
・関係当局の認可を前提としています。 ・当日の運航状況により、ダイヤ・運航機材などが変更となる可能性があります。

A380(FLYING HONU)運航決定
ANAインフォメーション 国際線

【ハワイへの入島条件・日本への入国制限に関して】

・日本に入国するすべてのお客様（日本国籍のお客様を含む）は、有効な検査証明書を提出できない場合、日本への上陸が
認められません。搭乗手続き時に有効な検査証明書を確認できない場合は、日本政府の指示により、搭乗をお断りさせていただきます。
厚生労働省ホームページ上に検査証明書のフォーマットがございますので、ご確認の上ご用意ください。
・日本に帰国された際には健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所（自宅など）で帰国の次の日から起算して
14日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関の使用をお控えください。
到着同日に国際線から国内線の乗り継ぎはできませんのでご注意ください。
・詳細また最新の情報については、ハワイ州ホームページ及び厚生労働省ホームページをご覧ください。

（ハワイ州HP）（厚生労働省HP ）

2021年8月成田=ホノルル線の合計2往復をエアバスA380型機にて運航致します。
また、羽田=ホノルル線についても、週2往復運航中です！

【成田＝ホノルル線、羽田=ホノルル線 フライトスケジュール】

出発前までにハワイ州セーフトラベルズ
プログラム（Safe Travels Program）
の事前登録。

・2021年4月26日以降、ANA便に搭乗するお客様は、事前検疫審査（プリクリアランス）をご利用いただけます。
羽田空港にて搭乗手続きをする際に、ANAスタッフが事前に必要な書類審査を実施することで、ハワイご到着時、ハワイ州検疫係員
による自己隔離免除のための手続きが不要となります
※成田空港ご出発のお客様についても、8月ご搭乗の際には事前検疫審査（プリクリアランス）をご利用頂けるようになります。

ESTAの取得。ハワイ州保健局が指定する
陰性証明書（英語）の取得。

ハワイ入国時、出発72時間以内にハワイ州保健局指定の医療機関にて、新型コロナウイルス感染症の検査を受診し、
取得した陰性証明書を持参した場合は、10日間自己隔離の免除の対象となります。

路線、便名 運航日 使用機材

成田 20：10 ⇒ ホノルル 8：45
【NH184】 2021年8月9日(月)、13日(金)

 ホノルル 11：35 ⇒ 成田 14：50(翌日)
【NH183】 2021年8月10日(火)、14日(土)

羽田 21:55 ⇒ ホノルル 10:30
【NH186】

 ホノルル 14：10 ⇒ 羽田 17：25(翌日)
【NH185】

2021年6月～9月については、週2往復、以下の曜日にて運航致します。
羽田発：月・金曜日

　　ホノルル発：火・土曜日
※詳しい運航日については、ANAホームページよりご確認ください。

B787-9型機
246席仕様

A380型機
520席仕様

ANA A380を利用するハワイ旅行のご相談はこちらまで。 TEL:050-3774-1905 メール:osaka-kaigai@wbf.co.jp

tel:050-3774-1905

Sheet1

				路線 ロセン		成田＝ムンバイ ナリタ

				運航日 ウンコウ ビ		①往路5/12(水)-復路5/13(木)、②往路5/26(水)-復路5/27(木) スイ モク スイ モク

				ダイヤ
(現地時間) ゲンチ ジカン		            NH829 成田      11:00 ⇒ ムンバイ 17:35
　　     　NH830 ムンバイ 19:40 ⇒ 成田      07:35(翌日) ナリタ ナリタ ヨクジツ







				使用機材 シヨウ キザイ		B787-9型機 246席仕様
(ビジネスクラス：40席、プレミアムエコノミー：14席、エコノミークラス：192席) ガタ キ シヨウ セキ セキ セキ



				路線 ロセン		羽田＝デリー ハネダ

				対象期間 タイショウ キカン		2021年6月1日(水)~6月30日(水)  ネン ガツ ニチ スイ ガツ ニチ スイ

				運航予定 ウンコウ ヨテイ		2往復/週 往路(木・日)  復路(金・月) オウフク シュウ オウロ モク ニチ フクロ キン ゲツ

				ダイヤ
(現地時間) ゲンチ ジカン		変更前 ヘンコウ マエ						変更後 ヘンコウ ゴ

						   NH837 HND  9:40 ⇒ DEL 15:55 
   NH838 DEL 18:00 ⇒ HND 05:55(翌日) ヨクジツ						   NH837 HND 10:50 ⇒ DEL 17:05 
   NH838 DEL 18:50 ⇒ HND 06:45(翌日)







