
発着空港 路線 フライト名 期間 ●黄色箇所は今週更新分です

運休 －

中部 台北 127/128 運休 －

小松 台北 157/158 運休 -

上海 406/405 運休 －

160/159 運休 －

760/759 運休 －

151/150 運休 3/25まで

155/154

静岡 台北 169/168 運休 3/25まで

富山 台北 171/170 運休 3/25まで

533/532 運休 12/31まで

539/536 運休 12/31まで 1/1より火・木・土・日の週4便にて運航再開

台北・香港 531/530 運休 12/31まで

上海 380/379 運休 -

広州 6056/6055 運休 -

大連 620/619 運休 -

ホノルル 612/611 運休 －

デトロイト 094/095

EY エティハド航空 中部 アブダビ 889/888 運休 － 成田発着　週3便にて運航

上海 全便 運休 -

南京 1602/1601 運休 -

台北 821/822 運休 10/31まで

上海 883/884 運休 10/31まで 成田/上海（土）の週1便運航

天津 841/840 運休 10/31まで 成田/天津（土）の週1便運航

ホノルル 794/793

744/743 運休 －

742/741

プサン 754/753 運休 － 成田発着　毎日運航

小松 ソウル 776/775 運休 －

LH ルフトハンザドイツ航空 中部 フランクフルト 737/736 運休 － 10/29まで 羽田発 （水金日）の週3便運航

292/291 運休 －
720/719 運休 －
上記以外 運休 －

北京 744/743 運休 －

121/122

123/124 運休 －

マニラ 437/438

セブ 479/480 運休

中部 シンガポール 671/672

645/644

647/646 運休 － 成田発　毎日、関空発　毎日、羽田発　毎日運航

TW ティーウェイ航空 LCC 中部 ソウル 238/237 運休 －

136/137 運休 － （月金）の週2便運航

172/171 運休 － 成田発着 週21便、関空発着 週3便 運航

VJ ベトジェット LCC 中部 ハノイ

ハノイ 347/346

ホーチミン 341/340

5J
セブパシフィック航空
（出発は第2ターミナル）

LCC 中部 マニラ 5039/5038

1607/1608 運休 1/1まで

1601/1602 運休 11/21まで 11/22～毎日運航予定

7G スターフライヤー航空 中部 台北 811/810 運休 3/25まで

KE

VN

ソウル

TG

UA

7C 中部

毎日運航

12/9まで（月火木土）の週4便、12/10～（月火木土日）の週5便運航

ベトナム航空

　　　毎日運航
タイ国際航空

成田発着 11/30まで（水土日）の週3便運航予定

LCC
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CA

CI

CZ

DL

HO

航空会社 ◆国際線①◆

成田発着 上海浦東 （木）週1便、
成田発着 杭州 （水）週1便運航、

成田発着 北京（火）週1便運航予定北京

デルタ航空

中部

中部

中部
関空発着 （1333/1334）上海浦東 （火）週1便、

関空発着 （1610/1609） 南京 （木 ）週1便にて運航

11/4まで（火水木金）の週4便、11/5～12/31（火水木金土）の週5便
1月より毎日運航 予定

成田発着　（火水金日）、関空発着　（水金土日）、
福岡発着　（水金日）運航予定

中部 ヘルシンキ

　　　名古屋（火金日）発、デトロイト（月木土）発 運航 予定

CX キャセイパシフィック航空

SQ

成田、羽田、関空、福岡発着はお問い合わせ下さい。

中部

毎日 運航

11/20まで（水木金土日）の週5便、
11/21～毎日運航予定

上海

JL

PR

OZ

12/9まで（水日）の週2便、12/10～（月水日）の週3便運航予定

上海吉祥航空

中部

フィリピン航空

ソウル

MU 中国東方航空

大韓航空

中部ユナイテッド航空

AY

BR エバー航空

中国国際航空

台北

成田発着 （8102/8101）広州 （水）週1便、
成田発着 （628/627）瀋陽 （木）週1便運航

チャイナエアライン

中部

香港

中部

中部

成田、羽田、関空、福岡、札幌発着に関しましてはお問い合わせください

080/079
羽田発　毎日運航

中国南方航空

フィンエアー

中部

チェジュ航空
（出発は第2ターミナル）

日本航空

中部アシアナ航空

　　成田発着 上海浦東 （金）週1便、
成田発着 西安 （火）週1便運航

ソウル
中部

バンコク

中部

成田発　毎日、羽田発　毎日、関空発 毎日、福岡発 （木土）の週2便　運航

中部

12/23まで、3/6～25迄（月水金）の週3便、12/24～3/5毎日運航予定

（水土日）の週3便 運航 　　 
シンガポール航空

グァム

運航日はお問い合わせください

（月水金日）の週4便にて運航　



発着空港 路線 フライト名 期間 ●黄色箇所は今週更新分です

AM アエロメヒコ 成田 メキシコシティ 057/058 運休 ー

成田 ドバイ 319/318

羽田 ドバイ 313/312 運休 －

ドバイ 317/316

ET エチオピア航空 成田 ｱﾃﾞｨｽｱﾍﾞﾊﾞ 673/672

羽田 ジャカルタ 875/874

成田 デンパサール 881/880

ジャカルタ 889/888 運休 11/30まで

デンパサール 883/882 運休 11/30まで

NZ ニュージーランド航空 成田 オークランド 090/099

成田 マニラ 5055/5054

関空 マニラ 827/828

福岡 マニラ 923/922

GA

成田発　11/27まで（水金日）の週3便、11/28～12/11（水金土日）の週4便、
12/12～2/12（月火水金土日）の週6便、2/13～毎日の運航予定

3/25まで（火木土日）の週4便運航

3/25まで毎日運航

5J 3/25まで毎日運航セブパシフィック航空

ガルーダインドネシア航空

EK

      11/1～HND発（金日）、JKT発（木土）の週2便運航 予定

名古屋-関空のシャトルバスサービス（名古屋発16:00/関空着19:20）（関空発20:30/名古屋着23:50）

関西

NRT発（火木土日）の週4便、ADD発（水金日月）の週4便運航

 （火水木金土） 週5便運航

毎日運航

関西

11/1～30（火木土）の週3便運航予定

航空会社 ◆国際線②◆

エミレーツ航空


