
JALで行くペア旅プランに関する注意事項・申込条件等

本取組みは、実証実験という形での新しいライフスタイルを推進する為の取り組みとな
ります。お客様にはお手数をおかけしますが、必ずご一読の上、お申し込みをお願いい
たします。

【目次】

第1　 JALで行くペア旅プランについて

第2　 航空券の予約申請・利用条件等

第3　 旅ガチャについて

第4　 航空引換券について

第5　 推奨環境

第6　 個人情報の取扱について

第7　 航空サブスクサービス利用のルール、書面の交付、免責事項等

第8　 参考 [出発空港、到着空港の近接県一覧]



第1　 JALで行くペア旅プランについて

【概要
 本サービスは、サブスク航空券開発の為の実証実験の一環として、日本航空株式会

社およびJALグループ各社（以下、「JAL」という。）からの協力を受け推進をして
おります
 航空サブスクサービス（以下、「JALで行くペア旅プラン」という。）は、HafHの
宿泊と同時にご利用をいただくことによりJALの航空券をKabuK Style(以下、「当
社」という。）が定めたコイン数でご利用いただけるサービスです
 HafHの宿泊と共に利用いただく航空券は、即時確定ではなく予約申請（リクエスト
予約）となります
 JALで行くペア旅プランは、航空機の空席を前提とした、空席サービスの提供とな
ります。JALと当社で契約をしている座席数には限りがあり、また予約申請は、予約
を確約するものではない為、残席状況によっては、ご希望通りに予約確定とならな
い場合もございます。なお、JAL Webサイトの空席状況とは連動しておりません。
ご希望通りの便のご案内ができない場合は経由便や他路線の提案もさせて頂きま
す。(代替のご提案は、合計コイン数が増える場合もございます。)　 予めご了承の
上、プラン登録をお願いいたします
 JALで行くペア旅プラン（JALで行くペア旅、JALで行くペア旅プラス。以下総称し
て「当該プラン」といいます。）は、2022年8月25日以降に当該プランを登録され
た方が利用可能な、HafH会員限定のサービスで
 1カ月単位でご利用いただけます
 コイン消費以外の、航空券のご予約方法はございません
 当該プランでは、登録後付与されたHafHコイン、または保有しているHafHコインの
うち、300コインが自動的にガチャチケット1枚に変換されます。旅ガチャについて
は【旅ガチャについての概要】(https://www.hafh.com/gacha)をご参照ください
 航空券1回あたりのご利用につき、ガチャによる航空引換券1枚、またはHafHコイン

350〜600コインが消費されます。また今後必要なコイン数は増減変動する可能性が
ございます
 対象路線は一覧表（https://www.hafh.com/topics/13959）よりご確認ください
 路線毎の必要コイン数は航空券予約リクエストフォームにて検索の上ご確認くださ
い。

 航空券のご利用について、プランの月額料金の決済手続き完了後に、専用画面にて
入手可能な航空券予約リクエストフォームでの手続きが必要となります
 当サービス経由でのサービスご利用では、マイルおよびFLY ONポイントはつきませ

ん。



【契約の成立時期
 HafH会員または非会員が、当社における諸条件を確認の上、当該プランを登録し、
月額料金の決済完了時に契約が成立するものとします。



【決済タイミング
 HafH会員または非会員が、当該プランを選択し、登録完了のタイミングで、HafHに
ご登録のクレジットカードで一括決済となります。



【HafH会員または非会員の責任
 HafH会員または非会員は、当該プランの申込みを行うに際して、当社から提供され
た情報を活用し、サービス内容について理解するよう努めなければなりません。



【取消・返金について
 決済完了後はお取消できません。一旦支払われた本サービスの月額料金は返金いた
しません。

※保有のHafHコインが、航空券予約に必要な指定のコイン数を満たしていない
場合、予約申請ができませんので、ご注意ください

第2　 航空券の予約申請・利用条件等


【対象エリア
 JALグループ 対象路線はこちら（https://www.hafh.com/topics/13959）


【搭乗可能期間
 2022年9月3日(土)～2023年3月下旬頃まで（終了時期未定）


【航空券の予約申請の条件
 HafH会員であり、当該プランのいずれかのプランを登録していること
 1予約申請あたり1泊以上のHafH宿泊予約確定があること。またその宿泊予約確
定が、eチケットお客様控の通知のタイミング、および搭乗日時点でも確認が出
来ること
 区間ごとに必要なコインを保有していること、または旅ガチャで獲得した航空引

