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PRESS RELEASE  

報道関係各位 

 

スプリング・ジャパン 2022 冬ダイヤ航空券販売開始  

 

 スプリング・ジャパン株式会社（本社：千葉県成田市、代表取締役社長：米澤 章、以下：スプリング・ジャパン）

は本日 8 月 30 日（火）12 時より、2022 年冬ダイヤ（2022 年 10 月 30 日から 2023 年 3 月 25 日まで）の販

売を開始いたします。同期間中の運賃およびダイヤの詳細につきましてはスプリング・ジャパン公式サイトをご覧ください。  

 

JAL グループの LCC であるスプリング・ジャパンは、安全・安心な空の旅をお手頃な価格で提供してまいります。 

 

<国内線運航スケジュール> 

◆国内線（2022 年 10 月 30 日～2023 年 3 月 25 日）  

 ＊IJ835、IJ836 については 2022 年 10 月 30 日～12 月 31 日 

成田（NRT）– 新千歳（CTS）     新千歳（CTS）– 成田（NRT）  

便名  出発  到着  運航曜日     便名  出発  到着  運航曜日  

IJ831 7:40  9:25 

毎日 

  IJ832 10:10  11:55 

毎日 IJ835 8:45  10:35    IJ836 11:20  13:05 

IJ833 14:45 16:35   IJ834 17:20  19:05 

 

成田（NRT）– 広島（HIJ）    広島（HIJ）– 成田（NRT）  

便名  出発  到着  運航曜日    便名  出発  到着  運航曜日  

IJ621 8:00 9:45 
毎日 

  IJ622 10:30 11:55 
毎日 

IJ623 17:30 19:15  IJ624 20:00 21:25 

  

成田（NRT）– 佐賀（HSG）    佐賀（HSG）– 成田（NRT）  

便名  出発  到着  運航曜日    便名  出発  到着  運航曜日  

IJ701  8:55 11:30 土   IJ702  14:00  15:40  土 

 

＊これらの計画は関係当局の認可を前提としております。 

＊都合により変更となる場合がございますので予めご了承下さい。 

 

 

 

 

https://jp.ch.com/
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<国際線運航スケジュール>  

◆国際線（2022 年 10 月 30 日～2023 年 3 月 25 日） 

成田（NRT）– 天津（TSN）    天津（TSN）– 成田（NRT）  

便名  出発  到着  運航曜日    便名  出発  到着  運航曜日  

IJ253 12:25 15:35 月（隔週）※1  IJ254 16:35 20:50 月（隔週）※1 

※1運航日：10/31、11/14、11/28、12/12、12/26、1/9、1/23、2/6、2/20、3/6、3/20 

 

成田（NRT）– 南京（NKG）  南京（NKG）– 成田（NRT） 

便名 出発 到着 運航曜日  便名 出発 到着 運航曜日 

IJ125 10:35 13:40 金（隔週）※2  IJ126 14:40 18:35 金（隔週）※2 

※2運航日：11/11、11/25、12/9、12/23、1/6、1/20、2/3、2/17、3/3、3/17 

 

＊発着時間はすべて現地時間にて表記しております。 

＊これらの計画は関係当局の認可を前提としております。 

＊都合により変更となる場合がございますので予めご了承下さい。 

 

 

 

報道に関するお問い合わせ先  

スプリング・ジャパン  pr@jp.springairlines.com  

 

mailto:pr@jp.springairlines.com


                                         Vol. 22-25 

   2022 年 8 月 30 日 

 

 

 

SPRING JAPAN 开始销售 2022 年冬春季航班机票  

春秋航空日本株式会社（公司所在地：千叶县成田市，总裁：米泽 章，以下简称：SPRING JAPAN）将于

8 月 30 日中午 12 点（日本时间）开始销售 2022 年冬春季航班机票。详情请参阅 SPRING JAPAN 官方网页

查询该期间内的运价及时刻表。 

 

 

以下为冬春季航班时刻表： 

<国内线时刻表> 

◆国内线（2022 年 10 月 30 日～2023 年 3 月 25 日）  

 ＊IJ835、IJ836 的运行日期为 2022 年 10 月 30 日～12 月 31 日 

成田（NRT）– 新千岁（CTS）     新千岁（CTS）– 成田（NRT）  

航班号   出发时间  到达时间 班期      航班号   出发时间  到达时间 班期   

IJ831 7:40  9:25 

天天班 

  IJ832 10:10  11:55 

天天班 IJ835 8:45  10:35    IJ836 11:20  13:05 

IJ833 14:45 16:35   IJ834 17:20  19:05 

 

成田（NRT）– 广岛（HIJ）    广岛（HIJ）– 成田（NRT）  

航班号   出发时间  到达时间 班期      航班号   出发时间  到达时间 班期   

IJ621 8:00 9:45 
天天班 

  IJ622 10:30 11:55 
天天班 

IJ623 17:30 19:15  IJ624 20:00 21:25 

  

成田（NRT）– 佐贺（HSG）    佐贺（HSG）– 成田（NRT）  

航班号   出发时间  到达时间 班期      航班号   出发时间  到达时间 班期   

IJ701  8:55 11:30 星期六   IJ702  14:00  15:40  星期六 

 

＊该航班计划以通过相关机构认可为前提。 

＊计划可能会根据实际情况进行调整变更。 
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<国际线时刻表>  

◆国际线（2022 年 10 月 30 日～2023 年 3 月 25 日） 

成田（NRT）– 天津（TSN）    天津（TSN）– 成田（NRT）  

航班号   出发时间  到达时间 班期      航班号   出发时间  到达时间 班期   

IJ253 12:25 15:35 星期一（隔周）※1  IJ254 16:35 20:50 星期一（隔周）※1 

※1 運行日：10/31、11/14、11/28、12/12、12/26、1/9、1/23、2/6、2/20、3/6、3/20 

 

成田（NRT）– 南京（NKG）  南京（NKG）– 成田（NRT） 

航班号   出发时间  到达时间 班期      航班号   出发时间  到达时间 班期   

IJ125 10:35 13:40 星期五（隔周）※2  IJ126 14:40 18:35 星期五（隔周）※2 

※2 運行日：11/11、11/25、12/9、12/23、1/6、1/20、2/3、2/17、3/3、3/17 

 

＊出发及抵达时间均按照当地时间 

＊本时刻表以相关当局的最终批复为准 

＊航班时刻表数据定时更新，实际以机场运行为准 

 

 

 

媒体咨询  

SPRING JAPAN pr@jp.springairlines.com  

 

mailto:pr@jp.springairlines.com

