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WING Travel Weekly E-book Edition航空新聞社電子版のご案内

パソコン、スマートデバイスでの
閲覧を目的としているため、表示
されるPDFの保存はできません。
印刷はできます。

週刊ウイングトラベル
を開始します。電子版

いつでもどこでもタイムリーに!

パソコンはもちろん、
スマートフォンやタブレットで
いつでも、どこでも見られます。

株式会社航空新聞社　TEL：03-3796-6646　http://www.jwing.net/

お申し込みは https://goo.gl/5Uaw2z お申し込みは https://goo.gl/pZSz9o

先行配信お申し込みは下記URLより！！

2014年1月以降に発行した号が
検索対象範囲です。
※利用開始は本購読開始後からとなります。

本紙購読と同じく1アカウントに
つき1年間12960円（税込）です。
複数購読をご希望の場合、１アカ
ウントにつき年間プラス3888円

（税込）で、追加できます。
（1ヶ月あたりわずか324円と大変お得な料金です。）

可 能 で す。 本 紙 購 読 者 は 年 間
3888円（税込）で購読できます。
お得な本紙と電子版のセット購読
をおすすめします。

気になる記事の掲載号をコメント
付で「お気に入り」に収納できます。

弊社ホームページの専用フォーム
もしくは下記URLからお申し込み
ください。

1ヶ月間無料お試し版をご体験い
ただけます。

配信されるPDFは
保存や印刷ができますか？

記事検索できる
検索対象は？

購読料は？

他に便利な機能が
ありますか？

申し込み方法は？無料購読の期間は
いつまでですか？

電子版だけの購読は
可能ですか？

週刊ウイングトラベル
電子版 Q&A

電子版先行配信が2016年9月1日からスタート!
無料試読がお試し頂けます。

記事検索

選択してクリック

電子版だからできる便利な機能付き

▶

ログインページでログ
インIDとパスワードを
入力して「マイページ」
へアクセスします。

※パソコンにはPDFファイル
形式を表示するための「Adobe 
Reader(無料)」が必要です。
※パソコンでの閲覧を目的とし
ているため、表示されるPDFの
保存はできません。
※ページ単位で印刷はできます。

カレンダー内のアイコンをクリックす
るとその日付のニュースが別ウインド
ウで開きます。

最新号の更新（または未読の場合）は
赤いサインでお知らせします。

カレンダーの他、配信
日のリスト表示もお選
び頂けます。

パソコンでご覧になる場合 スマートデバイス(スマホ・タブレット）でご覧になる場合
アプリのインストールとIDを登録

iOSおよびAndroidから電子版を閲覧
していただく場合、AppStoreおよび
Google Playより「NSブラウザ」を
インストール
新規購読メールのログインURLからマ
イページログイン画面にアクセス。

2回目以降はホームアイコンから簡単アクセス
ホーム画面に追加されたアイコンをタップ
※Androidの場合は「ショートカットを追加」
でホーム画面にアイコンを追加できます。
ログイン画面でIDとパスワードを入力
カレンダーまたはリストをタップしてコンテ
ンツを閲覧します。
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1969年に創刊した旅行・航空業界の週刊専門紙。
航空・観光行政の官公庁情報、エアライン・旅行会社・ホテルなど旅行関連
企業の最新動向を迅速かつ詳細に報道。

わが国唯一の週刊航空宇宙専門紙。
昭和32年の創刊以来、防衛省、経済産業省、国土交通省、文部科学省、航空宇宙
工業メーカー、航空会社、商社などを中心に幅広い読者層を持っています。

週刊ウイングトラベル 週刊ウイング

ホーム画面にアイコンを追加。
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▶

調べたいキーワード、期間を指定して過去の記事検索が
可能。関連情報をキャッチできます。

記事掲載ページをPDFで表示します。

▶

航空新聞社電子版のご案内
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ローマ、ミラノへノンストップ
新しいアリタリアでイタリア、ヨーロッパへ

アリタリア-イタリア航空

日本からイタリアへは、唯一の直行便を運航するアリタリア-イタリア航空が便利。
ローマとミラノへ、ノンストップで約12時間。さらにイタリア国内27都市をはじめ、
ヨーロッパ各地へのネットワークも充実している。

VIPラウンジ リニューアル・オープン
「CASA ALITALIA」
　現在、ローマ、ミラノ（マルペンサ空港、
リナーテ空港）、ヴェネツィア、ナポリ、

　ローマ、ミラノの空港は、
ショッピングが充実。ブラン
ドショップ、免税店、他イタ
リアの食材が並び、乗り継ぎ
時間を楽しく過ごすことがで
きる。
　また、ヨーロッパ行きの
航空券には、ストップオー
バーチャージが１回免除で、
ホテルと半日ツアーのセッ
ト「ローマ立ち寄りプラン」
と「ミラノ立ち寄りプラン」

（80ユーロ～）を用意。ミラ
ノでは予約が取りづらいレオ
ナルド・ダ・ヴィンチ「最後
の晩餐」鑑賞の日本語半日ツ
アーもある。詳しい内容は、
ホームページ（www.alitalia.
com/ja_jp）をチェック。

