
 

                                         

株式会社フジドリームエアラインズ 
10 月 16 日～31 日の運航路線・運航便について 

2020 年 9 月 29 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:楠瀬 俊一)は、
10 月 16 日(金)～31 日(土)の期間において、一部の路線で運休・減便いたします。 

 

また、当社では空港および機内において、お客さまに安心してご利用いただけるように、引き続き、
細心の注意と様々な取り組みを通して新型コロナウイルスの感染に対する予防措置を講じてまいります。 

 

■ 10 月 16 日(金)～24 日(土)に運航する便について (計画便数 774 便、運航便数 598 便、運航率 77.3％) 

【名古屋(小牧)空港発着路線】 
便名 出発 到着 運航日 便名 出発 到着 運航日

361 7:20 ⇒ 8:40
通常運航

(10/16~24)
362 9:10 ⇒ 10:35

通常運航
(10/16~24)

363 11:00 ⇒ 12:20
通常運航

(10/16~24)
364 12:50 ⇒ 14:15

特定日運航
(10/16,18,22,23)

365 13:55 ⇒ 15:15
特定日運航

(10/16,18,22,23)
366 15:45 ⇒ 17:10

通常運航
(10/16~24)

367 18:05 ⇒ 19:25
通常運航

(10/16~24)
368 19:55 ⇒ 21:20

通常運航
(10/16~24)

351 7:00 ⇒ 8:10
通常運航

(10/16~24)
352 8:40 ⇒ 9:55

通常運航
(10/16~24)

353 9:55 ⇒ 11:05
一部時間変更して運航
(10/16~24)　※注1

354 11:35 ⇒ 12:50
一部時間変更して運航

(10/16,18,20,21,23,24)
※注2

355 14:45 ⇒ 15:55
特定日運航

(10/16,18,20,21,23,24)
356 16:25 ⇒ 17:40

通常運航
(10/16~24)

357 17:10 ⇒ 18:20
通常運航

(10/16~24)
358 18:50 ⇒ 20:05

通常運航
(10/16~24)

381 9:25 ⇒ 10:30
通常運航

(10/16~24)
382 11:00 ⇒ 12:10

通常運航
(10/16~24)

383 11:05 ⇒ 12:10
通常運航

(10/16~24)
386 16:25 ⇒ 17:35

通常運航
(10/16~24)

名古屋(小牧) → 新　　　潟 373 10:45 ⇒ 11:40
通常運航

(10/16~24)
新　　　潟 → 名古屋(小牧) 374 16:50 ⇒ 17:50

通常運航
(10/16~24)

411 7:45 ⇒ 8:45
通常運航

(10/16~24)
412 9:15 ⇒ 10:15

通常運航
(10/16~24)

417 16:50 ⇒ 17:50
通常運航

(10/16~24)
418 18:20 ⇒ 19:20

通常運航
(10/16~24)

341 7:35 ⇒ 8:35
通常運航

(10/16~24)
342 8:25 ⇒ 9:25

一部時間変更して運航
(10/16~24)　※注3

345 11:50 ⇒ 12:50
通常運航

(10/16~24)
346 13:20 ⇒ 14:20

通常運航
(10/16~24)

347 18:25 ⇒ 19:25
通常運航

(10/16~24)
348 19:15 ⇒ 20:15

一部時間変更して運航
(10/16~24)　※注4

※ 注1：10/16、18、23において、『名古屋(小牧)発 【10:35】⇒ 花巻着【11:45】』に時間を変更して運航します。
※ 注2：10/16、18、23において、『花巻発 【12:15】⇒ 名古屋(小牧)着【13:30】』に時間を変更して運航します。
※ 注3：10/16~19、21、23、24において、『高知発 【9:05】⇒ 名古屋(小牧)着【10:05】』に時間を変更して運航します。
※ 注4：10/16~22、24において、『高知発 【19:55】⇒ 名古屋(小牧)着【20:55】』に時間を変更して運航します。

