
国土交通省によりますと、羽田空港の現「国際線ターミ
ナル」が2020年3月14日から「第3ターミナル」へと名称
を変更します。現在は国際線ターミナルのみ
で国際線に対応していますが、来夏の増枠時
には第2ターミナルの一部も国際線で
利用することになるため、利用者の
混乱を避けることを目的に名称
変更することを決めたとのこと
です。京浜急行電鉄と東京モノ
レールの駅名も変更となります。

http://www.mo-tourist.co.jp/
本内容は発行日以前のものであり、予告なしに変更される場合があります。
最新の内容、詳細については弊社担当者、または各窓口までお問合せください。
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羽田空港 国際線Tは「第3ターミナル」に

中国国際航空は、東京/成田〜上海/浦東線を2020年1月
10日から増便します。

現在は、朝・午後・夜の1日3往復を運航
しており、もう1往復、東京/成田発は午
後10時50分で、深夜帯に出発する便が加
わります。機材はエアバスA321型機を使用します。

中国国際航空、東京/成田〜上海/浦東線を増便

TRAVEL INFORMATION

バンコクに、Carlton Hotel Bangkok
Sukhumvitが2020年3月頃にオープンする
予定です。スクンビット通りに面し、BTS

アソック駅から400m、MRTスクンビット駅か
ら360mの立地です。デラックスルーム（37平米）

からエグゼクティブスイート（64平米）までの全
338室にはバスタブやウォシュレットも完備。

また、会議・宴会施設としては、小会議室から1200㎡の
イベントスペースまであり、結婚式・ソーシャルイベン
ト・宴会等、最大600名の
収容が可能です。

カールトンホテル バンコクにオープン

JAL DEAN＆DELUCAコラボ機内食

日本航空（JL）は一部を除く欧米豪
方面への国際線で新機内食「AIR 
DEAN＆DELUCA」の提供を始めました。
DEAN＆DELUCAを日本で展開するウェ
ルカムとの初のコラボレーションと
して企画したもので、12月1日から2
月29日にかけてプレミアムエコノ
ミークラスとエコノミークラスで提
供しています。

便名 出発時刻 到着時刻

CA176 東京/成田発22:50 上海/浦東着01:20＋1

CA175 上海/浦東発18:00 東京/成田着21:50

中国国際航空は冬スケジュール期間中に、
東京/成田〜重慶線の直行便化や、東京/
成田〜北京・成都線の増便などを行い、
路線を拡大します。1月10日からは、東
京/成田〜杭州線の運航も開始します。

KLMオランダ航空（KL）は2019年12月5日からLINE公式ア
カウントを通じた日本語での「LINEチャット」を開始し
ました。24時間、365日有人対応で、こうした取り組み
は業界で初めてとのこと。

KLM 日本語でLINEチャット

同社のLINE公式アカウント内のメニュー
「チャットサポート」をクリックしてス
タートし、航空券の予約、Eチケットの発
券、予約変更、座席指定など有料オプショ
ンの手続き、Eチケットの送付、チェック
イン、搭乗券の送付に対応します。LINE公
式アカウントは2018年10月に開設していま
すが、24時間365日チャットサポートは電

通アイソバーのプラットフォームを採用したそうです。

メニューは、ニューヨークで人気という「チキンオー
バーライス」をアレンジしたもので、コールスローとケ
イジャンチキンをターメリックバターライスの上に配し
たそうです。

対象路線は成田発のシカゴ、ダラス・フォートワース、
ボストン、ニューヨーク、ロサンゼルス、シアトル、サ
ンディエゴ、バンクーバー、フランクフルト、ヘルシン
キ、メルボルンと、羽田発のニューヨーク、サンフラン
シスコ、ロンドン（JL043便）、パリ、そして関空発の
ロサンゼルス行きです。いずれも到着前の2食目となり
ます。

首都高速道路は、11号台場線芝浦JCT（ジャンクショ
ン）～有明JCT間で、2020年1月11日午前6時から翌12日
午前6時まで、24時間連続通行止めを実施します。
芝浦JCTの1号羽田線から11号台場線へと、有明JCTの湾
岸線から11号台場線へも通行できず、台場入口・台場出
口・芝浦PA（上り）も利用できません。一部並行する臨
港道路、ゆりかもめには影響はありません。工事による
迂回でその他の区間で渋滞や、羽田空港を発着するバス
の運行に大幅な遅れが生じる恐れがありますので時間に
余裕をもって利用して下さい。

