
発着空港名 地域 国名 都市名  航空会社コード 航空会社名 週間便数

新千歳空港 アジア シンガポール シンガポール TR スクート・タイガーエア 4
新千歳空港 アジア タイ バンコク TG タイ国際航空 7
新千歳空港 アジア タイ バンコク XJ タイエアアジアＸ 7
新千歳空港 アジア マレーシア クアラルンプール D7 エアアジアX 4
新千歳空港 アジア 韓国 ソウル 7C 済州航空 12
新千歳空港 アジア 韓国 ソウル KE 大韓航空 14
新千歳空港 アジア 韓国 ソウル LJ ジンエアー 7
新千歳空港 アジア 韓国 ソウル OZ アシアナ航空 7
新千歳空港 アジア 韓国 ソウル TW ティーウェイ航空 7
新千歳空港 アジア 韓国 ソウル ZE イースター航空 10
新千歳空港 アジア 韓国 大邱 BX エアプサン 7
新千歳空港 アジア 韓国 釜山 BX エアプサン 7
新千歳空港 アジア 韓国 釜山 KE 大韓航空 5
新千歳空港 アジア 香港 香港 CX キャセイパシフィック航空 5
新千歳空港 アジア 香港 香港 HX 香港航空 11
新千歳空港 アジア 台湾 台北 BR エバー航空 14
新千歳空港 アジア 台湾 台北 CI 中華航空 7
新千歳空港 アジア 台湾 台北 MM ピーチアビエーション 3
新千歳空港 アジア 台湾 高雄 CI 中華航空 7
新千歳空港 アジア 中国 杭州 HU 海南航空 2
新千歳空港 アジア 中国 上海 9C 春秋航空 7
新千歳空港 アジア 中国 上海 HO 上海吉祥航空 7
新千歳空港 アジア 中国 上海 MU 中国東方航空 7
新千歳空港 アジア 中国 天津 GS 天津航空 2
新千歳空港 アジア 中国 南京 MU 中国東方航空 2
新千歳空港 アジア 中国 北京 CA 中国国際航空 7
新千歳空港 ヨーロッパ ウズベキスタン タシケント HY ウズベキスタン航空 0.5
新千歳空港 ヨーロッパ ロシア ユジノサハリンスク HZ オーロラ航空 4
新千歳空港 北米 アメリカ ホノルル HA ハワイアン航空 3
函館空港 アジア 台湾 台北 BR エバー航空 7
函館空港 アジア 台湾 台北 IT タイガーエア台湾 5
青森空港 アジア 韓国 ソウル KE 大韓航空 3
青森空港 アジア 中国 天津 BK 奥凱航空 4
花巻空港 アジア 台湾 台北 IT タイガーエア台湾 2
仙台空港 アジア 韓国 ソウル OZ アシアナ航空 7
仙台空港 アジア 台湾 台北 BR エバー航空 6
仙台空港 アジア 台湾 台北 IT タイガーエア台湾 7
仙台空港 アジア 台湾 台北 MM ピーチアビエーション 4
仙台空港 アジア 中国 北京 CA 中国国際航空 2
新潟空港 アジア 韓国 ソウル KE 大韓航空 3
新潟空港 アジア 台湾 台北 FE ファーイースタン航空 2
新潟空港 アジア 中国 上海 MU 中国東方航空 2
新潟空港 アジア 中国 ハルビン CZ 中国南方航空 3
富山空港 アジア 台湾 台北 CI 中華航空 4
富山空港 アジア 中国 上海 FM 上海航空 2
富山空港 アジア 中国 大連 CZ 中国南方航空 3
小松空港 アジア 韓国 ソウル KE 大韓航空 3
小松空港 アジア 台湾 台北 BR エバー航空 5
小松空港 アジア 台湾 台北 IT タイガーエア台湾 2
小松空港 アジア 中国 上海 MU 中国東方航空 4
茨城空港 アジア 韓国 ソウル ZE イースター航空 3
茨城空港 アジア 台湾 台北 IT タイガーエア台湾 2
茨城空港 アジア 中国 上海 9C 春秋航空 6
成田空港 アジア インド デリー AI エア･インディア 4
成田空港 アジア インド デリー JL 日本航空 7
成田空港 アジア インド デリー NH 全日本空輸 7
成田空港 アジア インド ムンバイ NH 全日本空輸 7
成田空港 アジア インドネシア ジャカルタ JL 日本航空 14
成田空港 アジア インドネシア ジャカルタ NH 全日本空輸 7
成田空港 アジア インドネシア デンパサール GA ガルーダ･インドネシア航空 7
成田空港 アジア インドネシア デンパサール XT インドネシア･エアアジアＸ 7
成田空港 アジア カンボジア プノンペン NH 全日本空輸 7

2018冬ダイヤ　国際定期便（10月28日～11月3日）　※直行便



成田空港 アジア シンガポール シンガポール DL デルタ航空 6.5
成田空港 アジア シンガポール シンガポール JL 日本航空 7
成田空港 アジア シンガポール シンガポール NH 全日本空輸 14
成田空港 アジア シンガポール シンガポール SQ シンガポール航空 14
成田空港 アジア シンガポール シンガポール TR スクート・タイガーエア 19
成田空港 アジア スリランカ コロンボ UL スリランカ航空 4
成田空港 アジア タイ バンコク JL 日本航空 14
成田空港 アジア タイ バンコク NH 全日本空輸 14
成田空港 アジア タイ バンコク TG タイ国際航空 21
成田空港 アジア タイ バンコク XJ タイエアアジアＸ 14
成田空港 アジア タイ バンコク XW ノックスクート 7
成田空港 アジア パキスタン カラチ PK パキスタン国際航空 1
成田空港 アジア パキスタン ラホール PK パキスタン国際航空 1
成田空港 アジア フィリピン セブ 5J セブパシフィック航空 4