名古屋(小牧)

名古屋(小牧) → 出　　　雲 出　　　雲 → 名古屋(小牧)

名古屋(小牧) → 高　　　知 高　　　知 →

名古屋(小牧)

名古屋(小牧) → 花　　　巻 花　　　巻 → 名古屋(小牧)

名古屋(小牧) → 山　　　形 山　　　形 →

路線 路線

名古屋(小牧) → 青　　　森 青　　　森 → 名古屋(小牧)
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【名古屋(小牧)空港発着路線】（続） 
便名 出発 到着 運航日 便名 出発 到着 運航日

301 7:10 ⇒ 8:35
通常運航

(10/16~24)
302 9:05 ⇒ 10:25

通常運航
(10/16~24)

303 8:30 ⇒ 9:55
特定日運航

(10/16,18,23)
304 10:35 ⇒ 11:55

特定日運航
(10/16,18,23)

305 10:30 ⇒ 11:55
通常運航

(10/16~24)
310 16:55 ⇒ 18:15 運休

313 18:10 ⇒ 19:35
特定日運航
(10/16~23)

312 18:30 ⇒ 19:50
通常運航

(10/16~24)

315 20:05 ⇒ 21:30 運休 314 20:05 ⇒ 21:25
通常運航

(10/16~24)

321 8:00 ⇒ 9:25
通常運航

(10/16~24)
322 10:00 ⇒ 11:20

通常運航
(10/16~24)

325 13:15 ⇒ 14:40
特定日運航
(10/18,21)

326 15:20 ⇒ 16:40
特定日運航
(10/18,21)

327 17:40 ⇒ 19:05
通常運航

(10/16~24)
328 20:00 ⇒ 21:20

通常運航
(10/16~24)

路線 路線

熊　　　本 熊　　　本 → 名古屋(小牧)

名古屋(小牧) → 福　　　岡 福　　　岡 → 名古屋(小牧)

名古屋(小牧) →

 
 
【静岡空港発着路線】  

便名 出発 到着 運航日 便名 出発 到着 運航日

静　　　岡 →  札幌(丘 珠) 173 11:55 ⇒ 13:40
通常運航

(10/16~24)
札幌(丘 珠) → 静　　　岡 174 14:35 ⇒ 16:30

通常運航
(10/16~24)

静　　　岡 → 出　　　雲 181 8:20 ⇒ 9:35
通常運航

(10/16~24)
出　　　雲 → 静　　　岡 188 17:00 ⇒ 18:10

通常運航
(10/16~24)

静　　　岡 → 北　九　州 193 11:30 ⇒ 13:05 運休 北　九　州 → 静　　　岡 196 14:00 ⇒ 15:20 運休

141 7:35 ⇒ 9:20
特定日運航
(10/16,18)

142 9:50 ⇒ 11:15
特定日運航
(10/16,18)

143 9:00 ⇒ 10:45
通常運航

(10/16~24)
144 11:15 ⇒ 12:40

通常運航
(10/16~24)

147 16:15 ⇒ 18:00
通常運航

(10/16~24)
148 18:40 ⇒ 20:05

通常運航
(10/16~24)

149 17:45 ⇒ 19:30
特定日運航

(10/16,20,23,24)
150 20:05 ⇒ 21:30

特定日運航
(10/16,20,23)

静　　　岡 → 鹿　児　島 133 13:15 ⇒ 14:50
特定日運航

(10/17~20,22,24)
鹿　児　島 → 静　　　岡 134 15:20 ⇒ 16:50

特定日運航
(10/17~20,22,24)

静　　　岡

路線 路線

静　　　岡 → 福　　　岡 福　　　岡 →

 
 
【松本空港発着路線】 

便名 出発 到着 運航日 便名 出発 到着 運航日

松　　　本 → 札 幌(新千歳) 211 11:50 ⇒ 13:30
通常運航

(10/16~24)
 札 幌(新千歳) → 松　　　本 212 14:15 ⇒ 15:55

通常運航
(10/16~24)