				使用機材 シヨウ キザイ		B787-9型機 246席仕様
(ビジネスクラス：40席、プレミアムエコノミー：14席、エコノミークラス：192席) ガタ キ シヨウ セキ セキ セキ



				路線 ロセン		シカゴ＝関西 カンサイ						サンフランシスコ=関西 カンサイ

				運航日 ウンコウ ビ		reserved-44345x1F						reserved-44359x1F

				ダイヤ
(現地時間)		　NH1935 シカゴ  12:45 ⇒ 関西 16:35(翌日)  カンサイ						　NH1915 サンフランシスコ  13:20 ⇒ 関西 17:10(翌日) カンサイ



				使用機材 シヨウ キザイ		B777-300ER型機 212席仕様
(ファーストクラス：8席、ビジネスクラス：64席、プレミアムエコノミー：24席、エコノミークラス：116席) ガタ キ シヨウ セキ セキ セキ セキ



				路線 ロセン		成田＝ホノルル ナリタ

				便名 ビンメイ		NH184						NH183

				運航日 ウンコウ ビ		2021年8月9日(月)、13日(金) ネン ガツ ニチ ゲツ ニチ キン						2021年8月10日(火)、14日(土) ネン ガツ ニチ ヒ ニチ ド

				ダイヤ		  　     成田 20：10 ⇒ ホノルル 8：45						     ホノルル 11：35 ⇒ 成田 14：50(翌日)



				使用機材 シヨウ キザイ		A380型機 520席仕様
(ファーストクラス：8席、ビジネスクラス：56席、プレミアムエコノミー：73席、エコノミークラス：383席) ガタ キ シヨウ セキ セキ セキ セキ





				路線、便名 ロセン ビンメイ		運航日 ウンコウ ビ		使用機材 シヨウ キザイ

				成田 20：10 ⇒ ホノルル 8：45【NH184】		2021年8月9日(月)、13日(金) ゲツ キン		A380型機 
520席仕様

				 ホノルル 11：35 ⇒ 成田 14：50(翌日)
【NH183】		2021年8月10日(火)、14日(土) ヒ ド

				羽田 21:55 ⇒ ホノルル 10:30
【NH186】 ハネダ		
2021年6月～9月については、週2往復、以下の曜日にて運航致します。
羽田発：月・金曜日
　　ホノルル発：火・土曜日
※詳しい運航日については、ANAホームページよりご確認ください。
 ガツ ガツ シュウ オウフク イカ ヨウビ ウンコウ イタ ハネダ ハツ ゲツ キンヨウビ ハツ ヒ ドヨウ ビ クワ ウンコウ ビ カクニン		B787-9型機246席仕様 ガタキ

				 ホノルル 14：10 ⇒ 羽田 17：25(翌日)
【NH185】 ハネダ



羽田=デリー

チェンナイ

ムンバイ
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路線成田=チェンナイ


ダイヤ


（現地時間）


                 NH825 成田          11:10　⇒　チェンナイ　17:45


                 NH826 チェンナイ　   20:30　⇒　成田　7:25（翌日）


※毎週、日・水・金曜日運航


※成田空港出発時刻と到着時刻が10/27～11/30は30分、3/1～3/28は10分遅くなります。


使用機材


                                    B787-8型機  169席仕様


（ビジネスクラス：46席、プレミアムエコノミー：21席、エコノミークラス：102席）
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路線


運航日


ダイヤ


(現地時間)


     NH829 成田      11:00 ⇒ ムンバイ 17:35


　　         NH830 ムンバイ 19:40 ⇒ 成田      07:35(翌日)


使用機材


B787-9型機 246席仕様


(ビジネスクラス：40席、プレミアムエコノミー：14席、エコノミークラス：192席)


①往路5/12(水)-復路5/13(木)、②往路5/26(水)-復路5/27(木)


成田＝ムンバイ
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ANAインフォメーション 国際線

ハワイ旅行はA380で。モデルケースご紹介

シート
2019年5月に就航したA380型機／FLYING HONU(フライングホヌ)。
ファーストクラス8席、ビジネスクラス56席、プレミアムエコノミー73席、エコノミークラス383席の520席仕様です。

ANA A380を利用するハワイ旅行のご相談はこちらまで。 TEL:050-3774-1905 メール:osaka-kaigai@wbf.co.jp

tel:050-3774-1905