成田空港 アジア フィリピン セブ PR フィリピン航空 14
成田空港 アジア フィリピン マニラ 5J セブパシフィック航空 14
成田空港 アジア フィリピン マニラ DL デルタ航空 7
成田空港 アジア フィリピン マニラ GK ジェットスタージャパン 7
成田空港 アジア フィリピン マニラ JL 日本航空 14
成田空港 アジア フィリピン マニラ NH 全日本空輸 7
成田空港 アジア フィリピン マニラ PR フィリピン航空 14
成田空港 アジア ベトナム ダナン VN ベトナム航空 5
成田空港 アジア ベトナム ハノイ JL 日本航空 7
成田空港 アジア ベトナム ハノイ VN ベトナム航空 7
成田空港 アジア ベトナム ホーチミン JL 日本航空 7
成田空港 アジア ベトナム ホーチミン NH 全日本空輸 14
成田空港 アジア ベトナム ホーチミン VN ベトナム航空 14
成田空港 アジア マカオ マカオ NX マカオ航空 7
成田空港 アジア マレーシア クアラルンプール JL 日本航空 7
成田空港 アジア マレーシア クアラルンプール MH マレーシア航空 12
成田空港 アジア マレーシア クアラルンプール NH 全日本空輸 7
成田空港 アジア マレーシア コタキナバル MH マレーシア航空 2
成田空港 アジア ミャンマー ヤンゴン NH 全日本空輸 7
成田空港 アジア モンゴル ウランバートル OM MIATモンゴル航空 5
成田空港 アジア 韓国 済州 KE 大韓航空 3
成田空港 アジア 韓国 ソウル 7C 済州航空 26
成田空港 アジア 韓国 ソウル KE 大韓航空 21
成田空港 アジア 韓国 ソウル LJ ジンエアー 14
成田空港 アジア 韓国 ソウル OZ アシアナ航空 21
成田空港 アジア 韓国 ソウル RS エアソウル 14
成田空港 アジア 韓国 ソウル TW ティーウェイ航空 7
成田空港 アジア 韓国 ソウル ZE イースター航空 14
成田空港 アジア 韓国 済州 TW ティーウェイ航空 3
成田空港 アジア 韓国 大邱 7C 済州航空 7
成田空港 アジア 韓国 大邱 BX エアプサン 7
成田空港 アジア 韓国 大邱 TW ティーウェイ航空 7
成田空港 アジア 韓国 釜山 7C 済州航空 7
成田空港 アジア 韓国 釜山 BX エアプサン 14
成田空港 アジア 韓国 釜山 JL 日本航空 14
成田空港 アジア 韓国 釜山 KE 大韓航空 14
成田空港 アジア 香港 香港 CX キャセイパシフィック航空 42
成田空港 アジア 香港 香港 GK ジェットスタージャパン 7
成田空港 アジア 香港 香港 HX 香港航空 21
成田空港 アジア 香港 香港 JL 日本航空 7
成田空港 アジア 香港 香港 JW バニラ･エア 7
成田空港 アジア 香港 香港 NH 全日本空輸 7
成田空港 アジア 香港 香港 NQ エアージャパン 7
成田空港 アジア 香港 香港 UO 香港エクスプレス航空 27
成田空港 アジア 台湾 台中 AE マンダリン航空 7
成田空港 アジア 台湾 台北 BR エバー航空 14
成田空港 アジア 台湾 台北 CI 中華航空 28
成田空港 アジア 台湾 台北 GK ジェットスタージャパン 7
成田空港 アジア 台湾 台北 IT タイガーエア台湾 3.5
成田空港 アジア 台湾 台北 IT タイガーエア台湾 10.5



成田空港 アジア 台湾 台北 JL 日本航空 14
成田空港 アジア 台湾 台北 JW バニラ･エア 28
成田空港 アジア 台湾 台北 NH 全日本空輸 7
成田空港 アジア 台湾 高雄 BR エバー航空 7
成田空港 アジア 台湾 高雄 CI 中華航空 7
成田空港 アジア 台湾 高雄 IT タイガーエア台湾 3
成田空港 アジア 台湾 高雄 JL 日本航空 7
成田空港 アジア 台湾 高雄 JW バニラ･エア 7
成田空港 アジア 中国 青島 NH 全日本空輸 7
成田空港 アジア 中国 厦門 MF 厦門航空 4
成田空港 アジア 中国 厦門 NH 全日本空輸 7
成田空港 アジア 中国 杭州 NH 全日本空輸 7
成田空港 アジア 中国 広州 NH 全日本空輸 7
成田空港 アジア 中国 上海 CA 中国国際航空 14
成田空港 アジア 中国 上海 GK ジェットスタージャパン 4
成田空港 アジア 中国 上海 JL 日本航空 21
成田空港 アジア 中国 上海 MU 中国東方航空 7
成田空港 アジア 中国 上海 NH 全日本空輸 21
成田空港 アジア 中国 重慶 CA 中国国際航空 7
成田空港 アジア 中国 重慶 IJ 春秋航空日本 4
成田空港 アジア 中国 深川 ZH 深圳航空 7
成田空港 アジア 中国 瀋陽 CZ 中国南方航空 3
成田空港 アジア 中国 瀋陽 NH 全日本空輸 7
成田空港 アジア 中国 西安 HU 海南航空 3
成田空港 アジア 中国 西安 MU 中国東方航空 7
成田空港 アジア 中国 成都 3U 四川航空 4
成田空港 アジア 中国 成都 NH 全日本空輸 4
成田空港 アジア 中国 西寧 CA 中国国際航空 4
成田空港 アジア 中国 大連 CZ 中国南方航空 4
成田空港 アジア 中国 大連 JL 日本航空 7
成田空港 アジア 中国 大連 NH 全日本空輸 7
成田空港 アジア 中国 長沙 CZ 中国南方航空 2
