
新型コロナウイルス
感染症予防対策と
お客さまへのお願い

空港WEB
サイトで
詳しく見る
◀

夏ダイヤ就航路線MAP

FDAひょいとe割＆
ANA SUPER VALUE 75
予約は今がチャンス!
この春は、早めの旅行計画と安全対策で、楽しい春休みを過ごしましょう。
今ならFDA、ANAの1番お得な早割チケットで、FDA札幌（新千歳・丘珠）
線は最安¥8,000～、ANA新千歳線は最安￥14,500～。春休み～GWを
お得に楽しむなら、今がチャンスです！

2022年の夏ダイヤの注目は、全3便に増えた静岡から行く北海道路線。滞在時間をたっ
ぷり取れる朝イチの出発便や、ゆったり出発できる午後出発便など、都合に合わせて使い
分けできます。この春～GWは、北海道の大自然を満喫しにお出かけしましょう♪

最新のフライトスケ
ジュールは富士山静岡
空港のWEBサイトで
ご確認いただけます▶
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札幌丘珠札幌丘珠

静岡静岡
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福岡福岡
熊本熊本

鹿児島鹿児島

那覇那覇
※2月25日現在、運航便は予告なく変更となる可能性があります。

※ＡＮＡは期間運航となります。

FDA札幌丘珠＆新千歳線、ANA新千歳線
北海道路線が全３路線になります!

夏ダイヤインフォメーション

安心なお出かけのために航空機・空港のウイルス対策をチェック!

FDAのウイルス対策は
こちらをご覧ください▶

2月23日は富士山の日! 富士山と飛行機を見にきてね

富士山静岡空港富士山の日イベント
3/19　、20土 日 11:00~15:00

鹿児島県・杖立温泉
FDA静岡 -熊本線

北海道・蝦夷富士と芝桜

FDA静岡 -札幌丘珠線
静岡 -新千歳線

ANA静岡 -新千歳線

島根県・松江城
FDA静岡 -出雲線

沖縄県・琉球海炎祭
ANA静岡 -那覇線

鹿児島県・仙巌園
FDA静岡 -鹿児島線

福岡県・のこのしまアイランドパーク
FDA静岡 -福岡線

F
D
A
A
N
A

9:30静岡 11:15札幌丘珠 19:35静岡17:40札幌丘珠

11:45静岡 13:30新千歳 14:00静岡12:10新千歳

15:40静岡 17:20新千歳 13:10静岡11:20新千歳

フライトスケジュール

詳しくは、
FDAのWEB
サイトへ▶

詳しくは、
ANAのWEB
サイトへ▶

ANAのウイルス対策は
こちらをご覧ください▶

3/27~
夏ダイヤがスタート!
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詳細は空港 WEB サ
イト「新型コロナウイ
ルス感染症予防対策
について」のページ
でご覧いただけます。
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新型コロナウイルス
感染症予防対策と
お客さまへのお願い
安心して空港をご利用いただくため
に、空港ではさまざまな安全対策を
取っています。空港イベントや見学に
ご来場のお客さまにも安全対策へのご
協力をお願いいたします。

マスクの着用
施設内では必ずマスクを着
用してください

手指の消毒
各所にある消毒液で手指の
消毒をしてください
ソーシャルディスタンス確保
密を避け、お客さま同士、距
離を取るようお願いします

体調確認のご協力
体調が優れない場合は、ご
来場をお控えください

奥大井の大自然を満喫しよう♪

川根本町では４～11月
までカヤック体験ができ
ます。地元ガイドが丁寧
に指導・案内をしてくれ
るから、初心者の方でも
安心！ぜひ川根本町に
あそびに来てね。

桜グッズが勢ぞろい♪
@2F メイドイントーカイ

春にピッタリの、桜の香りのバスグッズやハンドク
リームなど、桜グッズをたくさん集めました。詰め
合わせギフトも対応可能です。贈り物にいかが？

エコティかわねの
カヤック体験

詳細・申し込みは
エコティかわねの
WEBサイトへ▶

富士山の日イベント 2022 in 富士山静岡空港

ふじっぴー＆武田菱丸が登場♪
宝探しゲームと抽選会同時開催!

