまにより快適にご利用いただくため、従来のサービス内容に加え、優先チェックインや無料座席指定など、さらにパワーア

ップいたします。また、無料持込手荷物と受託手荷物は現在の合計 25 キロから最大 37 キロに増量し、荷物が多くても安

心できます。改定前と改定後の詳細は下記の通りです。 
 

サービス内容 改定前 改定後 

優先チェックイン なし あり※1 

優先搭乗 なし リムジンバス優先搭乗※1 

無料持込手荷物 (A) 7KG まで 7KG まで 

無料受託手荷物 (B) A+B ≦ 25KG 30KG まで 

変更・払戻 可能 可能 

座席指定 有料 全席無料指定可※2 

全機内販売品対象 有料 
機内用サービス券提供※3 

500 円（国内線）／800 円（国際線） 
※1 一部の空港または運航状況によりご案内ができない場合がございます。  ※2 予約便 1 回のみ無料。 
※3 搭乗日のみ有効、現金には換金できません。運航状況により機内サービスを提供できない場合があります。 

 

◆＜ここが変わる＞ポイント 2：航空券の変更・払戻条件が緩和、急な予定変更でも可能 

現在一部の運賃タイプしか適用しない予約変更は今後全運賃タイプに拡大いたします。急な予定変更でも、出発後でも変

更可能となります。さらに払戻の利用条件を追加し、全運賃タイプに対応いたします。改定前と改定後の詳細は下記の通り

です。 
 

＜これまでの手数料徴収＞ 

運賃タイプ_改定前 15 日以上前 14～8 日前 7 日以内 出発後 

スプリングプラス 
変更 5% 30% 50% 不可 

払戻 10% 50% 不可 不可 

スプリング 
変更 15% 50% 不可 不可 

払戻 30% 不可 不可 不可 

ラッキースプリング 
変更 不可 不可 不可 不可 

払戻 不可 不可 不可 不可 

★上記の時間帯は出発時刻を基準としております。 
 

＜2020 年 3 月 29 日から＞ 

運賃タイプ_改定後 30 日以上前 30～15 日前 15～7 日前 7 日～24 時間まで 24～2 時間まで 出発後 

スプリング 

プラス 

変更 5% 10% 20% 30% 40% 50% 

払戻 10% 20% 30% 40% 不可 不可 

スプリング 
変更 15% 30% 40% 50% 60% 70% 

払戻 30% 40% 50% 60% 不可 不可 

ラッキー 

スプリング 

変更 25% 50% 60% 70% 80% 90% 

払戻 50% 60% 70% 80% 不可 不可 

★上記の時間帯は出発時刻を基準としております。 

 



 

 

◆＜ここが変わる＞ポイント 3：無料手荷物を増量、荷物が多くても安心でラクラク！ 

リニューアル後の運賃タイプは「スプリングプラス」のみならず、「スプリンク」運賃も無料持込と受託手荷物に合わせて現在の合

計 15 キロから最大 27 キロに増量になります。また無料持込 7 キロと受託手荷物 20 キロに個別に制限を設けて、分かりや

すくなりました。旅先でお土産をいっぱい買っても安心です。お客さまがお求めやすい価格を実現し、コストパフォーマンスを向

上いたします。改定後の三つの運賃タイプの詳細は下記の通りです。 
 

 

 

＜運賃タイプ比較（2020 年 3 月 29 日から）＞ 

運賃タイプ ラッキースプリング スプリング スプリングプラス 

座席指定 有料 有料 無料 

無料機内持込手荷物 7 KG 7 KG 7 KG 

無料受託手荷物 × 20 KG 30 KG 

予約変更 〇※4 〇※4 〇※4 

払戻 〇※5 〇※6 〇※7 

機内用サービス券 × × 〇※8 

優先チェックイン × × 〇 

優先搭乗 × × 〇 
※4 出発後 30 日以内変更可能。ただし、出発前 2 時間以内変更不可。別途手数料がかかります。 
※5 出発 24 時間前まで可能。別途手数料（50%～80%）がかかります。 
※6 出発 24 時間前まで可能。別途手数料（30%～60%）がかかります。 
※7 出発 24 時間前まで可能。別途手数料（10%～40%）がかかります。 
※8 国内線 500 円分／国際線 800 円分。 

 

新運賃タイプの各種料金および手数料に関する詳細は SPRING JAPAN ホームページ（https://jp.ch.com/）をご参

照ください。是非この機会にご利用いただき、魅力ある就航地で旅の醍醐味を満喫してください。 

 

報道に関するお問い合わせ先 

SPRING JAPAN  pr@jp.springairlines.com 
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SPRING JAPAN 2020 夏季航班时刻 

舱位服务內容大幅更新、更舒适享受空中之旅 

～ 选择属于您最合适的 SPRING 去体验一场心动的空中之旅 ～ 
 

 大力更新服务内容，「SPRING PLUS」可优先办理值机并提供机内优惠券等 

 根据旅客行程安排，设定更便捷的退改签规则 

 就算有再多的行李也可以放心！免费机内携带以及托运行李合计 25 公斤最多增至 37 公斤 
 

 
 

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

夏季航班时刻（3 月 29 日）起，为了提供旅客更舒适的空中之旅，SPRING JAPAN 将大力提升现有 3 种舱位

（LUCKY SPRING、SPRING、SPRING PLUS）的服务内容。从轻便的一人游，到轻松的女子游、喜悦的家族

游、积极向上的老年夫妇游以及出差商用等，根据旅客的旅游方式，我们将提供多种多样的套餐及附加服务。

今后 SPRING JAPAN 将继续依据旅客的需求推出更多样化的服务方案，并积极支援旅客的“心动的空中之旅”