成田空港 アジア 中国 長春 CZ 中国南方航空 2
成田空港 アジア 中国 鄭州 CZ 中国南方航空 3
成田空港 アジア 中国 天津 CA 中国国際航空 4
成田空港 アジア 中国 天津 IJ 春秋航空日本 7
成田空港 アジア 中国 南京 MU 中国東方航空 3
成田空港 アジア 中国 ハルビン CZ 中国南方航空 2
成田空港 アジア 中国 ハルビン IJ 春秋航空日本 4
成田空港 アジア 中国 武漢 CZ 中国南方航空 2
成田空港 アジア 中国 武漢 IJ 春秋航空日本 3
成田空港 アジア 中国 武漢 NH 全日本空輸 7
成田空港 アジア 中国 北京 CA 中国国際航空 7
成田空港 アジア 中国 北京 JL 日本航空 7
成田空港 アジア 中国 北京 MU 中国東方航空 7
成田空港 アジア 中国 北京 NH 全日本空輸 7
成田空港 アフリカ エジプト カイロ MS エジプト航空 1
成田空港 アフリカ エチオピア アディスアベバ ET エチオピア航空 4
成田空港 オセアニア オーストラリア ケアンズ JQ ジェットスター航空 5
成田空港 オセアニア オーストラリア ゴールドコースト JQ ジェットスター航空 4
成田空港 オセアニア オーストラリア シドニー JL 日本航空 7
成田空港 オセアニア オーストラリア ブリスベン QF カンタス航空 7
成田空港 オセアニア オーストラリア メルボルン JL 日本航空 7
成田空港 オセアニア オーストラリア メルボルン QF カンタス航空 7
成田空港 オセアニア ニュージーランド オークランド NZ ニュージーランド航空 10
成田空港 オセアニア パプアニューギニア ポートモレスビー PX ニューギニア航空 1
成田空港 オセアニア フィジー ﾅﾝﾃﾞｨ FJ フィジー･エアウェイズ 3
成田空港 ヨーロッパ イギリス ロンドン BA ブリティッシュ･エアウェイズ 7
成田空港 ヨーロッパ イタリア ミラノ AZ アリタリア 6
成田空港 ヨーロッパ イタリア ローマ AZ アリタリア 7
成田空港 ヨーロッパ ウズベキスタン タシケント HY ウズベキスタン航空 0.5
成田空港 ヨーロッパ オランダ アムステルダム KL KLMオランダ航空 7
成田空港 ヨーロッパ スイス チューリッヒ LX スイス インターナショナル エアラインズ7
成田空港 ヨーロッパ スペイン マドリード IB イベリア航空 5



成田空港 ヨーロッパ デンマーク コペンハーゲン SK スカンジナビア航空 6
成田空港 ヨーロッパ ドイツ デュッセルドルフ NH 全日本空輸 7
成田空港 ヨーロッパ ドイツ フランクフルト JL 日本航空 7
成田空港 ヨーロッパ フィンランド ヘルシンキ AY フィンエアー 10
成田空港 ヨーロッパ フィンランド ヘルシンキ JL 日本航空 7
成田空港 ヨーロッパ フランス ヌーメア SB エア･カレドニア･インターナショナル6
成田空港 ヨーロッパ フランス パペーテ TN エア タヒチ ヌイ 2
成田空港 ヨーロッパ フランス パリ AF エールフランス 7
成田空港 ヨーロッパ ベルギー ブリュッセル NH 全日本空輸 7
成田空港 ヨーロッパ ポーランド ワルシャワ LO LOTポーランド航空 5
成田空港 ヨーロッパ ロシア ウラジオストック S7 S7航空 5
成田空港 ヨーロッパ ロシア ウラジオストック HZ オーロラ航空 4
成田空港 ヨーロッパ ロシア ハバロフスク S7 S7航空 3
成田空港 ヨーロッパ ロシア モスクワ JL 日本航空 4
成田空港 ヨーロッパ ロシア モスクワ SU アエロフロート･ロシア航空 7
成田空港 ヨーロッパ ロシア ユジノサハリンスク R3 ヤクーツク航空 2
成田空港 中東 アラブ首長国連邦 アブダビ EY エティハド航空 7
成田空港 中東 アラブ首長国連邦 ドバイ EK エミレーツ航空 7
成田空港 中東 カタール ドーハ QR カタール航空 7
成田空港 中東 トルコ イスタンブール TK ターキッシュ エアラインズ 7
成田空港 中南米 メキシコ メキシコシティー AM アエロメヒコ航空 7
成田空港 中南米 メキシコ メキシコシティー NH 全日本空輸 7
成田空港 北米 アメリカ アトランタ DL デルタ航空 7
成田空港 北米 アメリカ カイルア・コナ JL 日本航空 7
成田空港 北米 アメリカ グアム JL 日本航空 14
成田空港 北米 アメリカ グアム UA ユナイテッド航空 21
成田空港 北米 アメリカ サンディエゴ JL 日本航空 7
成田空港 北米 アメリカ サンノゼ NH 全日本空輸 7
成田空港 北米 アメリカ サンフランシスコ NH 全日本空輸 7
成田空港 北米 アメリカ サンフランシスコ UA ユナイテッド航空 7
成田空港 北米 アメリカ シアトル DL デルタ航空 7
成田空港 北米 アメリカ シアトル NH 全日本空輸 7
成田空港 北米 アメリカ シカゴ AA アメリカン航空 7
成田空港 北米 アメリカ シカゴ JL 日本航空 7
成田空港 北米 アメリカ シカゴ NH 全日本空輸 7
成田空港 北米 アメリカ シカゴ UA ユナイテッド航空 7
成田空港 北米 アメリカ ダラス AA アメリカン航空 14
成田空港 北米 アメリカ ダラス JL 日本航空 7
成田空港 北米 アメリカ デトロイト DL デルタ航空 7