換券を保有していること
 ペアフライト申請の場合は、下部の「ペアフライト利用時における宿泊予約につ
いて」をご参照下さい。


・わりかん予約も対象となります。


※一部、季節便の運行が終了となる区間がございますので、ご確認ください。



※上記搭乗における、予約申請期間には条件がございます。

※搭乗可能期間の発表時期（航空券予約リクエストフォームへの反映時期）は該当の
FAQ(https://hafh.zendesk.com/hc/ja/articles/9657605053593)を確認ください。

※JALの運行便の確定タイミングにより変動する場合がございます。また臨時便につ
いては、不定期での更新となります。

※HafHのご予約のリクエストは、チェックイン希望日の90日前から当日21時まで可
能です（但し、予約は即時確定ではございません。また状況等によって、希望する
宿泊施設へのご予約ができない場合があります。）



※予約申請は、残席状況によっては、予告なく受付終了をする場合がございます。

【予約申請について
 予約申請の受付は、希望搭乗日の8日前の正午12時締切です
 区間ごとに、航空券予約リクエストフォームを申請いただきます
 予約申請は、希望便の残席状況等により、第一希望通りに予約が取れない場合
があります。その場合は、第二、第三希望での状況を確認し手配をさせていた
だきますので、できる限り、第三希望までのご記入をおすすめいたします。記載
いただいたご希望の便で予約確定ができる場合、手配前の事前連絡はいたしま
せん。手配後に予約確定情報をメールにてお送りします。


 ご記入いただいた全ての希望日程にて予約が手配できなかった場合は、できる
限り近しい便等にて代替案をご提示します。ご希望に添えない場合、別日また
は別時間帯で再度予約申請をいただきます
 HafH会員で、3歳未満（生後8日以上）のお子様をお連れの方で、大人の方と同
じ座席（膝の上）にお座りになる場合に限り、お子様1名の予約申請も可能で
す。ご希望の方は、「予約申請の前」に、HafHのチャットへ「3歳未満（生後8
日以上）お子様の同行希望」ご連絡をお願いいたします。お子様のお名前[ロー
マ字]、生年月日（搭乗日時点でのご年齢）、性別をお知らせください。　 お子
様同行におけるHafH宿泊施設へのご要望は、HafH会員ご自身でHafH宿泊施設へ
ご連絡をお願いいたします。



【ペアフライト申請について】

ペアフライト申請の場合、同行者には予約者と同じ条件・ルールが適用されます。
またペアフライト申請における連続フライトも対象となります。



（１）ペアフライトにおける旅行者の定義

・予約者：ペアフライトの予約申請を行った者

・同行者：ペアフライトの予約者から指名され、承諾し、予約者に同行する予定の
者


（２）ペアフライト申請をすることで、同行者と搭乗便を合わせ、同一便の2人分
のフライト予約を申請することが出来ます。

・ペアフライト申請は、予約者側で同行者の「会員コード」を入力し申請いただき
ます。なお申請に際して、相互にHafHのニックネームが共有されます。

・同行者がペアフライト申請を承認するまで、航空券の予約申請は進行しません。

・同行者が承認した時点で、同行者の引換券または必要コインが消費されます。

・ペアフライト申請は、同行者の承認が得られない場合、正式に受理されません。
再度予約申請を行う場合は、改めて航空券予約リクエストフォームを提出いただき
ます。(同行者が承認しないまま搭乗日の8日前になると申請は自動取消しとなりま
す。)



（３）ペアフライト利用時における宿泊予約について

ペアフライトの予約申請前に、以下のどちらかの方法で宿泊予約が確定しているこ
とが必要です。



①予約者、同行者の双方が、【航空券の予約申請の条件】に記載の１泊以上のHafH
宿泊予約（以下「宿泊条件」という。）が確定していること。

②予約者が、宿泊条件に従い、2名以上の部屋タイプを選択し予約確定を完了さ
せ、ペアフライトの同行者を宿泊させること（予約者は、事前に宿泊先へHafHの
チャット等を通じて同行者の氏名を伝える必要があります）。


