
開催日 ： 2021年4月14日（水）、16日（金）、17日（土）、18日（日）、19日（月）、21日（水）、23日（金）
24日（土）、25日（日）、26日（月）、27日（火）

行程 ： 昼の部：羽田空港ご集合（9:30～11:00頃） ⇒サービス体験（11:30～14:30頃） ⇒羽田空港にて解散（15:00頃）
夜の部 : 羽田空港ご集合（16:00～17:30頃）⇒サービス体験 （18:00～21:00頃）⇒羽田空港にて解散（21:30頃）

体験時間 ： 約3時間
使用機材 ： ボーイング 777-300ER
申込方法 ： 専用サイトよりお申込みください。
専用サイト： https://www.ana.co.jp/ja/jp/domtour/theme/charterflight/
価格 ： 以下、お一人様税込価格となります。

ファーストクラス： 59,800円 ビジネスクラス：29,800円

「翼のレストランHANEDA～地上でファースト・ビジネスクラス体験～」がご好評につき、4月も実施することを決定いたしました。4月は、機内食の内容を少し変えて11日間、
計22回実施いたします。長距離国際線にご搭乗いただかないと体験できないANAファーストクラス・ビジネスクラスのお食事やサービスを、羽田空港に駐機している国際線機材の
座席・空間を利用して再現し、期間限定レストランとしてご提供いたします。

～ラウンジご利用基準の変更について～
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写真は全てイメージです。記載の情報は、2021年4月1日時点の情報に基づきます。最新の情報はANAのウェブサイトでご確認ください。

DOMESTIC

現在、ANA「ダイヤモンドサービス」メンバー、「プラチナサービス」メンバー、スーパーフライヤーズ会員のお客様は、「スター アライアンス・ゴールド」メンバー
として、ご同行者様1名様と共にスター アライアンス加盟航空会社が運営するラウンジをご利用頂けます。
このたび、スター アライアンスが定めるラウンジ利用基準の変更に伴い、2021年5月3日より、ご同行者様がラウンジをご利用いただける対象便が、
「メンバーご本人様と同日中に出発する運航便」から「メンバーご本人様と同一運航便」へと変更になります。

ご同行者様のラウンジ利用対象便変更について

国内線

メンバーご本人様と同時にラウンジにご入室し、いずれかの条件を満たす方
•メンバーご本人様と同一のANAグループ運航便*1でご出発のお客様
•メンバーご本人様と同一のコードシェア便（ANA便名）*2でご出発のお客様

国際線

メンバーご本人様と同時にラウンジにご入室し、いずれかの条件を満たす方
•メンバーご本人様と同一のANAグループ運航便*1でご出発のお客様
•メンバーご本人様と同一のスターアライアンス加盟航空会社運航便でご出発のお客様

【2021年5月3日以降】

大好評！『翼のレストランHANEDA』 4月も羽田空港で実施決定！！
～駐機中の飛行機でANA国際線ファーストクラス・ビジネスクラスを体験してみませんか～

・5月2日以前との変更点： 「メンバーご本人様と同日中に出発する運航便」→「メンバーご本人様と同一運航便」
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ANAラウンジ（イメージ）

ボーイング 777-300ER （イメージ） ファーストクラス和食（イメージ）

各種詳細 ～販売中～

*1.ANA, エアージャパン, ANAウイングス *2.AIRDO, IBEXエアラインズ, オリエンタルエアブリッジ, ソラシドエア, スターフライヤー

https://www.ana.co.jp/ja/jp/domtour/theme/charterflight/


2021年4月~6月 国際線 運航計画について

記載の情報は、2021年4月1日時点の情報に基づきます。最新の情報はANAのウェブサイトでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う各国における出入国規制や検疫体制、需要動向等を踏まえ、2021年4月~6月の運航計画をご案内いたします。
運休・減便に伴い、ご利用のお客様にはご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

* これらの計画は関係当局の認可を前提としています。当日の運航状況により、運航機材が変更となる可能性があります。
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2021年4月・5月・6月国際線運航計画
【以前からの運航継続路線】