成田空港 北米 アメリカ デンバー UA ユナイテッド航空 7
成田空港 北米 アメリカ ニューアーク UA ユナイテッド航空 7
成田空港 北米 アメリカ ニューヨーク JL 日本航空 7
成田空港 北米 アメリカ ニューヨーク NH 全日本空輸 7
成田空港 北米 アメリカ ヒューストン NH 全日本空輸 7
成田空港 北米 アメリカ ヒューストン UA ユナイテッド航空 7
成田空港 北米 アメリカ ポートランド DL デルタ航空 5
成田空港 北米 アメリカ ボストン JL 日本航空 7
成田空港 北米 アメリカ ホノルル DL デルタ航空 7
成田空港 北米 アメリカ ホノルル HA ハワイアン航空 7
成田空港 北米 アメリカ ホノルル JL 日本航空 28
成田空港 北米 アメリカ ホノルル KE 大韓航空 7
成田空港 北米 アメリカ ホノルル NH 全日本空輸 7
成田空港 北米 アメリカ ホノルル NQ エアージャパン 7
成田空港 北米 アメリカ ホノルル UA ユナイテッド航空 7
成田空港 北米 アメリカ ロサンゼルス AA アメリカン航空 7
成田空港 北米 アメリカ ロサンゼルス JL 日本航空 7
成田空港 北米 アメリカ ロサンゼルス NH 全日本空輸 7
成田空港 北米 アメリカ ロサンゼルス SQ シンガポール航空 7
成田空港 北米 アメリカ ロサンゼルス UA ユナイテッド航空 7
成田空港 北米 アメリカ ワシントン NH 全日本空輸 7
成田空港 北米 アメリカ ワシントン UA ユナイテッド航空 7
成田空港 北米 カナダ バンクーバー AC エア･カナダ 7
成田空港 北米 カナダ バンクーバー JL 日本航空 7
成田空港 北米 カナダ モントリオール AC エア･カナダ 3



羽田空港 アジア インドネシア ジャカルタ GA ガルーダ･インドネシア航空 7
羽田空港 アジア インドネシア ジャカルタ NH 全日本空輸 14
羽田空港 アジア シンガポール シンガポール JL 日本航空 14
羽田空港 アジア シンガポール シンガポール NH 全日本空輸 14
羽田空港 アジア シンガポール シンガポール SQ シンガポール航空 21
羽田空港 アジア タイ バンコク JL 日本航空 14
羽田空港 アジア タイ バンコク NH 全日本空輸 21
羽田空港 アジア タイ バンコク TG タイ国際航空 14
羽田空港 アジア フィリピン マニラ NH 全日本空輸 7
羽田空港 アジア フィリピン マニラ PR フィリピン航空 14
羽田空港 アジア ベトナム ハノイ NH 全日本空輸 7
羽田空港 アジア ベトナム ハノイ VN ベトナム航空 7
羽田空港 アジア ベトナム ホーチミン JL 日本航空 7
羽田空港 アジア マレーシア クアラルンプール D7 エアアジアX 7
羽田空港 アジア マレーシア クアラルンプール NH 全日本空輸 6.5
羽田空港 アジア 韓国 ソウル JL 日本航空 21
羽田空港 アジア 韓国 ソウル KE 大韓航空 28
羽田空港 アジア 韓国 ソウル MM ピーチアビエーション 7
羽田空港 アジア 韓国 ソウル NH 全日本空輸 21
羽田空港 アジア 韓国 ソウル OZ アシアナ航空 28
羽田空港 アジア 香港 香港 CX キャセイパシフィック航空 14
羽田空港 アジア 香港 香港 JL 日本航空 7
羽田空港 アジア 香港 香港 KA キャセイドラゴン航空 7
羽田空港 アジア 香港 香港 NH 全日本空輸 14
羽田空港 アジア 香港 香港 UO 香港エクスプレス航空 14.5
羽田空港 アジア 台湾 台北 BR エバー航空 14
羽田空港 アジア 台湾 台北 CI 中華航空 14
羽田空港 アジア 台湾 台北 IT タイガーエア台湾 7
羽田空港 アジア 台湾 台北 JL 日本航空 14
羽田空港 アジア 台湾 台北 MM ピーチアビエーション 7
羽田空港 アジア 台湾 台北 NH 全日本空輸 14
羽田空港 アジア 中国 広州 CZ 中国南方航空 14
羽田空港 アジア 中国 広州 JL 日本航空 7
羽田空港 アジア 中国 広州 NH 全日本空輸 7
羽田空港 アジア 中国 上海 9C 春秋航空 4
羽田空港 アジア 中国 上海 FM 上海航空 7
羽田空港 アジア 中国 上海 HO 上海吉祥航空 3
羽田空港 アジア 中国 上海 JL 日本航空 14
羽田空港 アジア 中国 上海 MM ピーチアビエーション 7
羽田空港 アジア 中国 上海 MU 中国東方航空 21
羽田空港 アジア 中国 上海 NH 全日本空輸 21
羽田空港 アジア 中国 天津 BK 奥凱航空 3
羽田空港 アジア 中国 天津 GS 天津航空 4
羽田空港 アジア 中国 北京 CA 中国国際航空 27.5
羽田空港 アジア 中国 北京 JL 日本航空 14
羽田空港 アジア 中国 北京 NH 全日本空輸 14
羽田空港 オセアニア オーストラリア シドニー NH 全日本空輸 7
羽田空港 オセアニア オーストラリア シドニー QF カンタス航空 7
羽田空港 欧州 イギリス ロンドン BA ブリティッシュ･エアウェイズ 7
羽田空港 欧州 イギリス ロンドン JL 日本航空 14
羽田空港 欧州 イギリス ロンドン NH 全日本空輸 7
羽田空港 欧州 ドイツ フランクフルト LH ルフトハンザドイツ航空 7