（４）ペアフライト利用時における宿泊に関する禁止事項

以下の禁止事項の行為について、当社で確認がとれた際には、該当の宿泊条件に紐
づく予約者、同行者の双方のフライト予約の取消等を行う場合がございます。



・前項のペアフライトにおける宿泊条件が満たされていない行為。

・前項の②において、予約申請後に同行者名を別人に変更し、予約申請時における
フライトと宿泊の利用者が一致しない行為。

・前項の②において、予約者1名でHafHの宿泊施設を利用し、フライトは予約者、
同行者の2名で利用をする行為。

・HafH会員自身の判断により、当社に通知をせずに利用者等の変更等を行う行為。



（５）ペアフライトにおける当社のフライト予約対応

・航空券予約フォームに記載の予約申請内容に従い、宿泊条件の確認を行い、諸条
件が満たされると確認ができた場合、フライトの予約を行います。

・予約申請時点で、宿泊条件が担保できてないと当社で確認が取れた場合は、JAL
の残席があった場合でも、受入不可とします。



（６）ペアフライトのフライト予約の取消について

・「申請中」または「確定」済の航空券は、予約者または同行者から「キャンセ
ル」が可能です。片方が「キャンセル」すると、もう片方のフライト予約も連動し
て「キャンセル」となります。一度取消された予約については、変更や復活は出来
かねますので、予約者と同行者にて相互で確認の上、予約取消をお願いいたしま
す。なお、取消行為については、予約の取消をした予約者または同行者の責任とな
ります。詳細は、【予約申請後、予約確定後の変更・取消について】をご確認くだ
さい。



（７）ペアフライトの宿泊予約の取消について

・HafHの利用規約に準じます。

・フライトの取消確認後、宿泊予約は予約者、同行者のHafH会員自身がHafHを通
じて、取消を行って頂きます。



【予約申請における連続フライトについて
 連続フライトとは、1泊の宿泊予約確定に対し、2区間以上の予約申請（例：往
復や周遊など）を指します。
 連続フライトの予約申請は、1区間づつの航空券予約リクエストフォームの申請
となり、出来るだけ同日での申請にてお願いいたします
 搭乗日の翌日から起算し15日後以内または、搭乗日までの前日から起算し、15

日以内のフライトを連続フライトとします。3つ以上の予約申請も、上記条件を
満たしていればひとつの連続フライトと見なし、連続フライトの中で１フライ
ト以上において【航空券の予約申請の条件】に前述の宿泊を実施していること
が必要です
 予約申請内容は、残席状況を確認の上、1件づつの予約確定となります。連続フ
ライトが全て希望通りの便で予約確定にならない場合でも、予約確定分の取下
げは取消のご対応となります。同日乗継も適応されます。【予約申請後、予約確
定後の変更・取消について】をご参照ください
 同日乗継も可能です。希望される場合、予約申請を同時申請をお願いいたしま
す。同一空港での乗り継ぎの場合はこちらをご参照ください。


　  日本航空ホームページ　 https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/boarding/onto/

※航空会社都合による減便等・運休の場合は、希望便に近しい便をご案内させてい
ただきます

※大人1名につき、幼児1名(生後8日以上、3歳児未満）が、事前の予約申請の際にご
連絡をいただく事で、無償で同行が可能です。お膝の上でのご案内となります。詳
しくは、【予約申請について】をご確認ください。



※わりかん予約も対
象。


※条件を満たしているか確認するため当社がチャット内容を確認することがありま
す。



※わりかん予約も対象となります

同日乗継も可能

【予約申請に不備があった場合
 決済後の航空券予約リクエストフォームにて、ご記入いただいた情報に未入力

や誤りがあった場合、予約申請の条件を満たしていない場合は、正式に受理さ
れず、再度航空券予約リクエストフォームを提出いただきます
 HafH会員による入力間違いにより手配がなされた場合、変更は承れず、HafH会

員ご自身で、航空券予約リクエストフォーム内の取消ボタンより取消をいただ
きます。取消の諸条件は、【予約申請後、予約確定後の変更・取消について】
をご確認ください。



【予約申請後、予約確定後の変更・取消について
 航空券予約リクエストフォームの提出後の内容変更はできません。変更をご希

望される場合は、予約申請を取消後、再度航空券予約リクエストフォームにて
申請をいただきます
 ペアフライト申請の場合、予約者が予約申請後、同行者が承諾するまでの間で

