
今後のフライト情報について 

 

9 月 14 日（金）より、関西国際空港は、第１ターミナルビルの一部及び第 2 ターミナルビルを運用し、21 日（金）以降

は、通常のスケジュールに戻ります。今後のフライト情報に関しては、必ず各航空会社のホームページをご覧きますようお願

いいたします。 

 

国内線定期便航空会社 

国内線定期便航空会社 航空会社コード 電話番号 

日本航空  

JL/JAL 

• 0570-025-071 

• 06-6344-2355 

• 03-5460-0522 

日本トランスオーシャン航空  

NU/JTA 

• 0570-025-071 

• 06-6344-2355 

全日本空輸  

NH/ANA 

• 0570-029-222 

• 06-7637-8800 

• 03-6741-8800 

スターフライヤー  

MQ（7G）/SFJ 

• 0570-073-200 

• 072-456-8033 [大阪] 

• 03-5641-1489 [東京] 

ジェットスター・ジャパン  

GK/JJP 

• 0570-550-538 

• 050-3163-8538 [PHS 用] 

スプリングジャパン  

IJ/SJO 0570-666-118 

バニラエア  

JW/VNL 

• 0570-6666-03 （平日 10 時～18 時） 

• (+886)70-1010-3858 [海外] 

Peach  

（第 2 ターミナルビルにてチェックイン） 

MM/APJ 

• 0570-001-292 [予約・変更、その他] 

• 03-6731-9241 [英語による問合せ] 

• +81(0)3-6731-9247 [日本国外からの電話] 

（いずれも 9:00-18:00） 

※ チェックインカウンターは、当日の状況により変更となることがございます。 

関西国際空港内の旅客案内表示及び本日のフライト情報ページをご確認ください。 

http://www.jal.co.jp/
http://www.jal.co.jp/jta/
http://www.ana.co.jp/
http://www.starflyer.jp/
http://www.jetstar.com/jp/ja/index.aspx
http://jp.ch.com/
https://www.vanilla-air.com/
http://www.flypeach.com/jp/home.aspx
https://www.kansai-airport.or.jp/flight/kix_search/
http://www.jal.co.jp/
http://www.jal.co.jp/jta/
http://www.ana.co.jp/
http://www.starflyer.jp/
http://www.jetstar.com/jp/ja/index.aspx
http://jp.ch.com/
https://www.vanilla-air.com/
http://www.flypeach.com/jp/home.aspx


国際線定期便航空会社 

日本の航空会社 

国際線定期便航空会社 航空会社コード 電話番号 

日本航空  

JL/JAL 

• 0570-025-031 

• 06-6344-2365 

全日本空輸  

NH/ANA 

• 0570-029-333 

• 06-7637-6675 

バニラエア  

JW/VNL 

• 0570-6666-03 （平日 10 時～18 時） 

• (+886)70-1010-3858 [海外] 

Peach  

（第 2 ターミナルビルにてチェックイン） 

MM/APJ 

• 0570-001-292 [予約・変更、その他] 

• 03-6731-9241 [英語による問合せ] 

• +81(0)3-6731-9247 [日本国外からの電話] 

（いずれも 9:00-18:00） 

海外の航空会社 

国際線定期便航空会社 航空会社コード 電話番号 

アシアナ航空  

OZ/AAR 

• 0570-082-555 

• 03-5812-6600 

アメリカン航空  

AA/AAL 03-4333-7675 

厦門航空  

MF/CXA 06-6448-7666 

アリタリア-イタリア航空  

AZ/AZA 03-3568-1411 

イースター航空  

ZE/ESR 

• 072-456-5071 

• 予約センター (+82)1544-0080 [海外] 

ヴァージン・オーストラリア航空  

VA/VAU (+61)-7-3295-2296 [海外] 

雲南祥鵬航空 

8L/LKE (+86)95071950 [海外] 

http://www.jal.co.jp/
http://www.ana.co.jp/
https://www.vanilla-air.com/
http://www.flypeach.com/jp/home.aspx
https://jp.flyasiana.com/C/ja/main.do
http://www.americanairlines.jp/
http://www.xiamenair.com/ja-jp/
http://www.alitalia.com/jp_ja/
https://www.eastarjet.com/newstar/PGWHC00001
http://www.virginaustralia.com/au/en/
http://www.luckyair.net/
http://www.jal.co.jp/
http://www.ana.co.jp/
https://www.vanilla-air.com/
http://www.flypeach.com/jp/home.aspx
https://jp.flyasiana.com/C/ja/main.do
http://www.americanairlines.jp/
http://www.xiamenair.com/ja-jp/
http://www.alitalia.com/jp_ja/
https://www.eastarjet.com/newstar/PGWHC00001
http://www.virginaustralia.com/au/en/


国際線定期便航空会社 航空会社コード 電話番号 

エアアジア X  

D7/XAX 050-6864-8181 

エア・インディア  

AI/AIC 06-6264-1781 

エア・カナダ  

AC/ACA 0570-014-787 

エアカレドニアインターナショナル  

SB/ACI 03-6205-7063 

エアソウル  

RS/ASV +82-1800-8100 [海外] 