エリア 都市 路線 運航予定便数 前月との運航状況の変化 備考

北米

サンフランシスコ 羽田＝サンフランシスコ 3往復/週 往路（火・木・土）復路（水・金・日） 継続 ＊1

ニューヨーク 羽田＝ニューヨーク 4往復/週 往路（月・火・金・土）復路（火・水・土・日） 継続 ＊1

ワシントンD.C. 羽田＝ワシントン D.C. 4/18まで 3往復/週（月・水・土）4/19以降 3往復/週（月・木・土） 継続

シカゴ 成田＝シカゴ 7往復/週 継続 ＊1

ヒューストン 羽田＝ヒューストン 4/18まで 3往復/週（木・金・日）4/19以降 3往復/週（月・木・日） 継続

バンクーバー 羽田＝バンクーバー 3往復/週（月・水・金） 継続

ロサンゼルス
成田＝ロサンゼルス 4往復/週（月・水・木・土） 継続

羽田＝ロサンゼルス 7往復/週 継続 ＊1

メキシコシティ 成田＝メキシコシティ 7往復/週 継続 ＊1

ホノルル 羽田＝ホノルル 2往復/週 往路（月・金）復路（火・土） 継続 ＊1

欧州

ロンドン 羽田＝ロンドン 4往復/週（月・水・金・土） 継続

フランクフルト 羽田＝フランクフルト 7往復/週 継続

パリ 羽田＝パリ 2往復/週（水・土） 継続

ブリュッセル 成田＝ブリュッセル 1往復/週（土） 継続

中国

深圳 成田＝深圳 1往復/週（月） 継続

青島 成田＝青島 1往復/週（水） 継続

広州 成田＝広州 1往復/週（水） 継続

上海 成田＝浦東 1往復/週（日） 継続

杭州 成田＝杭州 1往復/週（木） 継続

アジア

台北 羽田＝松山 2往復/週（月・金） 継続 4/30、5/3、7、10、6/14 は運休

香港 成田＝香港 2往復/週（火・金） 継続 5/4は運休

デリー 羽田＝デリー 2往復/週 往路（木・日）復路（月・金） 継続 臨時便として運航

バンコク
成田＝バンコク 7往復/週 継続 ＊1

羽田＝バンコク 往路 6便/週（月・火・木・金・土・日）復路 7便/週 継続 4/7、21 は運航

ジャカルタ 羽田＝ジャカルタ 往路（水・木・土・日）復路（月・水・金・土） 継続 5/15,19は運休 ＊1

シンガポール
成田＝シンガポール 3往復/週 往路（月・水・金）復路（火・木・土） 継続 ＊1

羽田＝シンガポール 2往復/週（木・日） 継続

クアラルンプール 成田＝クアラルンプール 3往復/週 往路（火・金・日）復路（月・水・土） 継続 ＊1

ハノイ 成田＝ハノイ 5往復/週（水・木・金・土・日） 継続 ＊2 

ホーチミンシティ
成田＝ホーチミンシティ 3往復/週（火・木・土） 継続 ＊1,＊2

羽田＝ホーチミンシティ 5往復/週（水・木・金・土・日） 継続 ＊2 

マニラ
成田＝マニラ 4/18まで 往路3便/週（火・金・日）復路7便/週 4/19以降 7往復/週 継続 ＊1

羽田＝マニラ 7往復/週 継続 5/3,4,5 は運休 ＊2

シドニー 羽田＝シドニー 5往復/週 往路（水・木・金・土・日）復路（月・木・金・土・日） 継続 ＊1

【今回再開＆増便路線】

エリア 都市 路線 運航予定便数 前月との運航状況の変化 備考

北米 シアトル 羽田＝シアトル - 臨時便 往路 4/4,18  復路 4/6,20 は運航

アジア

ヤンゴン 成田＝ヤンゴン 1往復/週（金） 減便 ＊2

ムンバイ 成田＝ムンバイ - 臨時便
往路 4/10、24 、復路 4/11、25 を

臨時便として運航

＊1：復路対象期間は4/2-7/1となります。

＊2：往路はご搭乗いただけません。