あれば、予約者による予約申請の無償取消が可能です。なお、同行者の承諾後
は、取消をするタイミングにより返還内容が異なります
 航空券予約リクエストフォーム提出後の取消の諸条件は、以下をご参照くださ
い。取消が可能かつ、HafHコインの返還がある場合は、取消日から5日程度で
の返還となります。

 航空券予約リクエストフォームの内容や状況により、予約確定ができかねる場合
及びHafH会員に起因しない天災・航空会社都合による取消が発生した場合は、当
該HafHコインおよび予約の権利は返還されます（※当社手続き完了日より5日程度
での返還となります）
 HafH会員による入力間違いにより手配がなされた場合も、取消の諸条件に該当い
たします
 取消の方法：予約申請後の航空券一覧画面の「予約をキャンセル」にて取消申請
をお願いいたします。

【予約確定時期について
 予約申請を提出いただいてから、予約確定のご連絡まで数日(約1日〜7日程度)い
ただく場合もございます
 希望搭乗日の8日前までに、航空券が予約確定とならない場合、別の日程で改め
て予約申請が必要となります。予約確定まで数日かかることもあるため、余裕を
持った予約申請をお願いいたします。



【契約内容、予約確定、eチケットお客様控等のメールでの通知について】

HafH登録時のメールアドレス宛に、HafH  travel support（移動サブスク事務局）よ
り以下の内容をメールにてお送りいたします。 
決済前の同意事項で承認をいただいた上で、同意をいただいたものとします。

 ペアフライトの予約者が同行者に航空券予約申請をした際の通知
 ペアフライトの同行者が予約者の航空券予約申請を承諾または辞退した際
の通知
 ペアフライトの航空券予約申請の同行者の諾否の期日を迎えた為、取消と
なった際の通知
 決済前に同意いただいた契約内容を、決済のタイミングで通知
 希望便が、予約確定となった際の通知
 希望便が、手配不可または入力不備のため予約申請の取消となった際の通

知
 HafH会員が、予約確定情報の取消を実行した際の通知
 台風や天災など、イレギュラーや緊急時により手配便に影響が出る場合の

通
 eチケットお客様控（PDFデータ）の通知。（搭乗出発日の約8日前までに

通知。搭乗出発日10日前〜8日前の予約確定分は、この限りではなく搭乗出
発日当日までに通知。）

送信元：HafH  travel support（移動サブスク事務局） 
hafh-transportation-service@kabuk.com

※送信専用のメールアドレスになります。

※上記メールアドレスからのメールを受信できるよう設定をお願いいたしま
す。

【座席指定について】

JALホームページよりお客様ご自身で座席指定が可能です。

※事前座席指定はHafH会員ご自身でお手続きいただきます。

※HafHにて、事前座席指定の希望や手配は承っておりません。

※事前に座席指定できる席がない場合は、当日空港自動チェックイン機または航空
会社カウンターにてHafH会員ご自身でのお手続きとなります。 
※eチケットお客様控えをお送りする際のメールにて、詳細をご案内させていただき
ます。

※同行者のいるペアフライト申請の場合も、隣同士の座席を確保するものではない
ため、空席状況次第では、JALサイトで近隣のお座席を指定できない場合もござい
ます。

※JALでは、配慮が必要な方への座席確保や、機体のバランス調整などの理由によ
り、事前に指定ができる席には限りがあります。

第3　 旅ガチャについての概要


【キャンペーン概要】

キャンペーン期間中、本キャンペーンへアクセスし、旅ガチャにチャレンジしていた
だくと、航空引換券が当たります。



【キャンペーン期間
 ソロでガチャ：2022年6月22日（水）～　 2023年3月20日（月）12:00ま
 ぺアでガチャ：2022年8月25日（木）～　 2023年3月20日（月）12:00まで


