2016年1月19日

イベリア航空、１０月１９日より
成田＝マドリード線に新規就航！
～スペイン・マドリードへの直行便が１８年ぶりに復活～
～成田空港はイベリア航空にとって唯一のアジア路線～
イベリア航空（IATAコード：IB、以下IB）が、2016年10月19日（水）より、以下のとおり、成田＝マド
リード線に新規就航することとなりましたので、お知らせします。
IBは1927年に運航を開始したスペインのナショナル・フラッグ・キャリアであり、同路線は1998年11
月以来18年ぶりの復便となり、同社にとっては唯一のアジア路線となります。
成田空港といたしましては、成田空港がIBのアジアで最初の就航地として選ばれたことについて
非常に喜ばしく思っております。
IBの就航は、直行便のない国の中で航空需要の多いスペインへのネットワーク拡大につながる待
望のものであるとともに、新規地点マドリードをベースとするIBの豊富なネットワークとダイレクトにつ
ながることにより、スペイン国内やヨーロッパはもとより、現在成田空港からネットワークのない南米
への利便性も高まることが期待されます。
IBの就航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利用ください。
※詳細については添付資料をご参照下さい。
■航空会社：イベリア航空 ←New！ 新規航空会社！
■就航日 ：2016年10月19日（水）
■就航地 ：成田＝マドリード ←New！ 新規地点！
■機材
：A330-200
■運航曜日：月、水、土（週3便）
■スケジュール：
便名

出発地

出発時間

到着地

到着時間

往路

IB6800

成田

11:20

マドリード

18:20*

復路

IB6801

マドリード

13:20*

成田

9:35（翌日）

(時間はすべて現地時間) *冬ダイヤ期間中は1時間早まります

※関係当局の認可を前提としております

＜イベリア航空様ご提供＞

プレスリリース

2016 年 1 月 19 日

イベリア航空、2016 年 10 月 19 日より
成田＝マドリード線を開設


本路線は日本とスペインを結ぶ唯一の直行便となります。



イベリア航空は 2016 年 10 月 19 日より新規就航する成田＝マドリード線にて
週 3 便運航致します（10 月 18 日マドリード発）。



イベリア航空は成田＝マドリード線へ最新鋭のエアバス A330-200 型機を導入致し
ます。ビジネスクラス 19 席、エコノミークラス 269 席の全 288 席の仕様となっており
ます。



日本からマドリードへ渡航するお客様は、イベリア航空の持つスペイン国内 29 地点
のネットワークに加え、欧州、アフリカ、米州の広範なネットワークへの快適な乗り継
ぎ便をご利用いただけます。



成田＝マドリード線の往復運賃は 77,000 円～となっております。
イベリア航空（本社：スペイン、マドリード、 CEO：
Luis Gallego）は、本日、2016 年 10 月 19 日より、
成田＝マドリード線を開設し、A330-200 型機で運航
することを発表しました。
イベリア航空の会長兼 CEO である Luis Gallego
は次のように述べています。
「世界で最も時間に正確な航空会社の 1 社として、
新しい長期路線用キャビンを備えた最新鋭の航空
機と共に東京へ戻って来ることを誇りに思います。
弊社の新路線は、マドリードと東京を繋ぐだけでなく、
イベリア航空の広範なネットワークを活用し、バルセ
ロナ、ビルバオ、グラナダ、セビリアといった 80 地点
を超えるスペイン及び欧州ネットワークに加えて、北
米、ラテンアメリカへのネットワークをご利用いただ
けます。新路線は、日本とスペイン間の経済、文化、
観光における両国の繋がりを一層強化することでし
ょう。」
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イベリア航空が新規開設する成田＝マドリード線の便数は週 3 便運航を予定しており、新しく
設計された最新型のキャビンを備えるビジネスクラス 19 席、エコノミークラス 269 席の全
288 席を収容する、最新鋭の双発旅客機、エアバス A330-200 型機を使用致します。
新規開設する成田＝マドリード線のフライトは日本とスペイン間を結ぶ唯一の直行便となりま
す。スペインは文化、食、フラメンコのような芸術体験などで、日本人旅行者に最も人気の高
い旅行先の 1 つです。同時に、年々増加する、日本の文化、自然遺産、テクノロジーに興味
を持つスペインから日本への旅行者にとっても利便性の高い路線となります。
■成田＝マドリード線運航スケジュール
2016 年 10 月 18 日から 10 月 30 日
便名

