
 

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・減便リスト(Rev.14) 

 

2020 年 5 月 21 日更新 

 
 

 株式会社フジドリームエアラインズは、新型コロナウイルス肺炎の影響による航空需要の減少と緊急事態宣言

の対象区域が全国へ拡大され、移動の自粛等が継続されることに伴い、2020 年度夏ダイヤ期間において運休・

減便いたします。 

 

■ 5 月 18 日(月)～5 月 31 日(日) の運休便・減便 
 

【静岡空港発着路線】 
 

対象路線 出発地 対象便 運休・減便期間 

静岡＝札幌(丘珠) 

静岡 FDA173 

5/18（月）～5/31(日) 

札幌(丘珠) FDA174 

静岡＝出雲 

静岡 FDA181 

出雲 FDA188 

静岡＝北九州 

静岡 FDA193 

北九州 FDA196 

静岡＝福岡 

静岡 FDA141、FDA149 

福岡 FDA142、FDA150 

静岡＝鹿児島 

静岡 FDA133 

鹿児島 FDA134 

 

 

【松本空港発着路線】  
 

対象路線 出発地 対象便 運休・減便期間 

松本＝神戸 

松本 FDA233 

5/18（月）～5/31(日) 

神戸 FDA232 

松本＝福岡 

松本 FDA205、FDA207 

福岡 FDA200、FDA204 

松本＝札幌(新千歳) 

松本 FDA211 

札幌(新千歳) FDA212 

 

 

 



【名古屋（小牧）空港発着路線】 
 

対象路線 出発地 対象便 運休・減便期間 

名古屋(小牧)＝青森 

名古屋（小牧） FDA361、FDA363、FDA365、FDA367

5/18（月）～5/31(日) 

青森 FDA362、FDA364、FDA366、FDA368

名古屋(小牧)＝花巻 

名古屋(小牧) FDA351、FDA353、FDA355、FDA357

花巻 FDA352、FDA354、FDA356、FDA358

名古屋(小牧)＝山形 

名古屋(小牧) FDA381、FDA383 

山形 FDA382、FDA386 

名古屋(小牧)＝出雲 

名古屋(小牧) 

FDA411 5/18（月）～5/31(日)  

FDA417 

5/18（月）～5/31(日) 

出雲 

FDA412 

FDA418 5/18（月）～5/31(日)  

名古屋(小牧)＝高知 

名古屋(小牧) FDA341、FDA345、FDA347 

5/18（月）～5/31(日) 

高知 FDA342、FDA346、FDA348 

名古屋(小牧)＝福岡 

名古屋（小牧） FDA301、FDA313、FDA315 

5/18（月）～5/31(日) 

福岡 FDA302、FDA310、FDA314 

名古屋(小牧)＝熊本 

名古屋(小牧) FDA321、FDA325、FDA327 

熊本 FDA322、FDA326、FDA328 

 

 

【神戸空港発着路線】  
 

対象路線 出発地 対象便 運休・減便期間 

神戸＝青森 

神戸 FDA833 

5/18（月）～5/31(日) 

青森 FDA834 

神戸＝松本 
神戸 FDA232 

松本 FDA233 

神戸＝出雲 
神戸 FDA817 

出雲 FDA816 

神戸＝高知 
神戸 FDA821、FDA827 

高知 FDA822、FDA828 

 

 

 



【その他路線】  
 

対象路線 出発地 対象便 運休・減便期間 

札幌（新千歳）＝山形 

札幌（新千歳） FDA603 

5/18（月）～5/31(日) 

山形 FDA602 

仙台＝出雲 
仙台 FDA703 

5/18（月）～5/31(日) 
出雲 FDA702 

 

 

 

■ 6 月 1 日(月)～6 月 11 日(木) の運休便・減便 
 

【静岡空港発着路線】 
 

対象路線 出発地 対象便 運休・減便期間 

静岡＝札幌(丘珠) 

静岡 FDA173 

6/1（月）～6/11(木) 