【キャンペーン対象者】

①JALで行くペア旅プラン（JALで行くペア旅、JALで行くペア旅プラス）のいずれ
かのプランを登録していること。

②当該プランに付帯するガチャチケット、またはガチャを引くのに必要なコイン数を
お持ちの方。

③本キャンペーン参加時から搭乗までの間、①の条件を継続して満たしている方。



【キャンペーン対象出発地 (空港)】

新千歳空港、羽田空港、中部国際空港 セントレア、大阪国際空港（伊丹空港）、関
西国際空港、福岡空港、那覇空港



【旅ガチャの種類】

（１）「旅ガチャ」の種類（3種類）

①JAL旅ソロガチャ（以下「ソロでガチャ」といいます。）

②JAL旅ペアガチャ（以下「ペアでガチャ」といいます。）

③5連・JAL旅周遊ガチャ（以下「周遊ガチャ」といいます。）














旅ガチャは、「出発空港」を選択して引くことで、「到着空港」がランダムに決定さ
れ、該当の「航空引換券」（1区間）が排出されます。

ペアガチャは、旅ガチャを引く際に、ペア相手を選び、2人でガチャを引くことで、2
人が同一区間の航空引換券を獲得できるサービスです。


（２）ガチャチケットについて

ガチャチケットを各人1枚使用すると、旅ガチャ1回（１区間分）を引くことができ
ます。

（３）ペアガチャチケットの獲得方法

・JALで行くペア旅プランで新規登録するか、JALで行くペア旅プランへプラン変更
すると、300コインが自動でガチャチケット（ペアガチャ）に変換されます（登録初
月のみ）。

・JALで行く旅プランまたはJALで行くペア旅プランからアップグレードの場合、ガ
チャチケットは獲得できません。（アップグレードの条件は、①現在のプランよりも
月額料金が高い または同じ料金も含むプランであること。また、HafHプランからの
アップグレードの場合は、コイン処理をしたあとのコイン残高が0以上であるこ
と。）

（４）ガチャチケット及びガチャコイン（300コイン）の消費タイミング


＜ソロガチャの場合＞

ガチャを「引く」のボタンを押し、ガチャを引いたとき。

＜ペアガチャの場合＞

招待者：マイページに表示されている「準備OK」の一覧の中から1人を選び、ペアガ
チャを引いたとき。

被招待者：招待を受けてペアガチャを引き、招待した人へペアガチャ申請を返送した
とき。



【「ペアでガチャ」の利用方法】

（１） ペアガチャへ招待をする場合「招待者」

①「出発空港」を選択したペアガチャURLを被招待者にシェア（ペアガチャ招待）し
ます。

②被招待者側が、「ペアガチャ招待」に同意すると、被招待者から招待者に対し「ペ
アガチャ申請」が届きます。

③これにより「準備OK」となり、招待者は、一覧の被招待者（複数を招待した場
合）の中から一緒にガチャを引きたい人を選んで、ガチャを引きます。

・ペアガチャチケットが有効期限ぎれ、またはコイン不足の場合は、ガチャが引けず
エラーとなります。



（２） ペアガチャの招待を受け取った場合「被招待者」

①招待者から、「ペアガチャ招待」を受け取ります。

②同意する場合には、「ガチャをひく」を押下します。

③この同意により、被招待者のペアガチャチケットまたは300コインが消費されま
す。

④招待者に対し「ペアガチャ申請」が自動返信されます。

⑤招待者がガチャを引くのを待ちます。

⑥招待者がガチャを引くと、被招待者もガチャ結果が見れるようになります。



・すでに招待者側で「出発空港」は選択済みのため、出発地は変更できません。

・招待者側がガチャを引くまで、「ペアガチャ申請」を取り消すことができ、同意時
に使用したガチャチケットまたは300コインは返還されます。

・「ペアガチャ申請」後、招待者側がガチャを引かず、ペアガチャチケットの有効期
限が切れた場合、同意時に消費したペアガチャチケットは無効になります。(消費コ
インも戻りません。)

・招待者側がペアガチャを引くと、航空券予約(片道)に使える引換券を獲得できま
す。



（３）旅ガチャに関する有効期間

ペアガチャチケット：2022/11/30 12:00

航空引換券：2022/11/30 12:00

※航空引換券の有効期限は、今後期間延長する場合もございます。

※ガチャチケットがなくなった後も、引き続き保有のHafHコインで旅ガチャを引くこ
とができます。



第4　 航空引換券について

出発地ごとに、確率でガチャが排出されます。

排出確率についてはこちらの記事をご確認ください。

https://www.hafh.com/topics/13945



なお、ガチャ排出直後より航空引換券が有効となります。また、ガチャを複数回引

いた場合、同じ行き先の航空引換券が排出されることがあります

ガチャを引いた後の取り消し・やり直しは原則不可です。(使用したコインや、ガ

チャチケットの権利は元に戻せません。)



