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SPRING JAPAN 2020 冬ダイヤ航空券販売開始 
 

春秋航空日本株式会社（本社：千葉県成田市、代表取締役社長：樫原 利幸、以下：SPRING JAPAN）は本日

8 月 25 日（火）12 時より 2020 冬ダイヤの販売を開始いたします。販売路線、運航曜日およびスケジュールは以下の通

りです。その他の路線および 2020 年 12 月 25 日（金）以降の国内線につきましては、今後の需要動向を踏まえて順次

決定し、お知らせいたします。同期間中の運賃および料金の詳細につきましては、SPRING JAPAN ホームページをご覧くだ

さい。 

 

なお、現在新型コロナウィルスの影響を受け、すべてのお客さまに安全・安心な空の旅にご搭乗いただけるように、環境衛生

対策「3S Protection」（LINK）を推進し、感染症予防策を徹底して実施しております。今後も感染状況および各国の出

入国制限や検疫体制などを見極めながら、需要動向に応じて適切に対応してまいります。 

 

これからも安全・安心な環境づくりを第一に、常に衛生対策の取り組み強化を追求、改善しながら新しい空の旅のカタチを実

現・提供してまいります。 

 

◆国内線（2020 年 10 月 25 日～2020 年 12 月 25 日） 

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 09:30 11:10 土  IJ622 11:50 13:10 土 

IJ623 17:55 19:35 日  IJ624 20:15 21:35 日 

  

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 12:30 15:00 土・日  IJ702 15:40 17:15 土・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 07:40 09:15 土  IJ832 09:55 11:40 土 

IJ833 14:45 16:35 日  IJ834 17:15 19:00 日 

 

◆国際線（2020 年 10 月 25 日～2021 年 3 月 27 日） 

成田（NRT）– ハルビン（HRB）  ハルビン（HRB）– 成田（NRT） 

便名 出発 到着 運航曜日  便名 出発 到着 運航曜日 

IJ213 07:00 08:55 日  IJ214 09:55 13:45 日 

＊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。 

＊12 月 26 日以降の運航につきましては、決定次第ご案内いたします。 

https://pages.ch.com/jp/act/SRING3SProtection
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SPRING JAPAN 2020 冬季航班 国内・国际线开始售票 
 

春秋航空日本株式会社（总部：千叶县成田市、总裁：樫原 利幸、以下简称：SPRING JAPAN）于今日 8

月 25 日（星期二）中午 12 时开始销售国内・国际线冬季航班。期间的航班时刻、运价以及其他项目的价格请

前往 SPRING JAPAN 的官网查看。其他航线的航班时刻以及 2020 年 12 月 25 日（星期五）以后的国内线航

班时刻现在处于调整中，调整结束后将依次发表。 

 

此外，目前由于受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，为了让所有旅客安全，安心的享受空中之旅，SPRING 

JAPAN 推进环境卫生对策“3S Protection”（LINK），并且彻底实施疫情防控政策。今后，SPRING JAPAN 也将

根据疫情的现状及各国的出入国限制、检验检疫体制等情况去适时对应。 

 

今后，SPRING JAPAN 将继续以制造安全、安心的环境为首，实时加强卫生对策并进行改善，为旅客提供

新型态的空中之旅。 

 

◆国内线（2020 年 10 月 25 日～2020 年 12 月 25 日） 

成田（NRT）– 广岛（HIJ）   广岛（HIJ）– 成田（NRT） 

航班号 出发 到达 班期   航班号 出发 到达 班期 

IJ621 09:30 11:10 星期六  IJ622 11:50 13:10 星期六 

IJ623 17:55 19:35 星期日  IJ624 20:15 21:35 星期日 

  

成田（NRT）– 佐贺（HSG）   佐贺（HSG）– 成田（NRT） 

航班号 出发 到达 班期   航班号 出发 到达 班期 

IJ701 12:30 15:00 星期六、日  IJ702 15:40 17:15 星期六、日 

  

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

航班号 出发 到达 班期   航班号 出发 到达 班期 

IJ831 07:40 09:15 星期六  IJ832 09:55 11:40 星期六 

IJ833 14:45 16:35 星期日  IJ834 17:15 19:00 星期日 

 

◆国际线（2020 年 10 月 25 日～2021 年 3 月 27 日） 

成田（NRT）– 哈尔滨（HRB）   哈尔滨（HRB）– 成田（NRT） 

航班号 出发 到达 班期   航班号 出发 到达 班期 

IJ213 07:00 08:55 星期日  IJ214 09:55 13:45 星期日 

＊上述时间均为当地时间。 

＊该航班计划已经过相关机构认可。 

＊计划可能会根据实际情况进行调整变更。 

＊12 月 26 日之后的航班正在时刻调整中，待决定后发表。 

https://pages.ch.com/jp/act/SRING3SProtection

