2020年12月18日

Peach、2021年2月より

成田＝女満別線、大分線に新規就航！
～”ひがし北海道・九州”のネットワーク拡大へ～
Peach（IATAコード：MM）が、2021年2月10日より女満別線、2月19日より大分線に新規就航しま
す。今回の就航により、同社は成田空港から国内12都市（札幌、女満別、釧路、大阪（関西）、福岡、
長崎、大分、宮崎、鹿児島、奄美、那覇、石垣）に就航することとなり、関西空港の就航路線数と同数にな
ります。
同社が2020年8月に就航した釧路と並ぶひがし北海道の玄関口・女満別は、世界遺産・知床や結氷で
有名な網走湖等、四季折々に表情を変える美しい風景が、訪れるたびに新たな感動を与えてくれます。
大分は、別府温泉や湯布院温泉をはじめとした日本屈指の温泉地が多数あり、情緒豊かな風景が魅力で
す。豊後水道で採れる旬な魚や恵まれた自然が育てたおおいた和牛等、大分の豊かな味わいが楽しめます。
今回の新規就航により、さらにネットワークが拡大する成田空港を是非ご利用ください。

※ひがし北海道：北海道東部の知床地区、 釧路地区、富良野地区、十勝川温泉地区等を総称する地域。

■就航日
：2021年2月10日（水）
■就航地
：成田＝女満別 新規地点！
■ターミナル
：第1ターミナル 国内線エリア
■機材
：エアバスA320型機
■運航スケジュール（2021年2月10日～2021年3月27日）：毎日運航
便名
MM593
MM594

出発地
東京/成田
（NRT）

女満別
（MMB）

出発時間
13:55
16:40

到着地
女満別
（MMB）

東京/成田
（NRT）

到着時間
16:00
18:55

■就航日
：2021年2月19日（金）
■就航地
：成田＝大分
■ターミナル
：第1ターミナル 国内線エリア
■機材
：エアバスA320型機
■運航スケジュール（2021年2月19日～2021年3月27日）：毎日運航
便名
MM559
MM560

出発地
東京/成田
（NRT）

大分
（OIT）

出発時間
8:35
11:10

到着地
大分
（OIT）

東京/成田
（NRT）

＜写真：Peach様ご提供＞

＜写真：知床の風景＞

到着時間
10:30
12:45

＜写真：大分の温泉＞
※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。
※詳細はPeachの公式ホームページ（https://www.flypeach.com/）をご参照ください。

〒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/

プレスリリース
2020 年 12 月 18 日
Peach Aviation 株式会社

東京（成田）－女満別、大分線を開設！
～女満別は LCC 初就航、大分は成田から 6 路線目の九州路線～





2021 年 2 月 10 日より女満別線を、2 月 19 日より大分線を 1 日 1 往復運航
成田－女満別線 片道 5,290 円～、成田－大分線 片道 5,790 円～
本日 16:00 より、航空券の販売を開始
成田から、いつでもどこへでも手軽な運賃で移動が可能に

Peach Aviation 株式会社（以下: Peach、代表取締役 CEO: 森 健明）は本日、2 月 10 日より東京（成田）－
女満別線を、2 月 19 日より東京（成田）－大分線を 1 日 1 往復で開設することを発表しました。航空券の
販売は本日 16:00 より開始します。運賃は女満別線が 5,290 円から、大分線が 5,790 円からです。

東京（成田）－女満別、大分線の就航により、Peach の成田空港からのネットワークは、14 路線（国内線
12 路線、国際線 2 路線）に広がります。
Peach 代表取締役 CEO の森 健明は「東京（成田）－女満別、大分線の就航により、成田空港を発着する
国内線は 12 路線となり、関西空港を発着する国内線の路線数と並ぶ、二大拠点となります。新型コロナ
ウイルスの感染対策を大前提に、低運賃による気軽な空の旅を安定的に提供し続け、地域と地域を結ぶ
ことが私たち Peach の使命です。首都圏や成田空港近隣にお住まいの地元の方々の「空飛ぶ電車」になる
ことを目指し、成田からのネットワークを拡充していくことで、成田空港の価値向上に微力ながら貢献して
まいります。また、一部の路線で抗原検査後に国内線を利用いただくサービスを、今年度末まで試験的に
導入するなど感染対策を大前提に、公共交通機関の役割を果たすべく運航を続け、「空から、新しい
かけ橋を。」をテーマに、社会の再活性化に貢献してまいります」と述べています。
また、今年 10 月から成田空港の使用ターミナルが鉄道駅直結の第 1 ターミナルへと変わり、首都圏、
そして成田空港近隣にお住まいの皆さまの利便性が向上しました。今後も Peach は、成田発着路線の
拡充に努め、日本の経済の再活性化に寄与してまいります。

＜運航スケジュール（予定）＞
東京（成田）－女満別線
期間：2021 年 2 月 10 日～2021 年 3 月 27 日

便名
MM593

東京（成田）発
13:55

女満別着
16:00

便名
MM594

女満別発
16:40

東京（成田）着
18:55

便名
MM560

大分発
11:10

東京（成田）着
12:45

東京（成田）－大分線
期間：2021 年 2 月 19 日～2021 年 3 月 27 日

便名
MM559

東京（成田）発
8:35

＜運賃（予定）＞
東京（成田）－女満別線：
東京（成田）－大分線：

大分着
10:30

5,290 円 ～ 34,990 円（シンプルピーチ／片道）
5,790 円 ～ 36,990 円 （シンプルピーチ／片道）

<特記事項>
・ 上記運賃は 1 席あたりのシンプルピーチ片道運賃（消費税込み）です。
・ 支払手数料、空港使用料等が別途必要となります。
・ 手荷物のお預け、座席指定には別途料金がかかります。
・ コンタクトセンター、空港カウンターにてご購入の場合、別途予約手数料がかかります。
・ 運賃額は空席状況によって変動し、ご購入時点で有効な金額が適用されます。
・ 運賃額・ご利用条件は予告なく変更および追加設定する場合がございます。
・ 運航スケジュールは関係当局の認可を前提としております。

＜販売開始日時＞
12 月 18 日（金）16:00～
＜参考情報：成田、関西発着路線＞
◎成田発着路線
国内線（12 路線）
札幌（新千歳）、釧路、女満別＊1、大阪（関西）、福岡、長崎、宮崎、大分＊2、
鹿児島、奄美、沖縄（那覇）、石垣
国際線（2 路線）
台北（桃園）、高雄＊3

◎関西発着路線
国内線（12 路線）
国際線（5 路線）

札幌（新千歳）、釧路、仙台、新潟、東京（成田）、福岡、長崎、宮崎、
鹿児島、奄美、沖縄（那覇）、石垣
ソウル（仁川）＊4、台北（桃園）、高雄＊4、香港＊4、上海（浦東）＊4

*1 2021 年 2 月 10 日より就航予定
*2 2021 年 2 月 19 日より就航予定
*3 *4 新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い運休中

・感染対策に関する特設ページ
https://www.flypeach.com/information/jp/infection_control/
・新型コロナウイルス抗原検査サポートオプション特設ページ
https://www.flypeach.com/mp/others/antigentest_support