航空券のリクエスト予約締め切りは、搭乗日の8日前正午12時になります。



第5　 推奨環境

本キャンペーンの推奨環境は以下の通りです。

OS：iOS 13.0以上 /Android5以上


 注意事項

1．違反があった場合、本キャンペーンへの参加および航空引換券は無効となりま
す。

2．本キャンペーンの参加対象者の条件を満たさなくなった場合は、航空引換券が無
効となる場合があります。

3．排出結果に関するお問合せにはお答えいたしかねますので、予めご了承くださ
い。

4．本キャンペーンの内容は、当社の判断により予告なく変更となる場合がございま
す。この場合、当社の本キャンペーンサイトなどに掲載することにより、本キャン
ペーン内容の変更を随時告知するものとします。当該告知以降、当該変更内容が、す
べての参加者と当社との間で適用されるものといたしますので予めご了承ください。

5．当社は、本キャンペーンの適切な運営を妨げる事象が生じた場合、これに類する
状況が生じた場合、またはその他本キャンペーンを継続し難い事由が生じた場合、い
つでも本キャンペーンを中止または延期することができるものといたします。

6．当社は、参加者が本キャンペーンに参加したこと起因する損害・不利益について
一切の責任を負わないものといたします。

7．当社のネットワーク環境の不具合やシステムメンテナンス等により参加ができな
かった場合であっても、当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

8．出発地の選択誤り等、参加者の誤操作によるコインの返却・返金等は一切実施し
かねますので予めご了承ください

 その他

参加者が本キャンペーンに参加するための費用（インターネット通信料等）は全て参
加者のご負担になります。
 

第6　 個人情報の取扱について

１．当社における個人情報の取得及び利用目的

当社は、JAL専用のHafHプランをご利用いただくために、航空券予約リクエスト
フォームを通じてHafH会員から当社に提供されるHafH会員に係る個人情報を以下の
目的で利用します

 航空サブスクサービス[JALで行くペア旅プラン]を提供するた
 航空サブスクサービス[JALで行くペア旅プラン]の申込みの確認、本人確認のた
 航空サブスクサービス[JALで行くペア旅プラン]を通じて、HafHの利用と共にJAL
の航空券を予約・発券するた
 航空サブスクサービス[JALで行くペア旅プラン]に関連する、契約やeチケットお
客様控えを、インターネットその他の通信手段を通じてPDFを用いて提供をする
た
 HafHへの連絡及び問い合わせへの対応のた
 アンケート依頼のた
 統計資料作成のた
 その他上記に付随する目
 当社プライバシーポリシー（https://www.hafh.com/privacy-policy）記載の利用目
的



２．アマデウスITグループSA.への個人情報の提供について

当社は、JALの航空券を予約・発券をする際に、個人情報をアマデウスITグループ
SA（以下「アマデウス」といいます。）に提供し処理されます。



アマデウスにおける個人情報等の取扱いについては、アマデウス Privacy 
Policy（https://servicehub.amadeus.com/security-policy）をご確認ください。



(1)当社がアマデウスに提供するHafH会員の個人情報の項
 氏名、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日、JMBお得意様番
 その他航空券予約リクエストフォーム記載の事項



(2)アマデウスにおける個人情報の利用目
 HafH会員に対しJAL航空券の予約作成・発券の
 その他、アマデウス Privacy Policy記載の利用目的のため



３．アマデウスからの個人情報の提供について

当社は、以下のとおりJAL専用HafHプランを利用するHafH会員に係る個人情報につ
いて、アマデウスから第三者提供を受けます。



(1)当社がアマデウスから提供を受けるHafH会員の個人情報の項
 HafH会員からの予約申請に対し、当社がアマデウスで予約・発券を行い、アマデ
ウス が当社に対し通知する内
 アマデウスを通じて手配したJAL航空券の搭乗日、搭乗路線、搭乗便名、予約番
号



(2)提供を受けた個人情報の利用目的

上記「１．当社における個人情報の取得及び利用目的」記載のとおり



４.JALへの個人情報の提供について

当社は、以下のとおり当該プランを利用するHafH会員に係る個人情報を、JALに提供
をします。



(1)当社がJALに提供するHafH会員の個人情報の項
 氏名、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日、JMBお得意様番
 当該プランのご利用期間におけるHafHプランの内容、そのHafHの利用状況　 (宿
泊日、 宿泊地、宿泊施設名)に関する情
 その他、航空券予約リクエストフォームやアンケートに記入いただく内容