羽田空港 欧州 ドイツ フランクフルト NH 全日本空輸 14
羽田空港 欧州 ドイツ ミュンヘン LH ルフトハンザドイツ航空 7
羽田空港 欧州 ドイツ ミュンヘン NH 全日本空輸 7
羽田空港 欧州 フランス パリ AF エールフランス 13
羽田空港 欧州 フランス パリ JL 日本航空 7
羽田空港 欧州 フランス パリ NH 全日本空輸 7
羽田空港 中東 アラブ首長国連邦 ドバイ EK エミレーツ航空 7
羽田空港 中東 カタール ドーハ QR カタール航空 7.5
羽田空港 北米 アメリカ カイルア・コナ HA ハワイアン航空 3
羽田空港 北米 アメリカ サンフランシスコ JL 日本航空 7
羽田空港 北米 アメリカ サンフランシスコ UA ユナイテッド航空 7
羽田空港 北米 アメリカ シカゴ NH 全日本空輸 7



羽田空港 北米 アメリカ ニューヨーク JL 日本航空 7
羽田空港 北米 アメリカ ニューヨーク NH 全日本空輸 7
羽田空港 北米 アメリカ ホノルル HA ハワイアン航空 11
羽田空港 北米 アメリカ ホノルル NH 全日本空輸 7
羽田空港 北米 アメリカ ミネアポリス DL デルタ航空 7
羽田空港 北米 アメリカ ロサンゼルス AA アメリカン航空 7
羽田空港 北米 アメリカ ロサンゼルス DL デルタ航空 7
羽田空港 北米 アメリカ ロサンゼルス NH 全日本空輸 7
羽田空港 北米 カナダ トロント AC エア･カナダ 7
羽田空港 北米 カナダ バンクーバー NH 全日本空輸 7
静岡空港 アジア 韓国 ソウル RS エアソウル 3
静岡空港 アジア 台湾 台北 CI 中華航空 2
静岡空港 アジア 中国 杭州 JD 北京首都航空 2
静岡空港 アジア 中国 杭州 MU 中国東方航空 2
静岡空港 アジア 中国 上海 MU 中国東方航空 7
静岡空港 アジア 中国 寧波 MU 中国東方航空 2
中部空港 アジア シンガポール シンガポール SQ シンガポール航空 7
中部空港 アジア タイ バンコク JL 日本航空 7
中部空港 アジア タイ バンコク TG タイ国際航空 14
中部空港 アジア タイ バンコク XJ タイエアアジアＸ 7
中部空港 アジア フィリピン セブ PR フィリピン航空 4
中部空港 アジア フィリピン マニラ 5J セブパシフィック航空 7
中部空港 アジア フィリピン マニラ GK ジェットスタージャパン 1
中部空港 アジア フィリピン マニラ PR フィリピン航空 7
中部空港 アジア ベトナム ハノイ VN ベトナム航空 7
中部空港 アジア ベトナム ホーチミン VN ベトナム航空 7
中部空港 アジア 韓国 ソウル 7C 済州航空 18
中部空港 アジア 韓国 ソウル KE 大韓航空 14
中部空港 アジア 韓国 ソウル OZ アシアナ航空 14
中部空港 アジア 韓国 釜山 BX エアプサン 7
中部空港 アジア 韓国 釜山 KE 大韓航空 7
中部空港 アジア 香港 香港 CX キャセイパシフィック航空 21
中部空港 アジア 香港 香港 NH 全日本空輸 7
中部空港 アジア 香港 香港 UO 香港エクスプレス航空 7
中部空港 アジア 台湾 台北 7G スターフライヤー 7
中部空港 アジア 台湾 台北 CI 中華航空 12
中部空港 アジア 台湾 台北 IT タイガーエア台湾 5
中部空港 アジア 台湾 台北 JL 日本航空 7
中部空港 アジア 台湾 高雄 IT タイガーエア台湾 2
中部空港 アジア 中国 厦門 HO 上海吉祥航空 7
中部空港 アジア 中国 広州 CZ 中国南方航空 9
中部空港 アジア 中国 上海 9C 春秋航空 7
中部空港 アジア 中国 上海 CA 中国国際航空 7
中部空港 アジア 中国 上海 JL 日本航空 7
中部空港 アジア 中国 上海 MU 中国東方航空 14
中部空港 アジア 中国 瀋陽 CZ 中国南方航空 2
中部空港 アジア 中国 西安 MU 中国東方航空 7
中部空港 アジア 中国 成都 MU 中国東方航空 7
中部空港 アジア 中国 太原 MU 中国東方航空 3
中部空港 アジア 中国 大連 CZ 中国南方航空 4
中部空港 アジア 中国 天津 JL 日本航空 7
中部空港 アジア 中国 寧波 9C 春秋航空 3
中部空港 アジア 中国 北京 CA 中国国際航空 7
中部空港 アジア 中国 北京 MU 中国東方航空 7
中部空港 アジア 中国 蘭州 MU 中国東方航空 7
中部空港 ヨーロッパ ドイツ フランクフルト LH ルフトハンザドイツ航空 5
中部空港 ヨーロッパ フィンランド ヘルシンキ AY フィンエアー 6
中部空港 中東 アラブ首長国連邦 アブダビ EY エティハド航空 5
中部空港 北米 アメリカ グアム UA ユナイテッド航空 7
中部空港 北米 アメリカ デトロイト DL デルタ航空 4
中部空港 北米 アメリカ ホノルル DL デルタ航空 5
中部空港 北米 アメリカ ホノルル JL 日本航空 7
関西空港 アジア インド ムンバイ AI エア･インディア 3
関西空港 アジア インドネシア ジャカルタ GA ガルーダ･インドネシア航空 2



関西空港 アジア インドネシア デンパサール GA ガルーダ･インドネシア航空 7
関西空港 アジア シンガポール シンガポール 3K ジェットスターアジア航空 19
関西空港 アジア シンガポール シンガポール SQ シンガポール航空 14
