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別添 運航ダイヤ等の詳細について 
 
2020 年サマーダイヤより、新規開設・増便することが決定した路線は、以下のダイヤにて運航を開始

します。なお、運航ダイヤ等が一部未発表となっていました路線について、航空券の予約・販売は以下
のとおり、1 月 27 日（月）10：00 以降順次開始いたします。また、運航開始日は路線により異なります。 
 

路線 羽田＝サンノゼ 

ダイヤ 

（現地時間） 

NH120 羽田     17：00  ⇒ サンノゼ  10：25 

NH119 サンノゼ  12：05  ⇒ 羽田     15：20（翌日） 

使用機材 ボーイング787-8型機 

184席仕様（ビジネスクラス ：32席、プレミアムエコノミー：14席、エコノミークラス：138席） 

販売開始日 販売開始済 

 

路線 羽田＝シアトル 

ダイヤ 

（現地時間） 

NH118 羽田     21：05  ⇒ シアトル   14：15 

NH117 シアトル  16：40  ⇒ 羽田      19：00（翌日） 

使用機材 ボーイング787-8型機 

184席仕様（ビジネスクラス ：32席、プレミアムエコノミー：14席、エコノミークラス：138席） 

販売開始日 販売開始済 

 

路線 羽田＝ヒューストン 

ダイヤ 

（現地時間） 

NH114 羽田        10：20  ⇒  ヒューストン 08：40 

NH113 ヒューストン  13：10  ⇒  羽田       17：00（翌日） 

使用機材 ボーイング777-300ER型機 

212席仕様 

（ファーストクラス：8席、ビジネスクラス ：68席、プレミアムエコノミー：24席、エコノミークラス ：112席） 

販売開始日 販売開始済 

 

路線 羽田＝ワシントン 

ダイヤ 

（現地時間） 

NH102 羽田      10：55  ⇒ ワシントン 10：35 

NH101 ワシントン  12：15  ⇒ 羽田     15：20（翌日） 

使用機材 ボーイング777-300ER型機 

250席仕様 

（ファーストクラス：8席、ビジネスクラス ：52席、プレミアムエコノミー：24席、エコノミークラス ：166席） 

販売開始日 販売開始済 

 

路線 羽田＝ロサンゼルス 

ダイヤ 

（現地時間） 

NH126 羽田        21：05  ⇒ ロサンゼルス 15：05 

NH125 ロサンゼルス  16：50  ⇒ 羽田        20：55（翌日） 

使用機材 ボーイング777-300ER型機 

250席仕様 

（ファーストクラス：8席、ビジネスクラス ：52席、プレミアムエコノミー：24席、エコノミークラス ：166席） 

販売開始日 販売開始済 

 

路線 羽田＝デリー 

ダイヤ 

（現地時間） 

NH837 羽田    09：50  ⇒ デリー   16：05 

NH838 デリー   18：10  ⇒ 羽田    05：35（翌日） 

使用機材 ボーイング787-9型機 

215席仕様（ビジネスクラス ：48席、プレミアムエコノミー：21席、エコノミークラス：146席） 

販売開始日 販売開始済 
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路線 羽田＝サンフランシスコ 

ダイヤ 

（現地時間） 

NH108 羽田          22：55  ⇒ サンフランシスコ 16：25 

NH107 サンフランシスコ  01：45  ⇒ 羽田          05：00（翌日） 

使用機材 ボーイング777-300ER型機 

212席仕様 

（ファーストクラス：8席、ビジネスクラス ：68席、プレミアムエコノミー：24席、エコノミークラス ：112席） 

販売開始日 1月27日（月）10：00以降順次 

 

路線 羽田＝モスクワ 

ダイヤ 

（現地時間） 

NH213 羽田     08：40  ⇒ モスクワ 13：10 

NH214 モスクワ  15：05  ⇒ 羽田    07：10（翌日） 

使用機材 ボーイング767-300ER型機 

202席仕様 （ビジネスクラス ：35席、エコノミークラス ：167席） 

販売開始日 1月27日（月）10：00以降順次 

 

