
2022.01.01 ～ 2022.01.31　　運航予定スケジュール表(中国発)

成田向け 成田向け

便名 運行日 出発時刻 到着時刻 特記事項 便名 出発時刻 到着時刻 特記事項

火，水，木，金，土，日 2:25 6:15 NH960 (旅客便) ※ 17:25 21:15 欠航×1/1-3
NH928 (旅客便) 水 15:30 19:30 NH8404 (貨物便) 5:25 9:05
YG9125 (貨物便) 火，金，土 10:00 14:20 NH8518 (貨物便) 4:20 8:00
YG9023 (貨物便)　※煙台発 火，水，木，金，土，日 9:30 14:35 欠航×1/1-2 4:10 7:50

3:40 7:20
関空向け NH8434 (貨物便) 13:15 17:05

便名 運行日 出発時刻 到着時刻 JL876 (旅客便) ※ 14:00 18:05
YG9127/9031 (貨物便) 火，水，木，金，土 2:00 5:30 欠航×1/1,5 KZ228 (貨物便) 5:20 9:10
YG9035 (貨物便)　※煙台発 火，水，木，金，土，日 1:30 6:00 欠航×1/1-2 KZ226 (貨物便) 17:45 21:35
HT3811 (貨物便)　※威海発 火，水，木，金，土 2:10 10:55 欠航×1/1-2 CK241 (貨物便) 4:00 7:30

CK253 (貨物便) 4:15 8:10
中部向け 5X109 (貨物便) 16:35/18:00 20:40/22:00 ※クーリエ貨物優先

便名 運行日 出発時刻 到着時刻 CA1073 (貨物便) 5:55 9:40
KE862⇒仁川経由 火，水，木，金，土，日 14:55 17:25(仁川) CA929 (旅客便) 11:00 14:35

仁川⇒KE741 (旅客便) 水，土，日 8:10(仁川) 10:00 3U3803 (貨物便)　※南通発 9:55 12:40
NH8506 (貨物便) *成田転送 火，水，木，金，土，日 2:25 翌日AM
YG9125 (貨物便) *成田転送 火，金，土 10:00 要確認 羽田向け

YG9127 (貨物便) *関空転送 火，水，木，金，土 2:00 要確認 便名 出発時刻 到着時刻

NH968 (旅客便) 2:50 6:30
JL86 (旅客便) 16:05 20:10

関空向け

便名 出発時刻 到着時刻

成田向け CK247 (貨物便) 19:00 21:40
便名 運行日 出発時刻 到着時刻 5X105 (貨物便) 19:00 22:10 ※クーリエ貨物優先

NH8502 (貨物便) 火，水，木，金，土 16:15 20:10 CA1063 (貨物便) 20:45 23:50
NH904 (旅客便) 日 14:00 17:55 CA1061 (貨物便) 20:45 23:50
JL820 (旅客便) 毎日 13:00 16:40 CA8437 (貨物便) 20:45 23:50

MU7505/7515 (貨物便) -- --
関空向け(成田からの転送のみ) 3U3879 (貨物便)　※南通発 18:50 21:50
便名 運行日 出発時刻 到着時刻

NH8502 (貨物便) 火，水，木，金，土 16:15 翌日昼 中部向け(成田/羽田経由便)
NH904 (旅客便) 月，日 14:00 翌日昼 便名 出発時刻 到着時刻

JL820 (旅客便) 毎日 13:00 翌日昼 NH(※↓), KZ, CK便 -- 翌日AM
※NH960 / JL876 -- 翌々日AM

中部向け(成田からの転送のみ)

便名 運行日 出発時刻 到着時刻 *中部向け*関空経由便 中部空港到着予定日早見表　※状況により曜日がずれる可能性もございます※

NH8502 (貨物便) 火，水，木，金，土 16:15 翌日AM 便名 上海発 中部着 上海発 中部着 上海発 中部着

NH904 (旅客便) 月，日 14:00 翌日AM CK247 (貨物便) 木，土 日 火，水

JL820 (旅客便) 毎日 13:00 翌日AM 5X105 (貨物便) 金 月，火 水，木

CA1063 (貨物便) 木，土 -- 火

CA1061 (貨物便) 金 -- 水

CA8437 (貨物便) -- 月 --

月曜 水曜 金曜

月

不定期

火，木，土

運行日 (上海発AIR)
--

毎日

大連発
運行日

火，水，木，土，日

月，火，水，木，金

火，木，土

水，金

※遅延，キャンセル多発
木

木，土

運行日

火，水，木，金，日

毎日

月，日

火

火，水，木，金，土，日

水，金，土

月

火，水，木，金，土 / 日

毎日

!! 黒塗り白文字のフライトは現時点(12/28)でキャンセルされているフライトです !!

青島/威海/済南/煙台発 上海/南通発　　※現状不安定｜状況が常に変わる為、個別でお問い合わせください。※

運行日

NH8506 (貨物便) 欠航×1/2,4 毎日

月

火，水，金，土，日

NH8432 (貨物便) 月，水，木，土

火，金，日

月，火，水，金，土
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