エアプサン  

BX/ABL 0570-029-777 

エールフランス航空  

AF/AFR 
06-6341-2661 

03-5767-4143 

S7 航空  

S7/SBI 

• 0120-727-977 

• (+7)495-783-0707 

エティハド航空  

EY/ETD 03-3298-4719 

エバー航空  

BR/EVA 

• 03-5798-2811 

• 0570-666-737 

エミレーツ航空  

EK/UAE 03-6743-4567 

奥凱航空  

BK/OKA (+86)4000-668-866 [海外] 

ガルーダ・インドネシア航空  

GA/GIA 06-6635-3222 

カンタス航空  

QF/QFA 

• 0120-207-020 

• 03-6833-0700 

キャセイパシフィック航空  

CX/CPA 

• 0120-46-3838 

• 03-6746-1000 

KLM オランダ航空  

KL/KLM 

• 06-6345-6691 

• 03-5767-4149 

ジェットエアウェイズ  

9W/JAI 03-6435-2359 

http://www.airasia.com/jp/ja/home.page
http://www.airindia.in/
http://www.aircanada.com/jp/home.html
http://www.aircalin.jp/
https://flyairseoul.com/CW/ja/main.do
http://www.airbusan.com/AB/airbusan/japan/main.jsp
http://www.airfrance.co.jp/
https://www.s7.ru/
http://www.etihad.com/ja-jp/
http://www.evaair.com/ja-jp/
http://www.emirates.com/japan/jp/
http://bk.travelsky.com/bkair/index.jsp
http://www.garuda-indonesia.co.jp/
https://www.qantas.com/jp/ja.html
http://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP.html
http://www.klm.com/home/jp/ja
http://www.gsa.co.jp/jetairways/
http://www.airasia.com/jp/ja/home.page
http://www.airindia.in/
http://www.aircanada.com/jp/home.html
http://www.aircalin.jp/
https://flyairseoul.com/CW/ja/main.do
http://www.airbusan.com/AB/airbusan/japan/main.jsp
http://www.airfrance.co.jp/
https://www.s7.ru/
http://www.etihad.com/ja-jp/
http://www.evaair.com/ja-jp/
http://www.emirates.com/japan/jp/
http://bk.travelsky.com/bkair/index.jsp
http://www.garuda-indonesia.co.jp/
https://www.qantas.com/jp/ja.html
http://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP.html
http://www.klm.com/home/jp/ja
http://www.gsa.co.jp/jetairways/


国際線定期便航空会社 航空会社コード 電話番号 

ジェットスター航空  

JQ/JST 

• 0570-550-538 

• 050-3163-8538 [PHS 用] 

(+61)-3-9347-0091 [海外] 

ジェットスター・ジャパン  

GK/JJP 

• 0570-550-538 

• 050-3163-8538 [PHS 用] 

ジェットスター・アジア航空  

3K/JSA 

• 0570-550-538 

• 050-3163-8538 [PHS 用] 

• (+61)-3-9347-0091 [海外] 

ジェットスター・パシフィック航空  

BL/PIC 

• 0570-550-538 

• 050-3163-8538 [PHS 用] 

• (+61)-3-9347-0091 [海外] 

四川航空 

3U/CSC 
• (+86)28-95378 [海外] 

上海吉祥航空  

HO/DKH 06-6445-6688 

上海航空  

FM/CSH 06-6448-5161 

春秋航空 （第 2 ターミナルビルにてチェックイン） 9C/CQH 0570-666-188 

ジンエア―  

LJ/JNA 0570-031-032 

シンガポール航空  

SQ/SIA 03-3213-3431 

深セン航空  

ZH/CSZ 0570-095-583 

スクート  

TR/TGW ウェブサイトをご確認ください 

スリランカ航空  

UL/ALK 03-3431-6600 

セブパシフィック航空  

5J/CEB 

• （+63）-2-70-20-888 （24 時間） [海外] 

06-6265-2535 （平日のみ）[販売関係] 

http://www.jetstar.com/jp/ja/index.aspx
http://www.jetstar.com/jp/ja/index.aspx
http://www.jetstar.com/jp/ja/index.aspx
http://www.jetstar.com/jp/ja/home
http://www.88888888.cn/Global/JP-JP
http://www.juneyaoair.com/jp/home.html
http://www.chinaeastern-air.co.jp/
http://jp.ch.com/
http://www.jinair.com/Language/JPN/
http://www.singaporeair.com/ja_JP/jp/home
http://global.shenzhenair.com/zh/main.jsp
http://www.flyscoot.com/ja/
http://www.srilankan.co.jp/
https://www.cebupacificair.com/
http://www.jetstar.com/jp/ja/index.aspx
http://www.jetstar.com/jp/ja/index.aspx
http://www.jetstar.com/jp/ja/index.aspx
http://www.jetstar.com/jp/ja/home
http://www.juneyaoair.com/jp/home.html
http://www.chinaeastern-air.co.jp/
http://jp.ch.com/
http://www.jinair.com/Language/JPN/
http://www.singaporeair.com/ja_JP/jp/home
http://global.shenzhenair.com/zh/main.jsp
http://www.flyscoot.com/ja/
http://www.srilankan.co.jp/
https://www.cebupacificair.com/