松　　　本 → 神　　　戸 233 9:55 ⇒ 11:00
通常運航

(10/16~24)
神　　　戸 → 松　　　本 232 10:20 ⇒ 11:20

通常運航
(10/16~24)

205 14:25 ⇒ 16:05
通常運航

(10/16~24)
200 7:55 ⇒ 9:25

通常運航
(10/16~24)

207 16:25 ⇒ 18:05
通常運航

(10/16~24)
204 12:25 ⇒ 13:55

通常運航
(10/16~24)

路線 路線

松　　　本 → 福　　　岡 福　　　岡 → 松　　　本
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【神戸空港発着路線】  
便名 出発 到着 運航日 便名 出発 到着 運航日

神　　　戸 → 青　　　森 833 11:45 ⇒ 13:25
通常運航

(10/16~24)
青　　　森 → 神　　　戸 834 14:10 ⇒ 16:00

通常運航
(10/16~24)

神　　　戸 → 出　　　雲 817 15:30 ⇒ 16:25 運休 出　　　雲 → 神　　　戸 816 14:05 ⇒ 14:55 運休

821 7:05 ⇒ 7:55
特定日運航
(10/20,22)

822 9:05 ⇒ 9:50
特定日運航
(10/20,22)

827 17:55 ⇒ 18:45
特定日運航

(10/23)
828 19:55 ⇒ 20:40

特定日運航
(10/23)

※松本＝神戸路線については、【松本空港 発着路線】をご参照ください。

路線 路線

神　　　戸 → 高　　　知 高　　　知 → 神　　　戸

 
 

【それ以外の路線】  
便名 出発 到着 運航日 便名 出発 到着 運航日

福　　　岡 → 新　　　潟 505 14:40 ⇒ 16:20
通常運航

(10/16~24)
新　　　潟 → 福　　　岡 504 12:10 ⇒ 14:05

通常運航
(10/16~24)

札 幌(新千歳) → 山　　　形 603 14:40 ⇒ 15:55
特定日運航

(10/17,19~24)
山　　　形 → 札 幌(新千歳) 602 12:40 ⇒ 14:00

特定日運航
(10/17,19~24)

仙　　　台 → 出　　　雲 703 12:00 ⇒ 13:35
特定日運航
(10/20,22)

出　　　雲 → 仙　　　台 702 10:05 ⇒ 11:30
特定日運航
(10/20,22)

路線 路線

 
 

 

■ 10 月 25 日(日)～31 日(土)に運航する便について (計画便数 574 便、運航便数 432 便、運航率 75.3％) 

【名古屋(小牧)空港発着路線】 
便名 出発 到着 運航日 便名 出発 到着 運航日

361 7:40 ⇒ 9:00
通常運航

(10/25~31)
362 9:35 ⇒ 11:05

通常運航
(10/25~31)

363 10:30 ⇒ 11:50
通常運航

(10/25~31)
364 14:00 ⇒ 15:30

通常運航
(10/25~31)

367 16:45 ⇒ 18:05
通常運航

(10/25~31)
368 18:45 ⇒ 20:15

通常運航
(10/25~31)

351 7:15 ⇒ 8:25
通常運航

(10/25~31)
352 9:00 ⇒ 10:25

通常運航
(10/25~31)

353 10:50 ⇒ 12:00
通常運航

(10/25~31)
354 12:35 ⇒ 14:00

特定日運航
(10/25,27~29,31)

355 14:35 ⇒ 15:45
特定日運航

(10/25,27~29,31)
356 16:20 ⇒ 17:45

通常運航
(10/25~31)

357 16:55 ⇒ 18:05
通常運航

(10/25~31)
358 18:40 ⇒ 20:05

通常運航
(10/25~31)