札幌(丘珠) FDA174 

静岡＝出雲 

静岡 FDA181 

出雲 FDA188 

静岡＝北九州 

静岡 FDA193 

北九州 FDA196 

静岡＝福岡 

静岡 FDA141、FDA149 

福岡 FDA142、FDA150 

静岡＝鹿児島 

静岡 FDA133 

鹿児島 FDA134 

 

 

【松本空港発着路線】  
 

対象路線 出発地 対象便 運休・減便期間 

松本＝神戸 

松本 FDA233 

6/1（月）～6/11(木) 

神戸 FDA232 

松本＝福岡 

松本 FDA205 

福岡 FDA204 

松本＝札幌(新千歳) 

松本 FDA211 

札幌(新千歳) FDA212 

 

 



【名古屋（小牧）空港発着路線】 
 

対象路線 出発地 対象便 運休・減便期間 

名古屋(小牧)＝青森 

名古屋（小牧） FDA361、FDA363、FDA365、FDA367

6/1（月）～6/11(木) 

青森 FDA362、FDA364、FDA366、FDA368

名古屋(小牧)＝花巻 

名古屋(小牧) FDA351、FDA355、FDA357 

花巻 FDA352、FDA356、FDA358 

名古屋(小牧)＝山形 

名古屋(小牧) FDA381、FDA383 

山形 FDA382、FDA386 

名古屋(小牧)＝出雲 

名古屋(小牧) 

FDA411 

FDA417 

出雲 

FDA412 

FDA418 

名古屋(小牧)＝高知 

名古屋(小牧) FDA341、FDA347 

高知 FDA342、FDA348 

名古屋(小牧)＝福岡 

名古屋（小牧） FDA301、FDA313、FDA315 

福岡 FDA302、FDA310、FDA314 

名古屋(小牧)＝熊本 

名古屋(小牧) FDA321、FDA325、FDA327 

熊本 FDA322、FDA326、FDA328 

 

 

【神戸空港発着路線】  
 

対象路線 出発地 対象便 運休・減便期間 

神戸＝青森 

神戸 FDA833 

6/1（月）～6/11(木) 

青森 FDA834 

神戸＝松本 
神戸 FDA232 

松本 FDA233 

神戸＝出雲 
神戸 FDA817 

出雲 FDA816 

神戸＝高知 
神戸 FDA821、FDA827 

高知 FDA822、FDA828 

 

 

 



【その他路線】  
 

対象路線 出発地 対象便 運休・減便期間 

札幌（新千歳）＝山形 

札幌（新千歳） FDA603 

6/1（月）～6/11(木) 
山形 FDA602 

仙台＝出雲 
仙台 FDA703 

出雲 FDA702 

 

 

 

■6 月 1 日(月)ご搭乗分からのご予約開始日について 
 

6 月 1 日（月）ご搭乗分からのご予約開始日は、ご搭乗日の 10 日前からとなります。各日のご予約開始日に 

つきましては、以下 URL よりご確認ください。 

 

https://www.fujidream.co.jp/company/press/doc/200513_4.pdf 
 

 

■上記路線以外の路線・便について 
 

当該便にて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の上、払い戻しもしく 

は、上記運休期間以外の当社便ならびにその他交通機関へのお振り替えをさせていただきます。 
 

また、「6 月 12 日（金）～6 月 30 日（火）」の運航につきましては、現在のところ運航の路線や便が確定していな 

いため、引き続き、当該日以降は「一時的にご予約の受付を停止」 させていただきます。 

 

「7 月 1 日(水)以降」につきましては、現在ご予約いただくことは可能ですが、今後の状況によっては運休させて

いただく可能性もございます。 
  

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するとともに、何卒ご理 

解を賜りますようお願い申し上げます。 
 

 

 
 

＜本件に関するお客さまのお問い合わせ窓口＞ 

運休便専用ダイヤル ： 0120-55-0286 営業時間 9：00～19：00 （年中無休） 


