
3⽉〜5⽉ 運航便のおしらせ

北⽶路線
往路 復路

便名 時間 3⽉~5⽉ 便名 時間 3⽉~5⽉

シカゴ
10 ⽻⽥発10:40

現地着08:35 ⽕⽊⼟ 9 現地発11:30
⽻⽥着14:55(+1) ⽕⽊⼟

8010 成⽥発10:40
現地着08:35 ⽉⽔⾦⽇ 8009 現地発11:30

成⽥着14:55(+1) ⽉⽔⾦⽇

ダラス
12 ⽻⽥発10:55

現地着08:25 ⽕⽊⼟ 11 現地発11:40
⽻⽥着15:20(+1) ⽕⽊⼟

8012 成⽥発10:55
現地着08:25 ⽉⽔⾦⽇ 8011*1 現地発11:40

成⽥着15:20(+1) ⽉⽔⾦⽇

ボストン 8 成⽥発18:30
現地着18:20 ⽉⽕⽊⼟ 7 現地発13:10

成⽥着16:15(+1) ⽉⽔⽊⼟

ニューヨーク
6 ⽻⽥発11:05

現地着11:00 ⽉⽕⽊⼟ 5 現地発13:25
⽻⽥着16:45(+1) ⽉⽕⽊⼟

8006 成⽥発11:05
現地着11:00 ⽔⾦⽇ 8005 現地発13:25

成⽥着16:45(+1) ⽔⾦⽇

サンフランシスコ
2 ⽻⽥発17:30

現地着11:00 ⽔⾦⽇ 1 現地発15:20
⽻⽥着18:45(+1) ⽉⽊⼟

58 成⽥発18:10
現地着11:35 ⽉⽕⽊⼟ 57 現地発13:25

成⽥着16:45(+1) ⽕⽔⾦⽇

ロサンゼルス

16 ⽻⽥発16:20
現地着10:20 ⽔⾦⽇ 15 現地発13:40

⽻⽥着17:30(+1) ⽉⽊⼟

62 成⽥発17:05
現地着11:00 ⽉⽕⽊⼟ 61 現地発13:00

成⽥着16:45(+1) ⽕⽔⾦⽇

60 関⻄発17:50
現地着10:50 運休 69 現地発14:20

関⻄着18:50(+1) ⼟ 3/19,26,4/2

サンディエゴ 66 成⽥発17:05
現地着10:55 ⽕⽊⼟ 65 現地発12:55

成⽥着16:45(+1) ⽔⾦⽇

シアトル 68 成⽥発18:30
現地着11:30 ⽕⽊⼟ 67 現地発13:30

成⽥着16:00(+1) ⽔⾦⽇

バンクーバー 18 成⽥発18:40
現地着11:55 ⽕⽊⾦ 17 現地発13:45

成⽥着16:30(+1) ⽔⾦⼟

欧州/ロシア
路線

往路 復路

便名 時間 3⽉ 4⽉~5⽉ 便名 時間 3⽉ 4⽉ 5⽉

ロンドン

41 ⽻⽥発02:45
現地着06:25 ⽔⾦⽇ 42 現地発09:55

⽻⽥着06:50(+1) ⽔ ⽔⾦⽇*1

43 ⽻⽥発11:30
現地着15:15 毎⽇ 44 現地発19:00

⽻⽥着15:55(+1) 毎⽇

8042 現地発12:15
中部着09:30(+1) ⾦ 4/2,9

8044 現地発12:15
関⻄着09:30(+1) ⽇ 4/4,11

パリ 45 ⽻⽥発10:55
現地着15:40 ⽕⽔⾦⼟⽇ 46 現地発18:55

⽻⽥着14:45(+1) ⽕⽔⾦⼟⽇

フランクフルト 407 成⽥発11:00
現地着15:15 ⽔⾦⽇ 408 現地発19:40

成⽥着15:00(+1) ⽔⾦⽇

ヘルシンキ 47 ⽻⽥発11:35
現地着15:00 ⽕⽊⽇*2 48 現地発17:40

⽻⽥着10:10(+1) ⽕⾦⽇*3

モスクワ 49 ⽻⽥発08:05
現地着12:35 運休(臨時便運航)*4 ⽊*5 40 現地発16:35

⽻⽥着07:55(+1) 運休 ⾦*6

*1 4/16より⾦⽇運航追加 *2 臨時便を運航 3/19,26,4/2,9,16 モスクワ発14:15(臨時便JL47便は定期便JL48便への同⽇乗り継ぎ時のみ利⽤可)
*3 臨時便を運航 3/19,26,4/2,9,16 ヘルシンキ発17:40 *4 臨時便を運航 3/19,26 ⽻⽥発08:05
*5 4/2,9,16は臨時便として運航、４/22より定期便運航開始 *6４/23より定期便運航開始

ハワイ/グアム
路線

往路 復路

便名 時間 3⽉ 4⽉~5⽉ 便名 時間 3⽉ 4⽉~5⽉

ホノルル
8782 ⽻⽥発21:55

現地着10:00 3/19 8781 現地発12:35
⽻⽥着16:50(+1) 3/20

74 ⽻⽥発21:00
現地着09:05 3/26 ⽕⾦*1 73 現地発12:35

⽻⽥着16:50(+1) 3/27 ⽔⼟*2

2021年3⽉号 (3⽉17⽇発⾏)
⽇本航空 国際旅客販売推進部JAL Times

*1 臨時便を運航 JL8013 3/20 ダラス発13:25 中部着17:50(+1)