国際線定期便航空会社 航空会社コード 電話番号 

タイ・エアアジア X 

XJ/TAX 
• 050-6864-8181 

タイガーエア台湾  

IT/TTW 03-6455-0242 

タイ国際航空  

TG/THA 

• 0570-064-015 

06-6202-5161 

大韓航空  

KE/KAL 

• 0088-21-2001 

• 06-6264-3311 

チェコ航空  

OK/CSK 
• 03-3593-6603 

チェジュ航空  

7C/JJA 0570-001-132 

チャイナエアライン  

CI/CAL 06-6459-5780 

中国国際航空  

CA/CCA 0570-095-583 

中国東方航空  

MU/CES 06-6448-5161 

中国南方航空  

CZ/CSN 06-6448-6655 

ティーウェイ航空  

TW/TWB 06-6224-0123（平日 9 時 30 分～17 時 30 分） 

デルタ航空  

DL/DAL 

• 0570-077-733 

0476-31-8000 

天津航空  

GS/GCR  

ニュージーランド航空  

NZ/ANZ 03-5521-2770 

ハワイアン航空  

HA/HAL 

• 0570-018-011 

+1-800-367-5320 [海外] 

バンコクエアウェイズ  

PG/BKP 
• 03-6450-1802 

フィリピン航空  

PR/PAL 

• 0570-783-483 

• 06-6444-2541 

https://www.airasia.com/jp/ja/home.page
http://www.tigerairtw.com/
http://www.thaiair.co.jp/
https://www.koreanair.com/global/ja.html
http://jp.csa.cz/jp/portal/homepage/jp_homepage.htm
http://jp.jejuair.net/
https://www.china-airlines.com/jp/jp
http://www.airchina.jp/
http://www.chinaeastern-air.co.jp/
http://global.csair.com/JP/JP/Home
https://www.twayair.com/main.do?_langCode=JA
http://www.delta.com/
http://www.tianjin-air.com/
http://www.airnewzealand.jp/
http://www.hawaiianairlines.co.jp/
http://www.bangkokair.com/jpn/pages/home
http://jp.philippineairlines.com/home/home.jsp
http://www.tigerairtw.com/
http://www.thaiair.co.jp/
https://www.koreanair.com/global/ja.html
http://jp.csa.cz/jp/portal/homepage/jp_homepage.htm
http://jp.jejuair.net/
https://www.china-airlines.com/jp/jp
http://www.airchina.jp/
http://www.chinaeastern-air.co.jp/
http://global.csair.com/JP/JP/Home
https://www.twayair.com/main.do?_langCode=JA
http://www.delta.com/
http://www.tianjin-air.com/
http://www.airnewzealand.jp/
http://www.hawaiianairlines.co.jp/
http://www.bangkokair.com/jpn/pages/home
http://jp.philippineairlines.com/home/home.jsp


国際線定期便航空会社 航空会社コード 電話番号 

03-5157-4361 

フィンランド航空  

AY/FIN 

• 0120-700-915 

• 03-3222-6801 

北京首都航空  

JD/DER 
• 06-6268-8041 

ベトナム航空  

VN/HVN 06-4708-0900 

香港エクスプレス航空  

UO/HKE 0066-3386-8015 [海外] 

香港航空  

HX/CRK 
コールセンター 050-3852-0709 

（平日 9 時半～18 時、土日祝休み） 

マカオ航空  

NX/AMU 06-6263-5383 

マレーシア航空  

MH/MAS 03-4477-4938 

南アフリカ航空  

SA/SAA 03-3470-1901 

ユナイテッド航空  

UA/UAL 03-6732-5011 

ルフトハンザドイツ航空  

LH/DLH 

• 0120-051-844 

03-4333-7656 

 

http://www.finnair.co.jp/
http://www.jdair.net/
http://www.vietnamairlines.com/jp/ja/
https://www.hkexpress.com/ja/
http://www.hongkongairlines.com/ja_JP/homepage
http://www.airmacau.jp/
http://www.malaysiaairlines.com/jp/ja.html
http://www.flysaa.com/jp/ja/
http://www.unitedairlines.co.jp/
http://www.lufthansa.co.jp/
http://www.finnair.co.jp/
http://www.jdair.net/
http://www.vietnamairlines.com/jp/ja/
http://www.hkexpress.com/ja-jp/home.aspx
http://www.hongkongairlines.com/ja_JP/homepage
http://www.airmacau.jp/
http://www.malaysiaairlines.com/jp/ja.html
http://www.flysaa.com/jp/ja/
http://www.unitedairlines.co.jp/
http://www.lufthansa.co.jp/

