
 

 

 

ANAW 第 19-016 号 

2020 年 2 月 6 日 

お客様各位 

 

中国線の一部運休・減便・機材変更などについて 

 

平素より ANA グループをご利用いただき誠にありがとうございます。 

ANA では旅客便・貨物便による利便性のご提供に努めておりますが、この度の新型コロナウイルスの感

染拡大に伴い、下記の通り中国線を中心に一部旅客便・貨物便の運休・減便・機材変更などを実施いたし

ます。 

今後も変更が生じた場合には都度、ご案内申し上げ申し上げます。 

 

ご利用のお客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承をお願いいたします。 

 

記  

 

○旅客便 

【運休】 

路線※1 便名 実施時期 現行 変更後 

成田 = 武漢 NH937/938 ※2 
成田発 1/23～3/28 

武漢発 1/24～3/29 
1234567 - 

成田 = 北京 NH955/956 ※2 
成田発 2/10～3/28 

北京発 2/11～3/29 
1234567 - 

成田 = 上海 NH921/922 
成田発 2/10～3/28 

上海発 2/11～3/29 
1234567 - 

成田 = 広州 NH933/934 
成田発 2/10～3/28 

広州発 2/11～3/29 
1234567 - 

成田 = 瀋陽 NH925/926 
成田発 2/10～3/28 

瀋陽発 2/11～3/29 
1234567 - 

成田 = 成都 

NH947/948 

(2/10～3/29) 

NH943 

(2/18～3/28) 

成田発 2/10～3/28 

成都発 2/11～3/29 
1234567 - 

成田 = 杭州 NH929/930 
成田発 2/10～3/28 

杭州発 2/10～3/28 
1234567 - 

羽田 = 北京 NH963/964 ※2 
羽田発 2/10～3/28 

北京発 2/11～3/29 
1234567 - 
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羽田 = 上海 NH971/972 
羽田発 2/10～3/28 

上海発 2/11～3/29 
1234567 - 

関西 = 上海 NH975/976 
関西発 2/10～3/28 

上海発 2/10～3/28 
1234567 - 

関西 = 青島 NH977/978 
関西発 2/10～3/28 

青島発 2/10～3/28 
1234567 - 

関西 = 大連 NH945/946 
関西発 2/10～3/28 

大連発 2/10～3/28 
1234567 - 

関西 = 香港 NH873/874 
関西発 2/17～3/28 

香港発 2/17～3/28 
1234567 - 

 

【減便】 

路線※1 便名 実施時期 現行 変更後 

成田 = 厦門 NH935/936 
成田発 2/10～3/28 

厦門発 2/10～3/28 
1234567 ・2・4・67 

 

【機材変更】 

路線※1 便名 実施時期 現行 変更後 

成田 = 上海 NH919/920 
成田発 2/10～3/28 

上海発 2/10～3/28 

1234567 

(運航日 

変更なし) 

B787⇒B767 

成田 = 青島 NH927/928 
成田発 2/10～3/28 

青島発 2/10～3/28 

2/10～2/16 

B787⇒A320/ 

2/17～3/28 

B787⇒B767 

成田 = 大連 NH903/904 
成田発 2/10～3/28 

大連発 2/10～3/28 
B787⇒A320 

成田 = 上海 NH959/960 
成田発 2/10～3/28 

上海発 2/10～3/28 

関西 = 上海 NH973/974 
関西発 2/17～3/28 

上海発 2/17～3/28 

B767/A320 

⇒A320 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

○貨物便 

【運休】 

路線※1 便名 実施時期※3 現行 変更後 

成田 = 上海 NH8415/8522 
成田発 2/10～2/29 

上海発 2/11～2/29 

・・・・・7 

1・・・・・ 
- 

成田 = 広州 NH8489/8490 
成田発 2/10～2/29 

広州発 2/11～2/29 

1･3･･67 

12･4･・7 
- 

関西 = 沖縄 NH8559/8560 
関西発 2/10～2/29 

沖縄発 2/10～2/29 

･23456･ 

･23456･ 
- 

関西 - 上海 NH8499 2/10～2/29 12345･･ - 

沖縄 - 上海 NH8431 2/10～2/29 ･23456･ - 

上海 - 成田 NH8518 2/10～2/29 ･23456･ - 

上海 - 沖縄 NH8432 2/10～2/29 ・23456･ - 

 

【減便】 

路線※1 便名 実施時期※3 現行 変更後 

成田 - 大連 NH8501 2/10～2/29 ・2345・・ ・・3・・・・ 

成田 = 厦門 NH8515/8516 
成田発 2/10～2/29 

厦門発 2/10～2/29 

・2・45・7 

・2・45・7 

・2・4・・7 

・2・4・・7 

成田 = 天津 NH8503/8504 
成田発 2/10～2/29 

天津発 2/10～2/29 

・2・4・6・ 

・2・4・6・ 

・・・・・6・ 

・・・・・6・ 

成田 = 青島 NH8427/8506 
成田発 2/10～2/29 

青島発 2/11～2/29 

・2・456・ 

・・3・567 

・・・・5・・ 

・・・・・6・ 

大連 - 関西 NH8492 2/10～2/29 ・2345・・ ・・3・・・・ 

 

【新規設定】 

路線※1 便名 実施時期※3 現行 変更後 

関西 - 成田 NH8554 2/10～2/29 - 1・・4・・・ 

 

※1： 路線欄「－」は片道、「=」は往復を表します。 

※2： 発表済みの内容になります。 

※3： 3 月の貨物便運航計画については追ってご案内申し上げます。 

 

ご不明な点がございましたら弊社販売担当者へお問い合わせください。 

 

以上 


