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～定期便への導入は約2年4か月ぶり～

エアバスA380 FLYING HONUが成田＝ホノルル線に復活します！

記載の情報は、2022年5月10日時点の情報に基づきます。最新の情報はANAのウェブサイトでご確認ください。

2022.5 INTERNATIONAL

画面が
赤色「SUITE DINING」 ＆「お食事オーダーシステム」提供開始について

ANAは、4月27日（水）より、羽田空港・成田空港 国際線 ANA SUITE LOUNGEにて、時間帯により提供内容が変わるセット
形式の新たなお食事サービス「SUITE DINING」の提供を開始しております。 また、お席からお客様ご自身のスマートフォンなどを用いて、
お食事をご注文できる「お食事オーダーシステム」を成田空港*にも展開しております。*成田空港でのご利用はシステム調整のため一時停止中です。

INTERNATIONAL

【SUITE DINING】

洋食メニューの一例
ANAオリジナルビーフハンバーグ
ステーキセット

ビュッフェやヌードルバーカウンターで提供している
従来のお食事メニューに加え、季節や時間帯に
よって異なる和食・洋食メニューの提供を開始します。
※DINING hやシェフサービスは停止いたします。

◆提供メニューと時間帯について

オープン～11:00 和食・洋食の朝食メニュー
11:00以降 和食・洋食の昼夕食メニュー

和食メニューの一例
鮭の塩焼きセット

【新アラカルトメニュー】

◆提供時間：終日

おからとこんにゃく由来のDeatsかつを使用した
肉不使用のヘルシーかつバーガーの提供を開始します。

機内の軽食メニューで好評！

【お食事オーダーシステム概要】

対象空港ラウンジ
羽田空港・成田空港
ANA SUITE LOUNGE

対象メニュー
SUITE DINING、
アラカルトメニュー、麺類、

カレー、アレルギー対応食等

羽田空港・成田空港
ANA LOUNGE 

麺類、カレー、
アレルギー対応食、
ハラール対応食

【羽田空港 】ANA SUITE LOUNGE、ANA LOUNGE 
第3ターミナル 5:00～ANA運航最終便出発まで

【成田空港 】ANA SUITE LOUNGE、ANA LOUNGE 
第5サテライト 7:00～第5サテライト出発の最終便出発まで

提供時間

【オーダーの流れ】

① ご自身の端末で、ラウンジWi-Fiに接続し、テーブルに設置された
二次元コードを読み取る。

② メニュー一覧から、お好きなお食事を選択、カートに追加。
③ SMS受信用の電話番号を入力し注文。お食事の準備が完了したら、

SMSにて通知が届く。
④ ヌードルバーカウンターにてお食事を受け取る。

この度2022年7月1日～10月29日までのサマーダイヤ期間中、成田=ホノルル線の合計週2往復をエアバスA380型機
(FLYING HONU)にて運航します。スケジュール、機材等の詳細は、以下ご覧ください。 ※スケジュール、機材は変更となる場合がございます。

路線 成田=ホノルル

便名、
ダイヤ(現地時間)

【NH184】 成田 20：10 ⇒ ホノルル 8：45
【NH183】 ホノルル 11：35 ⇒ 成田 14：50(翌日) 

運航期間、
運航曜日

運航期間：2022年7月1日(金)~10月29日(土)
運航曜日：金曜日、土曜日

使用機材
エアバス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)

◆羽田＝ホノルル線についても、5月末より増便します！スケジュール、機材等の詳細は、以下ご覧ください。

※メニューの詳細はホームページをご覧ください。
※提供時間は予告なく変更する場合がございます。

「お食事オーダー
システム」より
ご注文頂けます。

※画像はすべてイメージです。

月 路線、便名、ダイヤ(現地時間) 運航期間、曜日および増便日 使用機材

5月
6月

【NH186】 羽田 21：55 ⇒ホノルル 10：15 
【NH185】 ホノルル 13：50 ⇒ 羽田 17：25

(翌日)

運航期間：2022年5月28日(日)~6月30日(木)
運航曜日：週4往復 (月、金、土、日) 
※増便曜日 往復：土

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)

※5月29日、30日は
B787-8型機(184席)

7月
【NH186】 羽田 21：55 ⇒ホノルル 10：30 
【NH185】 ホノルル 14：10 ⇒ 羽田 17：25

(翌日)

運航期間：2022年7月1日(金)~10月29日(土)
運航曜日：週5往復 (月、火、水、木、日、)
※運航曜日変更、増便曜日 往復：火、水、木

◆ハワイ特設サイト
の開設について

「FLYING HONU」の運航スケジュールや、機内サービスなどの魅力をご紹介するとともに、ハワイ出入国に関する
情報などをワンストップでお届けします。 https://www.ana.co.jp/ja/jp/international/promotions/a380/

https://www.ana.co.jp/ja/jp/international/promotions/a380/
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う各国における出入国規制や検疫体制、需要動向等を踏まえ、2022年5月15日から
2022年6月30日までの国際線運航計画および追加分をご案内いたします。