出発地

出発時間

目的地

到着時間

運航日

IB 6800

成田

11:20

マドリード

18:20

週間 3 便
（月、水、土）

IB 6801

マドリード

13:20

成田

09:35 (翌日)

週間 3 便
（火、金、日）

2016 年 10 月 30 日以降
便名

出発地

出発時間

目的地

到着時間

運航日

IB 6800

成田

11:20

マドリード

17:20

週間 3 便
（月、水、土）

IB 6801

マドリード

12:20

成田

09:35 (翌日)

週間 3 便
（火、金、日）

*上記計画とスケジュールは関係当局の認可を前提としています。スケジュールおよび使用機材は予告なしに変更される場合も
ありますので、あらかじめご了承ください。

新規路線の開設を記念して、イベリア航空は成田＝マドリード線の往復運賃を 77,000 円より
販売いたします。2016 年 1 月 20 日よりイベリア航空のウェブサイト www.iberia.com にて
購入可能です。
*掲載の運賃には、諸税や空港施設使用料などの料金は含まれておりません。また、販売座席数には限りがあります。

日本からイベリア航空のフライトにてマドリードへご旅行されるお客様は、バルセロナ、ビルバ
オ、グラナダ、セビリア、サンティアゴ・デ・コンポステーラ、バレンシアといったイベリア航空の
持つスペイン国内 29 地点のネットワークに加え、リスボン、パリ、ロンドン、ベルリン、ブリュッ
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セル、フィレンツェ、ハンブルグといった 59 地点の欧州ネットワーク、そのほかアフリカ、米州
への快適な乗り継ぎ便をご利用いただけます。
イベリア航空は 1927 年に設立された、
スペインの代表的な航空会社、及び欧
州とラテンアメリカを結ぶリーディング
キャリヤとして知られており、同区間に
おいて 70 年以上にわたりサービスを
提供しています。イベリア航空は成田
＝マドリード線の開設を経て、アジアへ
の就航を開始いたします。イベリア航
空は過去数年間で新しい長距離専用
キャビン、新路線、新機材（A330-200
型機 13 機、A350-900 型機 16 機）を
導入し、新たなブランドイメージ、カスタ
マーサービスを大きく向上させた新製
品の展開を経て、航空会社として大き
な変革を遂げました。昨年、航空会社
の運航品質等の調査を行うアメリカの FlightStats（フライトスタッツ）の調査委において、イベ
リア航空は定時到着率欧州 1 位、定時到着率世界 2 位の名誉ある賞を獲得しました。
イベリア航空について
イベリア航空は欧州とラテンアメリカを繋ぐリーディングキャリヤとして名を馳せ、世界 49 カ国
126 都市以上に運行しています。子会社であるイベリア・エクスプレス及びフランチャイズ・パ
ートナーであるイベリア・レヒオナル/エア・ノストラムを合わせると、保有機数は 135 機に上り、
一日に計約 600 便ものフライトを運行しています。イベリア航空は同社のハブ空港であるマド
リード・バラハス空港第 4 ターミナルから、快適で便利な空の旅を提供しています。航空会社
の運航品質等の調査を行うアメリカの FlightStats（フライトスタッツ）の調査委により、イベリ
ア航空は 2015 年、定時到着率世界 2 位のキャリヤに選ばれました。また、イベリア航空は
ワンワールドアライアンスに加盟しており、加盟航空会社の一日の総運航便数は 14,000 便、
就航都市は世界 150 カ国、1,000 都市以上に上ります。イベリア航空の詳細は
www.iberia.com（英語）をご覧ください。
本プレスリリースに関するお問い合わせ（英語）
イベリア航空広報部
TEL: (+34) 91 587 7732
Email: media@iberia.es

Iberia
C/ Martínez Villergas, 49
Planta 13, ala sur
28027 Madrid
www.iberia.com
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