381 9:10 ⇒ 10:15
通常運航

(10/25~31)
382 10:55 ⇒ 12:10

通常運航
(10/25~31)

383 11:40 ⇒ 12:45
通常運航

(10/25~31)
386 17:05 ⇒ 18:20

通常運航
(10/25~31)

名古屋(小牧) → 新　　　潟 373 11:00 ⇒ 11:55
通常運航

(10/25~31)
新　　　潟 → 名古屋(小牧) 374 17:25 ⇒ 18:25

通常運航
(10/25~31)

411 7:50 ⇒ 8:55
通常運航

(10/25~31)
412 9:25 ⇒ 10:20

通常運航
(10/25~31)

417 16:35 ⇒ 17:40
通常運航

(10/25~31)
418 18:10 ⇒ 19:05

通常運航
(10/25~31)

路線 路線

名古屋(小牧) → 青　　　森 青　　　森 → 名古屋(小牧)

名古屋(小牧)

名古屋(小牧) → 花　　　巻 花　　　巻 → 名古屋(小牧)

名古屋(小牧) → 山　　　形 山　　　形 →

名古屋(小牧) → 出　　　雲 出　　　雲 → 名古屋(小牧)
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【名古屋(小牧)空港発着路線】（続） 
便名 出発 到着 運航日 便名 出発 到着 運航日

341 7:25 ⇒ 8:30
通常運航

(10/25~31)
342 9:00 ⇒ 10:00

通常運航
(10/25~31)

345 12:05 ⇒ 13:10
通常運航

(10/25~31)
346 13:40 ⇒ 14:40

通常運航
(10/25~31)

347 18:20 ⇒ 19:25
通常運航

(10/25~31)
348 19:55 ⇒ 20:55

通常運航
(10/25~31)

301 7:05 ⇒ 8:40
通常運航

(10/25~31)
302 10:00 ⇒ 11:20

通常運航
(10/25~31)

303 8:40 ⇒ 10:15
通常運航

(10/25~31)
306 13:55 ⇒ 15:15

特定日運航
(10/25,29)

305 11:50 ⇒ 13:25
特定日運航
(10/25,29)

308 15:55 ⇒ 17:15
通常運航

(10/25~31)

313 17:45 ⇒ 19:20
通常運航

(10/25~31)
312 18:45 ⇒ 20:05

特定日運航
(10/30)

315 19:55 ⇒ 21:30
特定日運航

(10/30)
314 20:10 ⇒ 21:30

通常運航
(10/25~31)

321 8:05 ⇒ 9:35
通常運航

(10/25~31)
322 10:15 ⇒ 11:35

通常運航
(10/25~31)

325 12:40 ⇒ 14:10
特定日運航
(10/29,30)

326 14:50 ⇒ 16:10
特定日運航
(10/29,30)

327 17:55 ⇒ 19:25
通常運航

(10/25~31)
328 20:05 ⇒ 21:25

通常運航
(10/25~31)

路線 路線

名古屋(小牧) → 熊　　　本 熊　　　本 → 名古屋(小牧)

名古屋(小牧) → 福　　　岡 福　　　岡 → 名古屋(小牧)

名古屋(小牧) → 高　　　知 高　　　知 → 名古屋(小牧)

 
 

【静岡空港発着路線】  
便名 出発 到着 運航日 便名 出発 到着 運航日

静　　　岡 → 出　　　雲 181 8:25 ⇒ 9:50
通常運航

(10/25~31)
出　　　雲 → 静　　　岡 188 17:25 ⇒ 18:35

通常運航
(10/25~31)

静　　　岡 → 北　九　州 193 11:20 ⇒ 13:00 運休 北　九　州 → 静　　　岡 194 13:45 ⇒ 15:00 運休

141 7:35 ⇒ 9:30
特定日運航

(10/25,27,29)
142 9:15 ⇒ 10:40

特定日運航
(10/25,27,29)