首都高台場線通行止め 1月11-12日

6月（表面）.pptx


エールフランス航空・KLMオランダ航空 最新情報

AF・KLを組み合わせて、効率の良い日程でご渡航いただけます。

2020年上期 日本線スケジュール 日本発2020年3月29日（日）から2020年10月24日（土）まで有効
*1 : 6月までの間、一部の便を運休致します

出発空港 出発 便名 運航日 到着 到着空港

羽田

9:10 AF281 *1 毎日 14:45

パリ14:20 AF279 *1 毎日 19:45

22:55 AF293 毎日 翌 4:35

成田

10:20 KL862 毎日 15:00 アムステルダム

10:35 AF275 毎日 16:10 パリ

13:45 KL864 火金日 18:15 アムステルダム

関空
10:20 AF291 毎日 15:55 パリ

10:25 KL868 毎日 15:05 アムステルダム

日本発 ヨーロッパ行き

出発空港 出発 便名 運航日 到着 到着空港

パリ

10:50 AF282 *1 毎日 翌 5:55 羽田

13:25 AF276 毎日 翌 8:25 成田

13:45 AF292 毎日 翌 8:35 関空

17:40 AF272 *1 毎日 翌 12:45 羽田

23:25 AF274 毎日 翌 18:25 羽田

アムステルダム

14:35 KL861 毎日 翌 8:35 成田

14:40 KL867 毎日 翌 8:55 関空

17:50 KL863 月木土 翌 12:00 成田

ヨーロッパ発 日本行き

充実のグローバルネットワーク

AF281・282便で
アフリカ・南米が更に近く！

AF増便 !! KL機材大型化!!

エリア 便名 行先 運航日 出発 到着

アフリカ

AF0804 コトヌー 月水金土日 16:25 21:45

AF0718 ダカール 毎日 16:40 20:25

AF0860 ロメ 火金日 16:35 21:00

AF7964 モーリシャス 月火水金土日 16:20 翌 5:35

カリブ AF0946 ハバナ 毎日 16:40 20:35

エリア 便名 出発地 運航日 出発 到着

アフリカ

AF0705 アビジャン 火金日 0:55 9:15

AF0703 アビジャン 毎日 22:30 翌 6:55

AF0914 アクラ 月木土 23:55 翌 8:30

AF0748 コナクリ 月水金日 20:30 翌 7:00

AF0805 コトヌー 月水金土日 23:50 翌 7:10

AF0953 ドゥアラ 毎日 23:30 翌 7:15

AF0863 ロメ 火金日 22:50 翌 7:15

AF7965 モーリシャス 月火木金土日 23:05 翌 8:35

AF8003 ナイロビ 毎日 23:50 翌 7:30

AF0748 ヌクアショット 月水金日 23:50 翌 7:00

AF0982 ヤウンデ 木日 20:45 翌 7:00

AF0914 ワガドゥグ 月木土 21:00 翌 8:30

AF0953 マラボ 月火水金土 20:45 翌 7:15

南米

AF0385 カラカス 月火木土日 15:55 翌 7:50

AF0229 ブエノスアイレス 毎日 13:30 翌 7:40

AF0443 リオデジャネイロ 毎日 15:25 翌 7:40

AF0457 サンパウロ 毎日 15:10 翌 7:35

2019年12月現在。最新のスケジュールはご確認下さい。

羽田発パリ行 AF281便から・・・
今まで乗り継げなかった都市へ一足早くアクセス。

パリ発羽田行 AF282便へ・・・
アフリカ・南米から更に良い時間で、お乗り継ぎ。

AF 東京 (羽田／成田) 線を一日最大4便運航。 羽田：朝・午後・深夜発
KL 成田線を B777-300ER／B777-200ER で運航。

羽田＝パリ線は全便 最新キャビンで運航
ビジネスクラス：全席通路にダイレクトアクセス


