株式会社 フジドリームエアラインズ

新型コロナウイルス肺炎の影響に伴う
2020 年度夏ダイヤ期間の運休・減便について(Rev.3)
2020 年 4 月 6 日
株式会社フジドリームエアラインズ（略称：FDA、本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：三輪 德泰）は、新型
コロナウイルス肺炎の影響による航空需要の減少などへの対応として、2020 年度夏ダイヤ期間において運休・
減便を追加いたします。
対象便は以下の通りです。
■3 月 29 日(日)～4 月 28 日(火)の運休・減便一覧 (対象便数：計 488 便 ⇒ 計 586 便)
【名古屋(小牧)空港発着路線】 （対象便数：計 275 便 ⇒ 計 361 便）
対象路線

名古屋(小牧)＝青森
（4 往復 8 便/日）
↓
（2～3 往復 4～6 便/日）

名古屋(小牧)＝花巻
（4 往復 8 便/日）
↓
（2～3 往復 4～6 便/日）

名古屋(小牧)＝山形
（2 往復 4 便/日）
↓
（1 往復 2 便/日）

名古屋(小牧)＝高知
（3 往復 6 便/日）
↓
（2 往復 4 便/日）

名古屋(小牧)＝福岡
（5 往復 10 便/日）
↓
(3 往復 6 便/日)

名古屋(小牧)＝熊本
（3 往復 6 便/日）
↓
（2 往復 4 便/日）

対象便

発着・ダイヤ

FDA361

名古屋(小牧)発 07:20 ⇒ 青森着 08:40

FDA362

青森発 09:10 ⇒ 名古屋(小牧)着 10:35

FDA365

名古屋(小牧)発 13:55 ⇒ 青森着 15:15

FDA366

青森発 15:45 ⇒ 名古屋(小牧)着 17:10

FDA351

名古屋(小牧)発 07:00 ⇒ 花巻着 08:10

FDA352

花巻発 08:40 ⇒ 名古屋(小牧)着 09:55

FDA355

名古屋(小牧)発 14:45 ⇒ 花巻着 15:55

FDA356

花巻発 16:25 ⇒ 名古屋(小牧)着 17:40

FDA381

名古屋(小牧)発 09:25 ⇒ 山形着 10:30

FDA382

山形発 11:00 ⇒ 名古屋(小牧)着 12:10

FDA345

名古屋(小牧)発 11:50 ⇒ 高知着 12:50

FDA346

高知発 13:20 ⇒ 名古屋(小牧)着 14:20

FDA301

名古屋(小牧)発 07:10 ⇒ 福岡着 08:35

FDA302

福岡発 09:05 ⇒ 名古屋(小牧)着 10:25

FDA313

名古屋(小牧)発 18:10 ⇒ 福岡着 19:35

4/6(月)～11(土)、13(月)～18(土)
4/20(月)～25(土)、28(火)

FDA312

福岡発 18:30 ⇒ 名古屋(小牧)着 19:50

《備考：313 便は 4/18(土)運航》

FDA325

名古屋(小牧)発 13:15 ⇒ 熊本着 14:40

FDA326

熊本発 15:20 ⇒ 名古屋(小牧)着 16:40

4/1(水)～3(金)
4/6(月)～18(土)、20(月)～25(土)
4/27(月)、28(火)

※赤字部分が減便の延長期間となります
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対象期間
3/29(日)～4/7(火)、10(金)～17(金)
4/19(日)、20(月)、22(水)
4/9(木)、10(金)
4/11(土)～17(金)、19(日)、20(月)※
4/22(水)～24(金)※
3/29(日)～4/10(金)
4/12(日)～15(水)、17(金)

4/9(木)、10(金)
4/11(土)～24(金)、26(日)、27(月)※
4/9(木)、10(金)
4/11(土)～18(土)、20(月)～24(金)※
4/26(日)、28(火)※
4/1(水)～3(金)、5(日)～11(土)
4/13(月)～18(土)、20(月)～25(土)
4/27(月)、28(火)
3/30(月)～4/2(木)
4/6(月)～10(金)、12(日)～28(火)

【静岡空港発着路線】 （対象便数：計 153 便)

※4/2(木)発表リリース(Rev.2)より変更なし

対象路線

対象便

発着・ダイヤ

静岡＝北九州

FDA193

静岡発 11:30 ⇒ 北九州着 13:05

FDA196

北九州発 14:00 ⇒ 静岡着 15:20

FDA141

静岡発 07:35 ⇒ 福岡着 09:20

FDA142

福岡発 09:50 ⇒ 静岡着 11:15

FDA147

静岡発 16:15 ⇒ 福岡着 18:00

4/6(月)～11(土)、13(月)～18(土)、
4/20(月)～25(土)、4/28(火)

FDA148

福岡発 18:40 ⇒ 静岡着 20:05

《備考：148 便は 4/18(土)運航予定》

（1 往復 2 便/日）
↓
運休

静岡＝福岡
（4 往復 8 便/日）
↓
(2 往復 4 便/日)

対象期間

3/29(日)～4/28(火)

3/29(日)～4/3(金)、5(日)～10(金)
4/12(日)～15(水)、18(土)～28(火)

【松本空港発着路線】 （対象便数：計 12 便）

対象路線

対象便

発着・ダイヤ

松本＝福岡

FDA205※

松本発 14:25 ⇒ 福岡着 16:05

(2 往復 4 便/日)
↓
（1 往復 2 便/日）

FDA204※

福岡発 12:25 ⇒ 松本着 13:55

対象期間
4/14(火)、16(木)、22(水)、23(木)※
4/25(土)、27(月)※

※赤字部分が追加減便となります
【神戸空港発着路線】 （対象便数：計 60 便） ※4/2(木)発表リリース(Rev.2)より変更なし

対象路線

対象便

発着・ダイヤ

神戸＝出雲

FDA817

神戸発 15:30 ⇒ 出雲着 16:25

FDA816

出雲発 14:05 ⇒ 神戸着 14:55

(1 往復 2 便/日)
↓
運休

対象期間

3/30(月)～4/28(火)

当該便にご予約を頂戴しておりましたお客さまには、メールまたはお電話にてご連絡をさせていただき、お振り
替えをさせていただきます。
ご予約を頂戴しておりましたお客さまには、ご不便をおかけしますことを謹んでお詫び申し上げるとともに、何卒
ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後とも、皆さまに安全・安心にご利用いただけるよう努めてまいります。

なお、今後の状況に応じて、変更等がある場合は、速やかにご案内をさせていただきます。

＜本件に関するお客さまのお問い合わせ窓口＞
FDA コールセンター ： 0570-55-0489

営業時間 7：00～20：00 （年中無休）

※ＩP 電話または海外・国際電話などの場合は、050-3852-1669

以上
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