
2019年10月30日

日本航空、2020年の成田発着国際線ネットワークを拡充！

日本航空（IATAコード：JL、以下「JAL」）は、2020年の成田空港発着の国際線ネットワークを更に
拡充します。今回JALが新たに成田空港に就航する路線は、ウラジオストク線、ベンガルール線及びサンフラ
ンシスコ線の3路線となっており、このうちベンガルール線は成田空港にとっても新規路線となります。また、グ
アム線も増便されます。

インドが誇るIT産業の中心都市であるベンガルールはインドのシリコンバレーと呼ばれる一方、インドらしい
シティーマーケットや寺院など観光資源も充実しており、ビジネス、観光どちらの側面からも注目されています。
今回のJALによるベンガルール線の就航により、日印間の渡航の利便性が大幅に向上します。

成田空港としては、今後もお客様にとって一層利便性の高いネットワークのご提供ができるよう、引き続き
ネットワークの拡充に向けた活動に取り組んでまいります。JALによるネットワークの拡充により、さらに充実す
る成田空港のネットワークをぜひご活用ください。

＜写真：日本航空様ご提供＞

※就航ターミナルはいずれも第2ターミナル
※全て現地時間
※関係当局の認可を前提とします
※スケジュール等は都合により変更となる場合がございますので予めご了承ください

成田からの路線 就航日 機材 運航スケジュール（予定）

ウラジオストク
（ロシア）

2月28日（金） B737-800

2019年冬期スケジュール中 (2020年2月28日～3月28日）
週3便 (水・金・日)※1
JL 423 成田発 11:30 ウラジオストク着 14:55
JL 424 ウラジオストク発 16:15 成田着 17:30
※1 日曜は成田発10:40 ウラジオストク着14:05
ウラジオストク発15:35 成田着16:50

2020年夏期スケジュール中 (2020年3月29日～）
週7便 (毎日運航）※2
JL 423 成田発 11:20 ウラジオストク着 14:45
JL 424 ウラジオストク発 16:25 成田着 17:40
※2 火曜と金曜は成田発10:40 ウラジオストク着14:05
ウラジオストク発15:35 成田着16:50

ベンガルール
（インド）

3月29日（日） B787-8

週7便 (毎日運航）
JL 753 成田発 18:15 ベンガルール着 00:35 (翌日）
JL 754 ベンガルール発 02:45 成田着 14:15
※ JL754便は3月30日より運航

サンフランシスコ
（米国）

3月29日（日） B787-8
週7便 (毎日運航）
JL 058 成田発 18:10 サンフランシスコ着 11:30
JL 057 サンフランシスコ発 13:35 成田着 16:45 (翌日）

グアム
（米国）

7月1日（水）
B767-
300ER

週7便 (毎日運航）※ 増便
JL 943 成田発 10:45 グアム着 15:30
JL 944 グアム発 18:05 成田着 20:50

〒282-8601 千葉県成田市成田国際空港内NAAビル
URL：https://www.narita-airport.jp/jp/



 

 

2020年度成田発着の国際線ネットワークを拡充します 
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JALは、新規開設をすでに発表済みの成田=ウラジオストク線(*1)、成田=ベンガルール線(*2)の運

航開始日を決定しました。また、2020年度夏期ダイヤにおける成田=サンフランシスコ線の新規開設

と、成田=グアム線の増便を決定しました。いずれの路線も、2019年11月6日(水)14時より航空券の販

売を開始します。 

(*1)2019年7月29日付プレスリリース第19048号「JAL、成田=ウラジオストク線を開設」参照 

   URL：https://press.jal.co.jp/ja/release/201907/005247.html 

(*2)2019年1月23日付プレスリリース第18132号「JAL、成田=ベンガルール（バンガロール）線の新規開設を決定」 

   参照  URL：https://press.jal.co.jp/ja/release/201901/005022.html 

【成田=ウラジオストク線】 

2020年2月28日より運航を開始します。3月28日までの2019年

度冬期ダイヤ期間においては週間3便で運航し、3月29日からの

2020年度夏期ダイヤにおいては毎日運航します。わずか2時間あ

まりで訪れることができる異国情緒に溢れたウラジオストクの魅

力を、ご旅程の初日から最大限に味わっていただけるダイヤ設

定とします。 

 