*1 4/20より⽕曜運航追加 *2 4/21より⽔曜運航追加



東南アジア
南アジア路線

往路 復路

便名 時間 3⽉ 4⽉~5⽉ 便名 時間 3⽉ 4⽉~5⽉

シンガポール
37 ⽻⽥発12:50

現地着19:30 ⽕⾦⼟ 36 現地発22:25
⽻⽥着05:55(+1) ⽕⾦⼟

711 成⽥発18:00
現地着00:50(+1) ⽉⽕⽊⼟ 712 現地発08:20

成⽥着16:05 ⽉⽕⽊⼟

クアラルンプール 723 成⽥発11:05
現地着18:10 ⽕⽊⼟ 724 現地発22:50

成⽥着06:35(+1) ⽕⽊⼟

ジャカルタ
725 成⽥発10:55

現地着16:55 ⽊⼟⽇ 726 現地発21:25
成⽥着06:45(+1) ⽕⽊⼟ 4/11

729 成⽥発17:45
現地着23:55 ⽉⽔⽊⾦*1 720 現地発06:35

成⽥着16:05 ⽕⽊⾦⼟*2

マニラ
745 成⽥発18:05

現地着22:10 毎⽇ 746 現地発09:40
成⽥着14:55 ⽉⽕⽊⼟

8746 現地発00:55
成⽥着06:10 ⽔⾦⽇

ハノイ 751 成⽥発18:00
現地着21:50 運休 752 現地発23:40

成⽥着06:25(+1) 毎⽇

ホーチミン
79 ⽻⽥発01:30

現地着05:50 運休 70 現地発23:50
⽻⽥着06:55(+1) ⽉⽔⾦

759 成⽥発17:45
現地着21:55 運休 750 現地発07:50

成⽥着15:25 ⽉⽕⽊⼟

バンコク

31 ⽻⽥発11:15
現地着17:00 ⽉⽕⽊⾦⼟⽇ 34 現地発22:05

⽻⽥着05:40(+1) 毎⽇

707 成⽥発18:10
現地着23:35 ⽊ 3/29 ⽉⽊ 708 現地発08:05

成⽥着15:55 ⽉⽕⽊⼟

718 現地発00:55
成⽥着08:45 ⽔⾦⽇

727 関⻄発00:50
現地着05:00 運休 728 現地発08:05

関⻄着15:15 ⾦

デリー 39 ⽻⽥発11:45
現地着18:20 ⽊⽇ ⽔⾦⽇*3 30 現地発19:55

⽻⽥着06:55(+1) ⽊⼟ ⽔⾦⽇*4

ベンガルール 753 成⽥発18:00
現地着00:20(+1) 運休(臨時便運航)*5 754 現地発02:45

成⽥着14:15 運休(臨時便運航)*6

東アジア路線
往路 復路

便名 時間 3⽉~5⽉ 便名 時間 3⽉~5⽉

広州 87 成⽥発08:35
現地着13:00 ⾦ 88 現地発14:55

成⽥着19:50 ⾦

⼤連 829 成⽥発09:25
現地着11:45 ⽕⽔⽊⾦ 820 現地発13:00

成⽥着16:50 ⽕⽔⽊⾦

⾹港 29 成⽥発09:45
現地着14:05 ⽔⽇ 26 現地発15:35

成⽥着20:40 ⽔⽇

台北
（松⼭） 97 ⽻⽥発08:35

現地着11:40 ⽉⽔⾦⼟⽇ 98 現地発15:35
⽻⽥着19:25 ⽉⽔⾦⼟⽇

台北
（桃園） 809 成⽥発11:25

現地着14:40 ⽕⽊ 802 現地発15:55
成⽥着19:55 ⽕⽊

⾼雄 811 成⽥発11:15
現地着14:55 ⼟ 812 現地発15:55

成⽥着20:15 ⼟

※1 本紙記載の情報は3⽉16⽇時点での情報です。 ※2 本紙記載の出発/到着時刻は3⽉時点の現地時間です。 ※3 上記の変更内容については
関係当局の認可を前提とします。※4 3⽉16⽇現在、⽇本に帰国した次の⽇から14⽇間は航空機（国内線）等の公共交通機関へはお乗り継ぎいただけません。
※5 緊急事態宣⾔や各国の⽔際対策の強化により、運航状況が変更となることがございます。ご出発に際しては、必ずJAL Webサイトをご確認ください。

最新の運航状況はこちら www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/index.html

オセアニア
路線

往路 復路

便名 時間 3⽉ 4⽉~5⽉ 便名 時間 3⽉ 4⽉~5⽉

シドニー
51 ⽻⽥発19:10

現地着07:00(+1) ⽕⽊⼟ ⽕⽊*1 52 現地発11:15
⽻⽥着19:15 ⽉⽊⼟ ⽊⼟*2

771 成⽥発19:20
現地着06:10(+1) 運休 ⼟*3 772 現地発08:15

成⽥着17:05 運休 ⽉*4

*1 5/13は運休 *2 5/14は運休 *3 4/15まで⽊⽇運航 *4 ４/15まで⽊⼟運航 *5 臨時便を運航 3/26,4/2,22,5/13 *6 臨時便を運航 3/28,4/4,24,5/15

*1 5/4は運休 *2 5/6は運休 *3 5/1は運休 *4 5/3は運休