運休・減便に伴い、ご利用のお客様にはご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

* これらの計画は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、運航機材が変更となる可能性があります。

記載の情報は、2022年5月10日時点の情報に基づきます。最新の情報はANAのウェブサイトでご確認ください。

【2022年5月15日~6月30日までの運航計画 以前からの運航継続路線】

エリア 都市 路線 運航予定便数 前月との変化 備考

北米

ワシントンD.C. 成田＝ワシントン D.C. 4便/週 往路（月・火・木・土）3便/週 復路（水・金・日） 継続 ＊1

シアトル 成田＝シアトル 2往復/週（木・土） 継続 ~6/4

サンフランシスコ
成田＝サンフランシスコ 5往復/週（月・火・水・木・土） 継続 ~6/2

羽田＝サンフランシスコ 3便/週 往路（火・金・日）復路（月・水・土） 継続 往路～5/31、復路~6/1

ニューヨーク 羽田＝ニューヨーク 7往復/週 継続

シカゴ 成田＝シカゴ 7往復/週 継続 ＊1

ヒューストン 成田＝ヒューストン 4便/週 往路（月・火・木・土）3便/週 復路（水・金・日） 継続 ＊1

バンクーバー 成田＝バンクーバー 3往復/週（月・水・土） 継続

ロサンゼルス
成田＝ロサンゼルス 7往復/週 継続

羽田＝ロサンゼルス 7往復/週 継続 ＊1

メキシコシティ 成田＝メキシコシティ 7往復/週 継続 ＊1

ホノルル 羽田＝ホノルル 3往復/週（月・金・日） 継続 ~5/27

中国

深圳 成田＝深圳 1往復/週（月） 継続

青島 成田＝青島 1往復/週（水） 継続

広州 成田＝広州 1往復/週（水） 継続

上海 成田＝浦東 1往復/週（日） 継続

杭州 成田＝杭州 1往復/週（木） 継続

アジア
・

オセアニア

台北 羽田＝松山 1往復/週（金） 継続

バンコク
成田＝バンコク 7往復/週 継続 ＊1

羽田＝バンコク 7往復/週 継続

ハノイ 成田＝ハノイ 7往復/週 継続

ホーチミンシティ
成田＝ホーチミンシティ 7往復/週 継続 ＊1

羽田＝ホーチミンシティ 5往復/週（水・木・金・土・日） 継続 ～5/22

ジャカルタ
成田＝ジャカルタ 7往復/週 継続 ＊1

羽田＝ジャカルタ 3往復/週 （火・木・日） 継続

ムンバイ 成田＝ムンバイ 3往復/週（火・木・土） 継続

シンガポール
成田＝シンガポール 5便/週 往路（月・水・金・土・日）復路（月・火・木・土・日） 継続

羽田＝シンガポール 2往復/週（木・日） 継続

クアラルンプール 成田＝クアラルンプール 4便/週 往路（火・水・金・日）復路（月・水・木・土） 継続 往路～6/12、復路~6/13

マニラ
成田＝マニラ 7往復/週 継続 ＊1

羽田＝マニラ 7往復/週 継続

シドニー 羽田＝シドニー 5便/週 往路（月・水・木・土・日）復路（月・火・木・金・日） 継続 ＊1

【増便 & 減便 路線】

エリア 都市 路線 運航予定便数 前月との変化 備考

北米

シアトル 成田＝シアトル 4往復/週（火・木・土・日） 増便 6/5~

サンフランシスコ
成田＝サンフランシスコ 7往復/週 増便 6/3~

羽田＝サンフランシスコ 5便/週 往路（火・水・金・土・日）復路（月・水・木・土・日） 増便 往路6/1~、復路6/2~

ホノルル 羽田＝ホノルル 4往復/週（月・金・土・日） 増便 5/28~

欧州

ロンドン 羽田＝ロンドン 3往復/週（水・金・日） 増便 6/1~ 復路6/1は運休、6/2は運航

パリ 羽田＝パリ - 減便 運休 6/1~

フランクフルト 羽田＝フランクフルト
7往復/週 往路 2往復/週 復路（月・土）(NH203/204) 減便 6/1~

2往復/週 往路（月・土）7往復/週 復路 (NH223/224) 減便 6/1~

ブリュッセル 成田＝ブリュッセル 2往復/週（水・土） 増便 6/1~

アジア

香港 成田＝香港 3便/週 往路（火・金・日）復路（月・水・土） 増便 往路5/15~、復路5/16~

デリー 羽田＝デリー 4往復/週（月・水・金・日） 増便 5/15~

ホーチミンシティ 羽田＝ホーチミンシティ 7往復/週 増便 5/23~

クアラルンプール 成田=クアラルンプール 5便/週 往路（月・火・水・金・日）復路（月・火・水・木・土） 増便 往路6/13~、復路6/14~

＊1：復路対象期間は2022/5/16-2022/7/1となります。
＊2：ヨーロッパ路線における5月31日までの最新の運航状況については、

ANAホームページにてご確認下さい。
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う各国における出入国規制や検疫体制、需要動向等を踏まえ、2022年7月1日から
2022年10月29日までの国際線運航計画をご案内いたします。