路線 羽田＝ストックホルム 

ダイヤ 

（現地時間） 

NH221 羽田          09：40  ⇒ ストックホルム 13：00 

NH222 ストックホルム  14：20  ⇒ 羽田         07：10（翌日） 

使用機材 ボーイング787-8型機 

184席仕様（ビジネスクラス ：32席、プレミアムエコノミー：14席、エコノミークラス：138席） 

販売開始日 1月27日（月）10：00以降順次 

 

路線 羽田＝ミラノ 

ダイヤ 

（現地時間） 

NH207 羽田  00：55  ⇒ ミラノ 06：20 

NH208 ミラノ  12：10  ⇒ 羽田 07：00（翌日） 

使用機材 ボーイング787-9型機 

215席仕様（ビジネスクラス ：48席、プレミアムエコノミー：21席、エコノミークラス：146席） 

販売開始日 1月27日（月）10：00以降順次 

 
路線 羽田＝イスタンブール 

ダイヤ 

（現地時間） 

NH219 羽田        08：35  ⇒  イスタンブール  14：15 

NH220 イスタンブール  16：50  ⇒  羽田         10：25（翌日） 

使用機材 ボーイング787-8型機 

184席仕様（ビジネスクラス ：32席、プレミアムエコノミー：14席、エコノミークラス：138席） 

販売開始日 1月27日（月）10：00以降順次 

 

路線 羽田＝シドニー 

ダイヤ 

（現地時間） 

NH889 羽田     08：50  ⇒ シドニー 20：15 

NH890 シドニー  12：55  ⇒ 羽田   20：30 

使用機材 ボーイング787-9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） 

販売開始日 1月27日（月）10：00以降順次 

 

路線 羽田＝ホーチミンシティ 

ダイヤ 

（現地時間） 

NH891 羽田         16：45  ⇒ ホーチミンシティ  21：10 

NH892 ホーチミンシティ 22：30  ⇒ 羽田          06：30（翌日） 

使用機材 ボーイング787-9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） 

販売開始日 販売開始済 
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路線 成田＝ハノイ 

ダイヤ 

（現地時間） 

NH897 成田     09：15  ⇒ ハノイ 12：45 

NH898 ハノイ   14：00  ⇒ 成田  21：10 

使用機材 ボーイング787-8型機 

169席仕様（ビジネスクラス ：46席、エコノミークラス：123席） 

販売開始日 販売開始済 

 

路線 羽田＝青島 

ダイヤ 

（現地時間） 

NH949 羽田  09：55  ⇒ 青島 12：30 

NH950 青島  13：30  ⇒ 羽田 17：35 

使用機材 ボーイング787-8型機 

240席仕様（ビジネスクラス ：42席、エコノミークラス：198席） 

販売開始日 1月27日（月）10：00以降順次 

 

路線 羽田＝深圳 

ダイヤ 

（現地時間） 

NH965 羽田  11：20  ⇒ 深圳  15：10 

NH966 深圳  17：00  ⇒ 羽田  22：15 

使用機材 ボーイング787-8型機 

240席仕様（ビジネスクラス ：42席、エコノミークラス：198席） 

販売開始日 1月27日（月）10：00以降順次 

 

路線 成田＝成都 

ダイヤ 

 

NH947 成田  17：25  ⇒ 成都 22：25 

NH948 成都  09：00  ⇒ 成田 15：20 

使用機材 ボーイング767-300ER型機 

202席仕様 （ビジネスクラス ：35席、エコノミークラス ：167席） 

販売開始日 販売開始済 

 

路線 成田＝ウラジオストク 

ダイヤ 

（現地時間） 

NH883 成田        10：10  ⇒ ウラジオストク 13：30 （月・水・金運航）※1 

NH884 ウラジオストク   14：35  ⇒ 成田        15：50 （月・水・金運航）※2 

※1 水曜は成田12:10発、ウラジオストク15：30着 

※2 金曜は10分遅発着、水曜はウラジオストク16：30発、成田17：45着 

使用機材 エアバスA320neo型機 

146席仕様 （ビジネスクラス ：8席、エコノミークラス ：138席） 

販売開始日 販売開始済 

 

※これらの計画は関係当局への申請・認可を前提としています。 

※当日の運航状況により、スケジュールや運航機材が変更となる場合がございます。                                

 

以上 