宝箱を見つけてお菓子を貰おう !
11:00～14:45（引換 11:00～15:00）
@引換 :2F国際線出発口

3/19　、20土 日

富士山遊覧フライトツアー

大人気の「富士山遊覧フライトツアー」は、恒
例の桜の時期の特別ツアーのお申込みを受
付中。FDAチャーター機での遊覧飛行と奥
大井湖上駅、川根温泉ホテルでのランチバイ
キングの後は、家山の桜へご案内♪この時
期にしか見られない絶景を、ぜひお楽しみ
に。お申し込みは、早めがおすすめです！

桜の時期の特別企画!
富士山遊覧飛行と
大井川の桜を満喫♪

桜の時期の特別企画!
富士山遊覧飛行と
大井川の桜を満喫♪

3/26　、4/2　土 土

ツアーの詳細とお申込みは
大井川鐵道のWEB サイトへ

3/5　、6土 日

3月に開催予定のエアポートキャラ
バンの会場はMARK IS 静岡。就航
先の旬な旅行情報を余すことなくご
案内します。当日会場では、空港公
式SNSをフォローしてくれた方に、オ
リジナルグッズをプレゼントしちゃい
ます♪ぜひ、あそびに来てね。

春旅&GW旅の
お出かけ計画は
MARK IS静岡で!

春旅&GW旅の
お出かけ計画は
MARK IS静岡で!
エアポートキャラバン

10:00~17:00
＠MARK IS静岡 1Fメインコート

©HISHIMARU TAKEDA©静岡県

※写真はイメージ

※イベントは変更・中止・延期になる場合があります。
　事前に空港HPをご確認のうえ、お越しください。

ふじっぴー＆武田菱丸による
静岡・山梨の魅力と空のしおり紹介
13:00～13:30　@2Fステージ
主催／静岡県、山梨県　協力／富士山静岡空港㈱

※イベントは変更・中止・延期になる
　場合があります。

他にもコンテンツがいっぱい !
詳細は空港WEBサイトへ

主催／静岡県　　協力／富士山静岡空港㈱

空のしおりワークショップ
「オリジナルフォトフレーム」
を作成しよう !
11:00～15:00（なくなり次第終了）
@2F This Is Cafe横

各日先着 80 個限定 参加費無料

必ずもらえる !
お楽しみ抽選会
11:00～15:00
@2F 国内線
　出発口付近

静岡県と山梨県の魅力を伝える
素敵な写真がいっぱい!
静岡県と山梨県の魅力を伝える
素敵な写真がいっぱい!

3/19　土
空のしおりフォトコンテスト表彰式

「ふじのくに空のしおり-3776-」フォトコンテストで選
びぬかれた静岡・山梨の魅力ある写真10枚を表彰
します！どんな作品が選ばれたのか、お楽しみに♪

11:00~12:00
＠2Fステージ

富士山静岡空港

富士山静岡空港の便利&
お得な情報をSNSで配信中!
facebook、Instagram、そしてLINEの公式アカウントから、イベント、絶景、
ターミナルビル内店舗のお得な情報を随時発信! ぜひフォローしてください。

Check! 掲載内容についてのお問い合わせ先
富士山静岡空港株式会社 0548-29-2000
※イベント内容は予告なく変更となる可能性があります。詳しくは富士山静岡空港WEBサイトをご覧ください。

富士山静岡空港は「リージョナル・ランドマーク・エアポート」 へ
～利用者倍増で、 静岡県経済・地域を牽引するそらの港～

おかげさまで
12周年
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コジコジが静岡空港のまわりのイベ
ントや名物を紹介するよ

おでかけコジコジ Vol.19
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ターミナルビルから pick up