運休・減便に伴い、ご利用のお客様にはご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

* これらの計画は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、運航機材が変更となる可能性があります。

記載の情報は、2022年5月17日時点の情報に基づきます。最新の情報はANAのウェブサイトでご確認ください。

【2022年7月1日~10月29日までの運航計画以前からの運航継続路線】

＊1：海外発便は実施期間の開始日と終了日が翌日となります。
＊2：運航便の調整次第、別途ご案内いたします。

エリア 都市 路線 運航予定便数 前月との変化 備考

北米

ワシントンD.C. 成田＝ワシントン D.C. 4便/週 往路（月・火・木・土）3便/週 復路（水・金・日） 継続

シアトル 成田＝シアトル 4往復/週（火・木・土・日） 継続

サンフランシスコ
成田＝サンフランシスコ 7往復/週 継続

羽田＝サンフランシスコ 5便/週 往路（火・水・金・土・日）復路（月・水・木・土・日） 継続 ＊1

ニューヨーク 羽田＝ニューヨーク 7往復/週 継続

シカゴ 成田＝シカゴ 7往復/週 継続 ＊1

ヒューストン 成田＝ヒューストン 4便/週 往路（月・火・木・土）3便/週 復路（水・金・日） 継続

バンクーバー 成田＝バンクーバー 3往復/週（月・水・土） 継続

ロサンゼルス
成田＝ロサンゼルス 7往復/週 継続

羽田＝ロサンゼルス 7往復/週(NH106/105) 継続 ＊1

メキシコシティ 成田＝メキシコシティ 7往復/週 継続 ＊1

中国

深圳 成田＝深圳 1往復/週（月） 継続

青島 成田＝青島 1往復/週（水） 継続

広州 成田＝広州 1往復/週（水） 継続

上海 成田＝浦東 1往復/週（日） 継続

杭州 成田＝杭州 1往復/週（木） 継続

アジア

台北 羽田＝松山 1往復/週（金） 継続

香港 成田＝香港 3便/週 往路（火・金・日）復路（月・水・土） 継続

バンコク
成田＝バンコク 7往復/週 継続 ＊1

羽田＝バンコク 7往復/週 (NH847/850) 継続

ハノイ 成田＝ハノイ 7往復/週 継続

ホーチミンシティ
成田＝ホーチミンシティ 7往復/週 継続 ＊1

羽田＝ホーチミンシティ 7往復/週 継続

ジャカルタ 成田＝ジャカルタ 7往復/週 継続 ＊1

ムンバイ 成田＝ムンバイ 3往復/週（火・木・土） 継続

デリー 羽田＝デリー 4往復/週（月・水・金・日） 継続

マニラ
成田＝マニラ 7往復/週 継続 ＊1

羽田＝マニラ 7往復/週 継続

【増便、臨時便、調整中 路線】

エリア 都市 路線 運航予定便数 前月との変化 備考

北米

シカゴ シカゴ＝関西 - 臨時便 6/18運航

ロサンゼルス 羽田＝ロサンゼルス 3往復/週（火・木・金) (NH126/125) 増便

ホノルル
成田＝ホノルル 2往復/週（金・土） 増便

羽田＝ホノルル 5往復/週（月・火・水・木・日） 増便

欧州

ロンドン 羽田＝ロンドン - 調整中 ＊2

パリ 羽田＝パリ - 調整中 ＊2

フランクフルト 羽田＝フランクフルト - 調整中 ＊2

ミュンヘン 羽田＝ミュンヘン - 調整中 ＊2

ブリュッセル 成田＝ブリュッセル - 調整中 ＊2

ウィーン 羽田＝ウィーン - 調整中 ＊2

アジア
・

オセアニア

バンコク 羽田＝バンコク 3往復/週（火・金・土）(NH849/848) 増便

シンガポール
成田＝シンガポール 7往復/週 増便 ＊1

羽田＝シンガポール 5往復/週（月・木・金・土・日） 増便

ジャカルタ 羽田＝ジャカルタ - 調整中

クアラルンプール 成田=クアラルンプール 7往復/週 増便 ＊1

シドニー 羽田＝シドニー 7往復/週 増便 ＊1