イタリア国内27都市をカバー
ヨーロッパ各地への乗継も便利、イタリアを楽しめるプランも

　カジュアルなイタリアン・デザインを
追及。食事は、イタリアンか和食のチョイ
ス。イタリアワイン、ビール、ソフトド
リンクなど、すべて飲み物を無料でサー

ビス。日本発
のフライトで
は、「ハネムー
ンミール」の
リクエストが
可能だ（要事
前予約）。
　足元の広い

コンフォートシートは、旅行会社、アリ
タリアのコールセンター、WEBチェック

イン、空港のカウンターなどで購入でき
る。マイレージ・プログラム「クラブ・
ミッレミリア」の会員なら、マイルを使っ
てプレミアム・エコノミーやビジネスク
ラスへのアップグレードも可能だ。

エコノミークラス  わずかな料金で足元の広いコンフォートシートを

　イタリアを代表する航空会社として、
2015年にブランド・イメージを一新し、
新しいスタートを切ったアリタリア。イ
タリアはたくさんの人々の心に、忘れら
れない感動を残してくれる国。イタリア
の美しさ、イタリア人のスタイリッシュ
な想像力、そして情熱を感じられるよう
なユニークな体験を、イタリアで、また
機内で体験できる。
　2016年より、機体がスピード感を感
じさせる新しい塗装になり、機内もリ
ニューアル。2016年6月からは乗務員、
地上職員のユニフォームを一新。2017

上質で温かいイタリア式おもてなし
より良いサービスを提供

　マッサージ機能付きのフルフラット
シートは、伝統的な職人技とモダニズム
を融合させたポルトローナ・フラウのプ
ロダクト。シートは、柔らかい仔牛革の
上質な部分のみを厳選し、丁寧になめし
加工が施された、しなやかな革張りで、
機内を快適に過ごすことができる。
　搭乗後のウェルカムドリンクのサービ
スには、スプマンテ「フェッラーリ・マキ
シマム・ブリュット」などを提供。また
食事は、「Dine Any Time」をモットー
に、いつでも自由な時間に、好みの食事
をチョイスできる。
　評判の高い食事は、2010年より６年
連続で米グローバル・トラベラー誌の最
優秀機内食賞を受賞。イタリアソムリエ

協会推薦のワインと共に、リチャード・
ジノリの食器で、フルコースのイタリア
ンを、食後のエスプレッソコーヒーまで
優雅に堪能できる。
　なお、日本出発便では、和食や大切な
記念日を祝う「アニバーサリーケーキ」

「ハネムーンケーキ」のリクエストも可能
だ（要事前予約）。
　ほかにも、ブルガリのアメニティー
キットやフレッテの寝具など、すべてイ
タリアンブランドを使用。マイレージ・
プログラム「クラブ・ミッレミリア」で
は、マイレージが最大300%加算される。

ビジネスクラス  イタリアのプロダクトにこだわり

　空港では、専用カウンターでの搭乗手
続きでスムーズ。搭乗後のウェルカムド
リンク、日本語の新聞／雑誌のサービ
ス、温かいおしぼり、アメニティーキッ
ト等、ワンランク上のサービスを提供。
独立したプライベート感のある落ち着い
た客室空間に、人間工学を研究して作ら
れた快適なシートでイタリアが近く感じ
るはずだ。
　食事は、イタリアンか和食のチョイス。
陶器のサービスで、エコノミークラスと
比べ、食事と飲み物の種類が増える。食
後のエスプレッソコーヒーもリクエスト
可能。日本発のフライトでは、「ハネムー
ンミール」のリクエストが可能だ（要事
前予約）。

　10.6インチの
オンデマンド・
パーソナルテレ
ビでは、さまざ
まな映画、オペ
ラ、ゲームなど
の機内エンター
テ イ メ ン ト が
楽しめるほか、
パソコンや携帯
電話の充電も可
能。マイレージ・
プログラム「ク
ラブ・ミッレミ
リア」では、マ
イレージが最大200%加算される。

プレミアム・エコノミー  スペース40％アップの優雅な空間

カターニアにあるラウンジでは、シャワー
でリフレッシュできるほか、オープン
キッチンで茹でたてのパスタやピザ釜で
焼いた焼きたてピザ、フレッシュサラダ
にフルーツなど、本場イタリアンのブッ
フェを満喫でき、上質なワインも揃う。
　ビジネスクラス、アリタリアのVIP会
員（CFAプラス、CFA会員）、スカイチー
ムのエリート・プラス会員は無料で利用
が可能。アリタリアのUlisse会員なら1
名分の料金で同行者と2名で利用できる。
利用料金：事前購入35ユーロ、空港での
購入45ユーロ、2才未満無料

年５月からは、順次
機 内 W i - F i と 国 際
ローミングが導入さ
れる予定だ。
　また、受託手荷物
は、すべてのクラス
で1名2個（ビジネス
クラス：32kg、プレ
ミアム・エコノミー
と エ コ ノ ミ ー ク ラ
ス：23kg、１個あた
り）まで無料なのも
嬉しいポイントだ。

エティハド・パートナーズ

アリタリアのマイレージ・プログラム
「クラブ・ミッレミリア」

スカイチーム提携航空会社
　アリタリアのマイレージ・プログラム

「クラブ・ミッレミリア」は提携航空会社
が充実。マイルが貯まりやすく、使いや
すい。

日本路線では日本人客室
乗務員が常に２名乗務して
いるので安心

好評の「ハネムーンミール」