関西空港 アジア シンガポール シンガポール TR スクート・タイガーエア 11
関西空港 アジア タイ バンコク JL 日本航空 7
関西空港 アジア タイ バンコク TG タイ国際航空 14
関西空港 アジア タイ バンコク XJ タイエアアジアＸ 7
関西空港 アジア タイ バンコク XW ノックスクート 4
関西空港 アジア フィリピン セブ PR フィリピン航空 7
関西空港 アジア フィリピン マニラ 5J セブパシフィック航空 7
関西空港 アジア フィリピン マニラ GK ジェットスタージャパン 2
関西空港 アジア フィリピン マニラ PR フィリピン航空 14
関西空港 アジア ベトナム ダナン BL ジェットスター･パシフィック航空 4
関西空港 アジア ベトナム ダナン VN ベトナム航空 7
関西空港 アジア ベトナム ハノイ BL ジェットスター･パシフィック航空 4
関西空港 アジア ベトナム ハノイ VN ベトナム航空 7
関西空港 アジア ベトナム ホーチミン VN ベトナム航空 7
関西空港 アジア マカオ マカオ NX マカオ航空 7
関西空港 アジア マレーシア クアラルンプール D7 エアアジアX 7
関西空港 アジア マレーシア クアラルンプール MH マレーシア航空 7
関西空港 アジア 韓国 済州 KE 大韓航空 4
関西空港 アジア 韓国 清州 7C 済州航空 7
関西空港 アジア 韓国 清州 ZE イースター航空 5
関西空港 アジア 韓国 ソウル 7C 済州航空 48
関西空港 アジア 韓国 ソウル KE 大韓航空 42
関西空港 アジア 韓国 ソウル LJ ジンエアー 28
関西空港 アジア 韓国 ソウル MM ピーチアビエーション 28
関西空港 アジア 韓国 ソウル OZ アシアナ航空 42
関西空港 アジア 韓国 ソウル RS エアソウル 14
関西空港 アジア 韓国 ソウル TW ティーウェイ航空 26
関西空港 アジア 韓国 ソウル ZE イースター航空 14
関西空港 アジア 韓国 済州 TW ティーウェイ航空 7
関西空港 アジア 韓国 大邱 BX エアプサン 14
関西空港 アジア 韓国 大邱 TW ティーウェイ航空 14
関西空港 アジア 韓国 釜山 7C 済州航空 14
関西空港 アジア 韓国 釜山 BX エアプサン 21
関西空港 アジア 韓国 釜山 KE 大韓航空 14
関西空港 アジア 韓国 釜山 LJ ジンエアー 14
関西空港 アジア 韓国 釜山 MM ピーチアビエーション 7
関西空港 アジア 韓国 釜山 TW ティーウェイ航空 7
関西空港 アジア 韓国 釜山 ZE イースター航空 7
関西空港 アジア 韓国 務安 7C 済州航空 5
関西空港 アジア 香港 香港 CX キャセイパシフィック航空 45
関西空港 アジア 香港 香港 HX 香港航空 21
関西空港 アジア 香港 香港 MM ピーチアビエーション 12
関西空港 アジア 香港 香港 UO 香港エクスプレス航空 38
関西空港 アジア 台湾 台南 CI 中華航空 2
関西空港 アジア 台湾 台北 BR エバー航空 26
関西空港 アジア 台湾 台北 CI 中華航空 28
関西空港 アジア 台湾 台北 IT タイガーエア台湾 14
関西空港 アジア 台湾 台北 JL 日本航空 14
関西空港 アジア 台湾 台北 JW バニラ･エア 7
関西空港 アジア 台湾 台北 MM ピーチアビエーション 14
関西空港 アジア 台湾 高雄 BR エバー航空 7
関西空港 アジア 台湾 高雄 CI 中華航空 11
関西空港 アジア 台湾 高雄 IT タイガーエア台湾 3
関西空港 アジア 台湾 高雄 MM ピーチアビエーション 7
関西空港 アジア 中国 青島 NH 全日本空輸 7
関西空港 アジア 中国 厦門 MF 厦門航空 4
関西空港 アジア 中国 ウルムチ SC 山東航空 7
関西空港 アジア 中国 延吉 MU 中国東方航空 2
関西空港 アジア 中国 貴陽 CZ 中国南方航空 2
関西空港 アジア 中国 銀川 HO 上海吉祥航空 7
関西空港 アジア 中国 杭州 JD 北京首都航空 2



関西空港 アジア 中国 杭州 MU 中国東方航空 2
関西空港 アジア 中国 杭州 NH 全日本空輸 7
関西空港 アジア 中国 広州 CZ 中国南方航空 7
関西空港 アジア 中国 杭州 MF 厦門航空 5
関西空港 アジア 中国 昆明 MU 中国東方航空 7
関西空港 アジア 中国 昆明 SC 山東航空 7
関西空港 アジア 中国 済南 SC 山東航空 7
関西空港 アジア 中国 三亜 CZ 中国南方航空 7
関西空港 アジア 中国 西安 9C 春秋航空 0.5
関西空港 アジア 中国 上海 9C 春秋航空 14
関西空港 アジア 中国 上海 CA 中国国際航空 21
関西空港 アジア 中国 上海 CZ 中国南方航空 7
関西空港 アジア 中国 上海 HO 上海吉祥航空 14
関西空港 アジア 中国 上海 JL 日本航空 14
関西空港 アジア 中国 上海 MM ピーチアビエーション 7
関西空港 アジア 中国 上海 MU 中国東方航空 21
関西空港 アジア 中国 上海 NH 全日本空輸 14
関西空港 アジア 中国 重慶 9C 春秋航空 3
関西空港 アジア 中国 深川 CZ 中国南方航空 5
関西空港 アジア 中国 深川 ZH 深圳航空 7