143 9:00 ⇒ 10:55
通常運航

(10/25~31)
144 11:25 ⇒ 12:50

通常運航
(10/25~31)

147 15:35 ⇒ 17:30
通常運航

(10/25~31)
148 18:00 ⇒ 19:25

通常運航
(10/25~31)

149 17:40 ⇒ 19:35
特定日運航
(10/27,29)

150 19:50 ⇒ 21:15
特定日運航
(10/27,29)

静　　　岡 → 鹿　児　島 133 13:25 ⇒ 15:10
特定日運航

(10/25,28,30)
鹿　児　島 → 静　　　岡 134 15:40 ⇒ 17:05

特定日運航
(10/25,28,30)

路線 路線

静　　　岡 → 福　　　岡 福　　　岡 → 静　　　岡

 
 

【松本空港発着路線】 
便名 出発 到着 運航日 便名 出発 到着 運航日

松　　　本 → 札 幌(新千歳) 211 11:35 ⇒ 13:10
通常運航

(10/25~31)
 札 幌(新千歳) → 松　　　本 212 14:00 ⇒ 15:50

通常運航
(10/25~31)

松　　　本 → 神　　　戸 233 9:50 ⇒ 10:55
通常運航

(10/25~31)
神　　　戸 → 松　　　本 232 10:00 ⇒ 11:00

通常運航
(10/25~31)

205 12:45 ⇒ 14:35
通常運航

(10/25~31)
200 7:50 ⇒ 9:15

通常運航
(10/25~31)

207 16:25 ⇒ 18:15
通常運航

(10/25~31)
202 10:45 ⇒ 12:10

通常運航
(10/25~31)

路線 路線

松　　　本 → 福　　　岡 福　　　岡 → 松　　　本
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【神戸空港発着路線】 
便名 出発 到着 運航日 便名 出発 到着 運航日

神　　　戸 → 青　　　森 833 11:45 ⇒ 13:20
通常運航

(10/25~31)
青　　　森 → 神　　　戸 834 12:25 ⇒ 14:15

通常運航
(10/25~31)

神　　　戸 → 出　　　雲 817 16:00 ⇒ 16:55 運休 出　　　雲 → 神　　　戸 816 14:40 ⇒ 15:30 運休

821 7:25 ⇒ 8:10
特定日運航

(10/25)
822 8:40 ⇒ 9:25

特定日運航
(10/25)

827 18:00 ⇒ 18:45
特定日運航

(10/26)
828 19:15 ⇒ 20:00

特定日運航
(10/26)

※松本＝神戸路線については、【松本空港 発着路線】をご参照ください。

路線 路線

神　　　戸 → 高　　　知 高　　　知 → 神　　　戸

 
 

【それ以外の路線】 
便名 出発 到着 運航日 便名 出発 到着 運航日

福　　　岡 → 新　　　潟 505 15:10 ⇒ 16:50
通常運航

(10/25~31)
新　　　潟 → 福　　　岡 504 12:55 ⇒ 15:00

通常運航
(10/25~31)

札 幌(新千歳) → 山　　　形 603 15:10 ⇒ 16:30 運休 山　　　形 → 札 幌(新千歳) 602 13:20 ⇒ 14:35 運休

仙　　　台 → 出　　　雲 703 12:15 ⇒ 14:10 運休 出　　　雲 → 仙　　　台 702 10:20 ⇒ 11:45 運休

路線 路線

 
 

運休・減便の対象便にご予約を頂戴しておりましたお客さまには、当社よりメールまたはお電話 
にてご連絡させて頂いた上で、お振替えをさせていただきます。 
 

また、「11 月 1 日(日)以降」の運航便につきましては、現在ご予約いただくことはできますが、   
今後の状況によっては運休・減便させていただく可能性もございます。運航便が確定次第、「10 月中
旬」を目途に改めてご案内させていただきます。 

 

ご不便をおかけしますことを慎んでお詫びいたしますとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い
申し上げます。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。 
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＜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 


