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2021年 3月 23日 

 
シンガポール航空、福岡路線を増便 

 

シンガポール航空（日本支社：東京都千代田区、日本支社長ウォン・テックフイ）は、2021 年 4 月 3 日より福岡

―シンガポール路線を週 1 便から週 2 便に増便します。新型コロナウイルス感染症の世界的流行が長期化す

る中、シンガポール航空は、日本とシンガポール両国の旅客および貨物需要の動向を注視しながら、慎重かつ

段階的に当社路線網の再構築を行ってまいります。 

 

2021年 3月 28日（夏期スケジュール開始時）からの福岡路線 運航情報 

 ボーイング 787-10 （J: ビジネスクラス 36席、 Y: エコノミークラス 301席） 

 関係当局の認可を前提としており、記載時刻はすべて現地時刻です 

 

さらに、シンガポール航空を利用して日本からシンガポールへ渡航されるお客様は、シンガポール・チャンギ国

際空港での乗り継ぎを経て、シンガポール航空やシルクエアー、スクートが就航する東南アジア、南アジア、南

西太平洋、ヨーロッパなど多数の目的地への渡航が可能です。シンガポール経由で渡航ができる都市について

は、シンガポール航空の公式ウェブサイト（https://bit.ly/2OajQvC ※英語のみ）をご覧ください。 

 

日本路線に関する運航の詳細は、シンガポール航空の公式ウェブサイトでご確認ください。 

東京（羽田 ・成田） ： https://bit.ly/3mz35WN 、大阪（関空 ） ： https://bit.ly/3eOxJss 、名古屋（中部） ： 

https://bit.ly/2HazpzQ、 福岡：https://bit.ly/36lzolq  

 

シンガポール航空は、お客様の健康および安全を第一に考え、新しい時代に向けた予防措置を講じています。

お客様と従業員の健康と安全は、引き続き当社の最優先事項です。当社は今後も、航空需要に合わせて日本と

シンガポール間の更なる復便を検討してまいります。 

 
 
 
シンガポール航空について 

シンガポール航空は、新型コロナウイルスに対し健康および安全のための様々な取り組みを通じて予防措置を講じており、

お客様の旅行について終始見直しを行っています 。医療専門家、関係当局、パートナー会社からの助言やお客様からのフィ

ードバックをもとに、お客様の旅行をさらに向上できるよう努めています。これらの取り組みは、お客様が安心して航空会社を

利用できるよう、安全で衛生的な環境づくりを目指すものです。フライト前、空港、機内、ご到着時における、お客様のための

健康と安全に関する取り組みについては、特設ページ（https://bit.ly/30A7qAe）や公式動画（https://bit.ly/3mAJ4iO）でご確

認いただけます。これらの取り組みは、シンガポール航空の新しい取り組み「#SIAcares」の一部です。シンガポール航空は

「スターアライアンス」に加盟しています。 

シンガポール航空ホームページ： singaporeair.com 

 

本件に関する報道関係問い合わせ先: 

 

 
 
 

便名 区間 機材 出発時刻 到着時刻 運航日 クラス* 

SQ655 福岡 – シンガポール ボーイング 787-10 10:55 15:55 
週 2日 

（木、土） 
J, Y 

SQ656 シンガポール – 福岡 ボーイング 787-10 02:15 09:15 
週 2日 

（木、土） 
J, Y 

シンガポール航空 

シンガポール航空 日本支社 

広報・業務部: 田村、平山 

Tel:03-3213-1169  
Email: PA_Japan@singaporeair.com.sg 

広報代理店 MSL 

高橋美保、若菜梨紗 

Tel: 090-2417-9224（高橋）、090-9217-9244 （若菜） 
Email: sqjapan_pr@msljapan.com 

https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/media-centre/news-alert/?id=kataac8r
https://bit.ly/2OajQvC
https://www.singaporeair.com/ja_JP/jp/plan-travel/local-promotions/tokyo/
https://bit.ly/3mz35WN
https://www.singaporeair.com/ja_JP/jp/plan-travel/local-promotions/tactical/1819/osa-special-fare-campaign/
https://bit.ly/3eOxJss
https://www.singaporeair.com/ja_JP/jp/plan-travel/local-promotions/nagoya/
https://bit.ly/2HazpzQ
https://www.singaporeair.com/ja_JP/jp/plan-travel/local-promotions/fukuoka/
https://bit.ly/36lzolq
https://www.singaporeair.com/ja_JP/jp/travel-info/covid19-measures/
https://bit.ly/30A7qAe
https://bit.ly/3mAJ4iO
https://bit.ly/3mAJ4iO
https://www.singaporeair.com/ja_JP/jp/home#/book/bookflight
mailto:PA_Japan@singaporeair.com.sg
mailto:sqjapan_pr@msljapan.com
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添付資料 

2021年 3月 28日（夏期スケジュール開始時）からの運航情報 

（関係当局の認可を前提としており、記載時刻はすべて現地時刻です） 

 

 東京 （成田） 

*ボーイング 787-10 （J: ビジネスクラス 36席、 Y: エコノミークラス 301席） 
 

 東京 （羽田） 

*エアバス A350-900 （J: ビジネスクラス 40席、 Y: エコノミークラス 263席） 
 

 大阪 （関空） 

*エアバス A350-900 （J: ビジネスクラス 40席、 Y: エコノミークラス 263席） 
 

 名古屋 （中部） 

*ボーイング 787-10 （J: ビジネスクラス 36席、 Y: エコノミークラス 301席） 

 

 福岡 

*ボーイング 787-10 （J: ビジネスクラス 36席、 Y: エコノミークラス 301席） 
 

 

便名 区間 機材 出発時刻 到着時刻 運航日 クラス* 

SQ637 成田 – シンガポール ボーイング 787-10 10:10 16:20 毎日 J, Y 

SQ638 シンガポール – 成田 ボーイング 787-10 23:55 08:00 +1 毎日 J, Y 

便名 区間 機材 出発時刻 到着時刻 運航日 クラス* 

SQ635 羽田 – シンガポール 
エアバス A350-900 

（中距離路線） 
22:55 04:55 +1 

週 3日 

（火、木、日） 
J, Y 

SQ634 シンガポール – 羽田 
エアバス A350-900 

（中距離路線） 
13:55 21:50 

週 3日 

（火、木、日） 
J, Y 

便名 区間 機材 出発時刻 到着時刻 運航日 クラス* 

SQ623 関空 – シンガポール 
エアバス A350-900 

（中距離路線） 
23:50 05:05 +1 毎日 J, Y 

SQ622 シンガポール – 関空 
エアバス A350-900 

（中距離路線） 
14:55 22:35 毎日 J, Y 

便名 区間 機材 出発時刻 到着時刻 運航日 クラス* 

SQ671 名古屋 – シンガポール ボーイング 787-10 10:30 16:05 
週 3日 

（水、土、日） 
J, Y 

SQ672 シンガポール – 名古屋 ボーイング 787-10 01:20 09:05 
週 3日 

（水、土、日） 
J, Y 

便名 区間 機材 出発時刻 到着時刻 運航日 クラス* 

SQ655 福岡 – シンガポール ボーイング 787-10 10:55 15:55 
週 2日 

（木、土） 
J, Y 

SQ656 シンガポール – 福岡 ボーイング 787-10 02:15 09:15 
週 2日 

（木、土） 
J, Y 