(2)JALにおける利用目
 HafH会員に対し当社が当該プランとしてJALの航空券を含めた旅行商品の提供を
するため
 実証実験のレポート作成及び効果検証の
 その他、JALグループ プライバシーポリシー記載の利用目的のため。JALにおけ
る個人情報等の取扱いについては、JALグループ　 プライバシーポリシー(https://
www.jal.co.jp/footer/security.html)をご確認ください。



５.JALからの個人情報の提供について

当社は、以下のとおり当該プランを利用するHafH会員に係る個人情報について、JAL
から第三者提供を受けます。



(1)当社がJALから提供を受けるHafH会員の個人情報の項
 予約申請及び予約確定に対し、JALがHafH会員に対し通知する内
 手配したJAL航空券の搭乗日、搭乗路線、搭乗便名、予約番号



(2)提供を受けた個人情報の利用目的

上記「１．当社における個人情報の取得及び利用目的」記載のとおり



第7　 航空サブスクサービス利用のルール、書面の交付、免
責事項等


【航空サブスクサービス[JALで行くペア旅プラン]利用のルールについて
 当社が提供する航空サブスクサービス[JALで行くペア旅プラン]は、当社とJAL
が、航空サブスクの実証実験のもと、HafHの宿泊とともに利用可能なJALの航空
券を、HafH会員に提供いたします。また、当ページが旅行業法第12条の4第2項に
よる取引条件説明書面であり、予約が完了した場合は契約書面の一部となりま
す。当ページに記載のない事項については、当社の標準旅行業約款の手配旅行契
約の部(https://drive.google.com/file/d/1VF-84qyCAwyIgO0_AGqf9-tkSkvFJhCL/
view) を適用します
 当社の旅行業約款や旅行条件書にある取消や変更については、航空サブスクサー
ビス[JALで行くペア旅プラン]には適用しません。 HafH会員ご本人様限定のサー
ビスの為、利用権利を第三者に譲渡、またその他の方法により移転することもで
きません。　

 HafH会員は、HafHを通じ、希望とする宿泊施設およびJALの航空券の予約申請を
自ら行います。但し、HafH経由で提供するJALの航空券をご利用される場合に
は、出発空港または到着空港の近接県に該当するHafHの宿泊の予約確定および諸
条件が必要です。詳しくは【航空券の予約申請の条件】をご参照ください。JAL
の航空券は、諸条件を当社で確認の上、個別での予約確定となります。なお、当
サービスの利用の際に、当サービス経由で提供するJALの航空券のご利用を義務
付けるものではありません
 本サービスのご利用は、当社のHafH会員限定旅行商品へのご参加となります
 本サービスでは、個人包括旅行割引運賃(サブスク)を使用します。



【インターネットによる旅行条件書等の交付】

当社は、当サービスの契約について、旅行業法第12条の4第2項に定める取引条件の

説明書面及び同法第12条の5第1項に定める契約内容を記載した書面の交付に代え

て、同法第12条の4第3項及び同法第12条の5第2項の定めに基づき、以下のいずれか

の方法により、これら書面に記載すべき情報をHafH会員に提供することができるも

のとし、HafH会員はこれを予め承諾します。



・HafH会員が予約するに際し、当社ウェブアプリに掲示する方法

・電子メールによりHafH会員が登録したメールアドレスに送信する方法



【免責事項
 航空サブスクサービスは、サブスク航空券開発および市場検証を行う為の実証実
験です
 当社は、当契約につきましては、HafHが提供する運送、宿泊その他の旅行に関す
る権利サービスをHafH会員に提供できるよう、当ページに記載のない事項につい
ては、手配旅行契約の部を適用します
 当契約は、募集型企画旅行約款及び受注型企画旅行約款で定めるところの「旅程

管理責任」「旅程保証責任」「特別保証責任」は負いません
 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の
命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被った
ときは当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません
 本サービスのご利用は、HafH会員ご本人様限定となります。航空サブスクサービ
スをご利用する権利を第三者に譲渡、その他の方法により移転することはできま
せん。



【HafH会員の個人賠償責任保険について】

詳細や対象条件は、以下をご参考ください

https://www.hafh.com/topics/9458



※キャンペーン期間は予告なく早期終了または延長する可能性があります。



※ペアガチャは、ペアでガチャを引くHafH会員同士が、対象プランのいずれかに登録
している必要があり、ペアガチャチケットは、ペア相手がいないとガチャを引くこと
ができません。