関西空港 アジア 中国 瀋陽 CZ 中国南方航空 5
関西空港 アジア 中国 西安 9C 春秋航空 0.5
関西空港 アジア 中国 西安 MU 中国東方航空 7
関西空港 アジア 中国 成都 3U 四川航空 3
関西空港 アジア 中国 成都 CA 中国国際航空 3
関西空港 アジア 中国 太原 MU 中国東方航空 4
関西空港 アジア 中国 大連 CZ 中国南方航空 6
関西空港 アジア 中国 大連 MU 中国東方航空 7
関西空港 アジア 中国 大連 NH 全日本空輸 7
関西空港 アジア 中国 長沙 CZ 中国南方航空 2
関西空港 アジア 中国 鄭州 CZ 中国南方航空 2
関西空港 アジア 中国 鄭州 FM 上海航空 7
関西空港 アジア 中国 天津 9C 春秋航空 4
関西空港 アジア 中国 天津 BK 奥凱航空 2
関西空港 アジア 中国 天津 CA 中国国際航空 7
関西空港 アジア 中国 天津 GS 天津航空 14
関西空港 アジア 中国 南京 HO 上海吉祥航空 14
関西空港 アジア 中国 南京 MU 中国東方航空 5
関西空港 アジア 中国 南通 ZH 深圳航空 4
関西空港 アジア 中国 寧波 MU 中国東方航空 2
関西空港 アジア 中国 ハルビン CZ 中国南方航空 3
関西空港 アジア 中国 武漢 9C 春秋航空 2
関西空港 アジア 中国 武漢 CZ 中国南方航空 2
関西空港 アジア 中国 福州 MF 厦門航空 7
関西空港 アジア 中国 北京 CA 中国国際航空 14
関西空港 アジア 中国 北京 MU 中国東方航空 10
関西空港 アジア 中国 北京 NH 全日本空輸 7
関西空港 アジア 中国 北京 ZH 深圳航空 7
関西空港 アジア 中国 揚州 9C 春秋航空 2
関西空港 アジア 中国 洛陽 9C 春秋航空 1
関西空港 アジア 中国 無錫 ZH 深圳航空 7
関西空港 オセアニア オーストラリア ケアンズ JQ ジェットスター航空 4
関西空港 オセアニア オーストラリア シドニー QF カンタス航空 3
関西空港 オセアニア ニュージーランド オークランド NZ ニュージーランド航空 3
関西空港 ヨーロッパ オランダ アムステルダム KL KLMオランダ航空 7
関西空港 ヨーロッパ ドイツ フランクフルト LH ルフトハンザドイツ航空 7
関西空港 ヨーロッパ フィンランド ヘルシンキ AY フィンエアー 7
関西空港 ヨーロッパ フランス ヌーメア SB エア･カレドニア･インターナショナル2
関西空港 ヨーロッパ フランス パリ AF エールフランス 5
関西空港 中東 アラブ首長国連邦 ドバイ EK エミレーツ航空 7
関西空港 北米 アメリカ グアム 7C 済州航空 6
関西空港 北米 アメリカ グアム TW ティーウェイ航空 7
関西空港 北米 アメリカ グアム UA ユナイテッド航空 8
関西空港 北米 アメリカ サンフランシスコ UA ユナイテッド航空 5



関西空港 北米 アメリカ ホノルル D7 エアアジアX 7
関西空港 北米 アメリカ ホノルル DL デルタ航空 7
関西空港 北米 アメリカ ホノルル HA ハワイアン航空 7
関西空港 北米 アメリカ ホノルル JL 日本航空 14
関西空港 北米 アメリカ ホノルル TR スクート・タイガーエア 4
関西空港 北米 アメリカ ロサンゼルス JL 日本航空 7
岡山空港 アジア 韓国 ソウル KE 大韓航空 7
岡山空港 アジア 香港 香港 HX 香港航空 2
岡山空港 アジア 台湾 台北 IT タイガーエア台湾 7
岡山空港 アジア 中国 上海 MU 中国東方航空 7
広島空港 アジア シンガポール シンガポール MI シルクエアー 3
広島空港 アジア 韓国 ソウル RS エアソウル 3
広島空港 アジア 香港 香港 UO 香港エクスプレス航空 3
広島空港 アジア 台湾 台北 CI 中華航空 7
広島空港 アジア 中国 上海 MU 中国東方航空 7
広島空港 アジア 中国 北京 CA 中国国際航空 4
米子空港 アジア 韓国 ソウル RS エアソウル 6
米子空港 アジア 香港 香港 HX 香港航空 2
山口宇部空港 アジア 韓国 ソウル RS エアソウル 3
高松空港 アジア 韓国 ソウル RS エアソウル 7
高松空港 アジア 香港 香港 UO 香港エクスプレス航空 4
高松空港 アジア 台湾 台北 CI 中華航空 6
高松空港 アジア 中国 上海 9C 春秋航空 5
松山空港 アジア 韓国 ソウル 7C 済州航空 5
松山空港 アジア 中国 上海 MU 中国東方航空 2
北九州空港 アジア 韓国 ソウル LJ ジンエアー 7
北九州空港 アジア 韓国 釜山 LJ ジンエアー 7
北九州空港 アジア 韓国 務安 KW コリアエクスプレスエア 3
北九州空港 アジア 韓国 務安 TW ティーウェイ航空 2
北九州空港 アジア 韓国 襄陽 KW コリアエクスプレスエア 3
北九州空港 アジア 台湾 台北 7G スターフライヤー 7
福岡空港 アジア シンガポール シンガポール SQ シンガポール航空 7
福岡空港 アジア タイ バンコク TG タイ国際航空 7
福岡空港 アジア フィリピン マニラ 5J セブパシフィック航空 3
福岡空港 アジア フィリピン マニラ PR フィリピン航空 7
福岡空港 アジア ベトナム ハノイ VN ベトナム航空 7
福岡空港 アジア ベトナム ホーチミン VN ベトナム航空 3