【成田=ベンガルール線】 

2020年3月29日より運航を開始します。日本地区のお客さまのみならず、「インドのシリコンバレ

ー」と呼ばれるベンガルールをはじめ、インド南部地域と北米間を往来されるお客さまにも、成田経

由でスムーズなお乗り継ぎの旅をご提供します。 

 

【成田=サンフランシスコ線】 

2020年3月29日より運航を開始します。成田=ベンガルール線をはじめとするアジア路線との乗

り継ぎに便利なダイヤ設定とすることで、北米=アジア間を往来される多くのお客さまにご利用いた

だき、成田空港のハブ機能を向上させます。また、羽田=サンフランシスコ線とあわせて東京・サン

フランシスコ間を一日に2便運航することにより、日本と北米を往来するお客さまにもご利用いただ

きやすい路線ネットワークをご提案します。 

 

【成田=グアム線】 

2020年7月1日より増便し、旺盛なグアムへの観光需要にお応えします。お客さまに大変ご好評

いただいている「JAL SKY SUITE」機材(*3)を投入し、ますます多くのお客さまに便利で快適なJAL

の翼をご提供します。 

(*3) 「JAL SKY SUITE」の詳細については、http://www.jal.co.jp/inter/service/newsky/をご参照ください。 

 

JALグループは、世界中のお客さまから選ばれ、愛される航空会社であるよう、今後も路線ネットワ

ークに磨きをかけてまいります。 

 

https://press.jal.co.jp/ja/release/201907/005247.html
https://press.jal.co.jp/ja/release/201901/005022.html
http://www.jal.co.jp/inter/service/newsky/


 

 

 

※以下の計画とスケジュールは関係当局への申請と認可を前提としております。 

 

■成田=ウラジオストク線の新規開設 

・2019年度冬期ダイヤ期間（2020年2月28日～3月28日の間） 

(*4) 日曜日は 成田発 10:40 ウラジオストク着 14:05  ウラジオストク発 15:35 成田着 16:50 にて運航します。 

 

・2020年度夏期ダイヤ期間（2020年3月29日以降） 

(*5) 火曜日と金曜日は、成田発 10:40 ウラジオストク着 14:05  ウラジオストク発 15:35 成田着 16:50 にて運航します。 

 

■成田=ベンガルール線の新規開設（2020年3月29日～） 

 

■成田=サンフランシスコ線の新規開設（2020年3月29日～） 

 

■成田=グアム線の増便（2020年7月1日～） 

 

以上 

 

路線 運航開始日 機材 クラス 運航ダイヤ（予定） 

成田=ウラジオストク 
2020年 

2月28日 
737-800 

ビジネス 

エコノミー 

JL423 成田発  11:30  ウラジオストク着 14:55 

JL424 ウラジオストク発 16:15  成田着  17:30 

※毎週水・金・日曜日(*4)運航 

路線 機材 クラス 運航ダイヤ（予定） 

成田=ウラジオストク 737-800 
ビジネス 

エコノミー 

JL423 成田発  11:20  ウラジオストク着 14:45 

JL424 ウラジオストク発 16:25  成田着  17:40 

※毎日運航(*5） 

路線 運航開始日 機材 クラス 運航ダイヤ（予定） 

成田=ベンガルール 
2020年 

3月29日 

787-8 

(SS8) 

ビジネス 

エコノミー 

JL753  成田発  18:15  ベンガルール着 00:35（翌日） 

JL754  ベンガルール発 02:45  成田着  14:15 

※毎日運航。JL754便は3月30日より運航。 

路線 運航開始日 機材 クラス 運航ダイヤ（予定） 

成田=サンフラ

ンシスコ 

2020年 

3月29日 

787-8 

(SS8) 

ビジネス 

エコノミー 

JL058  成田発  18:10  サンフランシスコ着 11:30 

JL057  サンフランシスコ発 13:35  成田着  16:45 (翌日) 

※毎日運航 

路線 開始日 機材 クラス 運航ダイヤ（予定） 

成田=グアム 
2020年 

7月1日 

767-300ER 

(SS6) 

ビジネス 

エコノミー 

JL943  成田発  10:45  グアム着 15:30 

JL944  グアム発 18:05  成田着  20:50 

※毎日運航 