※ガチャの種類により消費タイミングは異なります。



※一部のブラウザでは正常に動作しない場合がございます。ご了承ください

※当サービスの取消については、【取消・返金について】【予約申請
後、予約確定後の変更・取消について】をご参照ください

お問合せ窓口

HafH  travel support（移動サブスク事務局）



https://www.hafh.com/inbox?tab=messages

年中無休 10:00AM-6:00PM (日本時間)

※お問合せ多数が見込まれる為、回答にお時間を頂戴する場合がございます。

参考  [出発空港、到着空港の近接県一覧] 

北海道：北海道,青森県

青森県：北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県

岩手県：青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,新潟県

宮城県：青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,新潟県

秋田県：青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,新潟県

山形県：青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,新潟県

福島県：岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,新潟県

茨城県：福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県

栃木県：福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,山梨
県

群馬県：福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,山梨
県,長野県

埼玉県：茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県,長野県,静岡
県

千葉県：茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県

東京都茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県,長野県,静岡県

神奈川県：茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県,長野県,静
岡県,愛知県

新潟県：岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,栃木県,群馬県,新潟県,富山県,石川県,
長野県,岐阜県

富山県：新潟県,富山県,石川県,福井県,長野県,岐阜県

石川県：新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,滋賀県,京都府

福井県：富山県,石川県,福井県,長野県,岐阜県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県

山梨県：栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,石川県,山梨県,長野県,岐阜
県,静岡県,愛知県

長野県：群馬県,埼玉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野
県,岐阜県,静岡県,愛知県

岐阜県：新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,
滋賀県

静岡県：埼玉県,東京都,神奈川県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県

愛知県：神奈川県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,奈良
県

三重県：岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,和歌山県

滋賀県：石川県,福井県,岐阜県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,
和歌山県

京都府：石川県,福井県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山
県,鳥取県,島根県,岡山県

大阪府：福井県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根
県,岡山県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県

兵庫県：福井県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山
県,広島県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県

奈良県：愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県

和歌山県：三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,徳島県

鳥取県：京都府,大阪府,兵庫県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県

島根県：京都府,大阪府,兵庫県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県

岡山県：京都府,大阪府,兵庫県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,
愛媛県,高知県

広島県：兵庫県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,
福岡県,佐賀県,大分県

山口県：鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,
佐賀県,長崎県,熊本県,大分県

徳島県：大阪府,兵庫県,和歌山県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知
県

香川県：大阪府,兵庫県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県

愛媛県：大阪府,兵庫県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,大分県

高知県：大阪府,兵庫県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県

福岡県：広島県,山口県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県

佐賀県：広島県,山口県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県

長崎県：山口県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県

熊本県：山口県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県

大分県：広島県,山口県,愛媛県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島
県

宮崎県：福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県

鹿児島県：福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県

沖縄県：鹿児島県,沖縄県

取扱営業所 

株式会社 KabuK Style

東京事務所 

〒150-0001 東京都渋谷区東 2-25-3WAVE 渋谷 2F-B 

東京都知事登録旅行業第 2-7823 号 

一般社団法人　 日本旅行業協会保証社員

総合旅行業務取扱管理者 舘野 和子 



※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引責任者です。こ
のご旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明の点がありましたら、ご遠慮な
く上記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

ご不明点がある場合、HafHのチャットへお問合せください。

HafHコンシェルジュまたは HafH travel supportよりご連絡をさせて頂きます。



お問合せ窓口

HafH travel support（移動サブスク事務局）

https://www.hafh.com/inbox?tab=messages

年中無休 10:00AM-6:00PM (日本時間)

※お問合せ多数が見込まれる為、回答にお時間を頂戴する場合がございます。

 [1泊以上のHafH宿泊とは]

出発地または到着地の近接県でのHafH宿泊施設における予約確定とし、以下いず
れかの条件であること。



①出発空港 
搭乗日の15日前から搭乗日の前日まで (計15日間) に、出発空港の近接県で確定し
た宿泊予約 (宿泊済みも含む) があること。



②到着空港 
搭乗日の当日から14日後まで (計15日間) に、到着地の近接県で確定した宿泊予約
があること。



 [出発空港、到着空港の近接県とは] 

最下部に記載の一覧をご確認ください。

第8　 参考 [出発空港、到着空港の近接県一覧]