计划。 

 

◆SPRING JAPAN 3 种舱位类型 

根据旅客需求，SPRING JAPAN 提供了三种不同类型的舱位类型。各舱位的详细介绍如下。 
 

LUCKY SPRING SPRING SPRING PLUS 

简单、轻便类型 含免费携带行李 27 公斤 
含免费座席指定・免费携带行李 37

公斤及机内优惠券等 

有期间限定的超值优惠航班 

行李限机内携带 7 公斤 

免费机内携带・托运行李 15→27 公斤 

航班取消・改签更方便 

非常适合出差商用 

大幅度提升服务内容 

 

 



 

 

◆＜升级重点 1＞“SPRING PLUS”大幅度提升服务内容，出差商用也适宜 

为了让旅客能更舒适的度过飞行旅程，SPRING PLUS 舱位将以原有的服务为基础，增加优先值机、免费指定座

席等服务。另外，免费机内携带行李及托运行李将从现在的合计 25 公斤增至最多 37 公斤。就算有再多行李，

也能轻松放心搭乘。以下为改订前及改订后的内容。 
 

服务内容 改订前 改订后 

优先值机 无 有※1 

优先搭乘 无 可优先搭乘机场巴士※1 

免费机内携带行李 (A) 7KG 为止 7KG 为止 

免费托运行李（B) A+B ≦ 25KG 30KG 为止 

退票、改签 可 可 

指定座席 付费 所有座席可免费指定※2 

所有机内贩卖品对象 付费 
提供机内使用优惠券※3 

500 日元（国内线）／800 日元（国际线） 
※1 根据机场及运行状况有可能出现不能提供此服务的情况发生。  ※2 所预约航班只限一次免费。  

※3 只限搭乘日当日有效，不可抵换现金。根据航班的运行情况，有可能出现不能提供机内服务的情况。 

 

◆＜升级重点 2＞缓和机票退改签条件，突发的行程更改也能轻松变更 

目前只适用于一部分舱位类型的改签规则将于今后适用于所有舱位类型。不论是突发的行程变动，又或者是出

发后，都可进行改签。除此以外还追加了退票规则，并适用于所有舱位类型。以下是改订前与改订后的详细内

容。 
 

＜至今为止收取手续费规则＞ 

舱位类型_改订前 15 天以前 14～8 天前 7 天以内 出发后 

SPRING PLUS 
变更 5% 30% 50% 不可 

取消 10% 50% 不可 不可 

SPRING 
变更 15% 50% 不可 不可 

取消 30% 不可 不可 不可 

LUCKY SPRING 
变更 不可 不可 不可 不可 

取消 不可 不可 不可 不可 

★上述时间均以出发时间为基准。 

 

＜自 2020 年 3 月 29 日起＞ 

舱位类型_改订后 30 天以前 30～15 天前 15～7 天前 7 天～24 小时为止 24～2 小时为止 出发后 

SPRING 

PLUS 

变更 5% 10% 20% 30% 40% 50% 

取消 10% 20% 30% 40% 不可 不可 

SPRING 
变更 15% 30% 40% 50% 60% 70% 

取消 30% 40% 50% 60% 不可 不可 

LUCKY 

SPRING 

变更 25% 50% 60% 70% 80% 90% 

取消 50% 60% 70% 80% 不可 不可 

★上述时间均以出发时间为基准。



 

 

◆＜升级重点 3＞增量可携带的免费行李，行李再多也不用担心！ 

更新后的舱位类型不仅仅是“SPRING PLUS”，“SPRING”舱位的行李也将从现在的机内携带及托运行李合计

15 公斤增至最多 27 公斤。此外，分别制定了免费机内携带行李 7 公斤以及托运行李 20 公斤的条件，让旅客

能更轻易的理解可携带行李的重量。即使在旅行中购买大量的土特产也能轻松安心地携带回家。SPRING JAPAN

透过为旅客提供更低价的旅程与更优质的服务来提升性价比。以下为改订后的三种舱位类型的详细介绍。 
 

 

 

＜舱位类型比较（自 2020 年 3 月 29 日起）＞ 

舱位类型 LUCKY SPRING SPRING SPRING PLUS 

指定座席 付费 付费 免费 

免费机内携带行李 7 KG 7 KG 7 KG 

免费托运行李 × 20 KG 30 KG 

预约航班变更 〇※4 〇※4 〇※4 

取消 〇※5 〇※6 〇※7 

机内使用优惠券 × × 〇※8 

优先值机 × × 〇 

优先搭乘 × × 〇 
※4 出发后 30 天以内可进行变更。但出发前 2 小时以内不可变更。需支付变更手续费。 

※5 出发前 24 小时之前为止可取消。需支付退票手续费（50%～80%）。 

※6 出发前 24 小时之前为止可取消。需支付退票手续费（30%～60%）。 

※7 出发前 24 小时之前为止可取消。需支付退票手续费（10%～40%）。 

※8 国内线 500 日元／国际线 800 日元。 

 

关于新舱位类型以及手续费的详细说明，请前往 SPRING JAPAN 的官网 https://jp.ch.com/ 查看。务必利用

此次机会，前往 SPRING JAPAN 充满魅力的各个航点展开一场心动之旅。 

 

媒体咨询 

 SPRING JAPAN  pr@jp.springairlines.com  
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