福岡空港 アジア マカオ マカオ NX マカオ航空 3
福岡空港 アジア 韓国 ソウル 7C 済州航空 29
福岡空港 アジア 韓国 ソウル KE 大韓航空 28
福岡空港 アジア 韓国 ソウル LJ ジンエアー 21
福岡空港 アジア 韓国 ソウル OZ アシアナ航空 21
福岡空港 アジア 韓国 ソウル RS エアソウル 7
福岡空港 アジア 韓国 ソウル TW ティーウェイ航空 14
福岡空港 アジア 韓国 ソウル ZE イースター航空 14
福岡空港 アジア 韓国 大邱 BX エアプサン 7
福岡空港 アジア 韓国 大邱 TW ティーウェイ航空 7
福岡空港 アジア 韓国 釜山 7C 済州航空 14
福岡空港 アジア 韓国 釜山 BX エアプサン 28
福岡空港 アジア 韓国 釜山 KE 大韓航空 14
福岡空港 アジア 香港 香港 KA キャセイドラゴン航空 11
福岡空港 アジア 香港 香港 UO 香港エクスプレス航空 19
福岡空港 アジア 台湾 台北 BR エバー航空 8
福岡空港 アジア 台湾 台北 CI 中華航空 16
福岡空港 アジア 台湾 台北 IT タイガーエア台湾 7
福岡空港 アジア 台湾 台北 JW バニラ･エア 7
福岡空港 アジア 台湾 高雄 BR エバー航空 5
福岡空港 アジア 台湾 高雄 IT タイガーエア台湾 2
福岡空港 アジア 中国 煙台 KN 中国聯合航空 2
福岡空港 アジア 中国 上海 CA 中国国際航空 7
福岡空港 アジア 中国 上海 MU 中国東方航空 14
福岡空港 アジア 中国 武漢 MU 中国東方航空 7
福岡空港 アジア 中国 北京 CA 中国国際航空 7
福岡空港 アジア 中国 北京 MU 中国東方航空 7



福岡空港 北米 アメリカ グアム UA ユナイテッド航空 7
福岡空港 北米 アメリカ ホノルル DL デルタ航空 5
大分空港 アジア 韓国 ソウル TW ティーウェイ航空 7
佐賀空港 アジア 韓国 ソウル TW ティーウェイ航空 7
佐賀空港 アジア 台湾 台北 IT タイガーエア台湾 2
佐賀空港 アジア 中国 上海 9C 春秋航空 3
長崎空港 アジア 韓国 ソウル RS エアソウル 3
長崎空港 アジア 中国 上海 MU 中国東方航空 2
熊本空港 アジア 韓国 ソウル RS エアソウル 3
熊本空港 アジア 韓国 ソウル TW ティーウェイ航空 7
熊本空港 アジア 香港 香港 UO 香港エクスプレス航空 2
熊本空港 アジア 台湾 高雄 CI 中華航空 3
宮崎空港 アジア 韓国 ソウル OZ アシアナ航空 3
宮崎空港 アジア 韓国 ソウル ZE イースター航空 4
宮崎空港 アジア 台湾 台北 CI 中華航空 3
鹿児島空港 アジア 韓国 ソウル 7C 済州航空 3
鹿児島空港 アジア 韓国 ソウル KE 大韓航空 3
鹿児島空港 アジア 韓国 ソウル ZE イースター航空 7
鹿児島空港 アジア 韓国 大邱 7C 済州航空 3
鹿児島空港 アジア 香港 香港 HX 香港航空 7
鹿児島空港 アジア 香港 香港 UO 香港エクスプレス航空 5
鹿児島空港 アジア 台湾 台北 CI 中華航空 5
鹿児島空港 アジア 中国 上海 MU 中国東方航空 2
那覇空港 アジア シンガポール シンガポール 3K ジェットスターアジア航空 3
那覇空港 アジア タイ バンコク MM ピーチアビエーション 7
那覇空港 アジア 韓国 ソウル 7C 済州航空 7
那覇空港 アジア 韓国 ソウル KE 大韓航空 7
那覇空港 アジア 韓国 ソウル LJ ジンエアー 7
那覇空港 アジア 韓国 ソウル MM ピーチアビエーション 7
那覇空港 アジア 韓国 ソウル OZ アシアナ航空 7
那覇空港 アジア 韓国 ソウル RS エアソウル 7
那覇空港 アジア 韓国 ソウル TW ティーウェイ航空 7
那覇空港 アジア 韓国 ソウル ZE イースター航空 14
那覇空港 アジア 韓国 大邱 TW ティーウェイ航空 4
那覇空港 アジア 韓国 釜山 7C 済州航空 3
那覇空港 アジア 韓国 釜山 LJ ジンエアー 6
那覇空港 アジア 韓国 釜山 OZ アシアナ航空 3
那覇空港 アジア 香港 香港 HX 香港航空 18
那覇空港 アジア 香港 香港 KA キャセイドラゴン航空 4
那覇空港 アジア 台湾 台中 AE マンダリン航空 5
那覇空港 アジア 台湾 台北 BR エバー航空 7
那覇空港 アジア 台湾 台北 CI 中華航空 14
那覇空港 アジア 台湾 台北 IT タイガーエア台湾 14
那覇空港 アジア 台湾 台北 JW バニラ･エア 14
那覇空港 アジア 台湾 台北 MM ピーチアビエーション 14
那覇空港 アジア 台湾 高雄 CI 中華航空 4
那覇空港 アジア 台湾 高雄 IT タイガーエア台湾 7
那覇空港 アジア 台湾 高雄 MM ピーチアビエーション 7
那覇空港 アジア 中国 杭州 JD 北京首都航空 2
那覇空港 アジア 中国 杭州 MU 中国東方航空 2
那覇空港 アジア 中国 上海 HO 上海吉祥航空 7
那覇空港 アジア 中国 上海 MU 中国東方航空 14
那覇空港 アジア 中国 天津 CA 中国国際航空 2
那覇空港 アジア 中国 南京 HO 上海吉祥航空 2
那覇空港 アジア 中国 北京 CA 中国国際航空 4
新石垣空港 アジア 香港 香港 UO 香港エクスプレス航空 2


