
ミャンマー及び本邦間を運航する主な商用便の状況（５月３日時点）（2022.5.3） 

 

在留邦人の皆様へ 

当地滞在中の皆様へ 

２０２２年５月３日 

現在、ミャンマー及び本邦間を運航する主な商用便の状況は以下のとおりです。 

各航空便の運航状況や経由地でのトランジット要件は流動的ですので、航空会社もしくは旅行会社等に最新

の情報を御確認ください。 

 

１ ヤンゴン発成田直行便 

（１）全日空【ANA】 5 月 13 日（金） （※同便以降は運航が中止されます。） 

NH1942/1944 10:50 ヤンゴン発 →（沖縄）→ 21:55 成田着 

（２）ミャンマー国際航空【MAI】 5 月 11 日（水）、18 日（水）、25 日（水）の運航は確定済み。６月以降は未定。 

8M900 9:00 ヤンゴン発 → 18:00 成田着 

 

２ ヤンゴン発各都市経由便 

（１） シンガポール経由（トランジットホテル有、シンガポール発本邦行きの便は航空各社が毎日運航） 

（ア） シンガポール航空【SQ】 （週３便運航（水、金､日）） 

SQ761 10:35 ヤンゴン発 → 15:10 シンガポール着 

（イ）ミャンマー国際航空【MAI】 （週３便運航（月、木、土）） 

8M231 8:20 ヤンゴン発 → 12:50 シンガポール着 

（ウ）ミャンマーナショナル航空【UB】 （週４便運航（月、水、土､日）） 

UB001 7:00 ヤンゴン発 → 11:30 シンガポール着 

 

（２） バンコク経由 （トランジットホテル無、バンコク発本邦行きの便は航空各社が毎日運航） 

（ア）タイ・スマイル エアウェイズ【WE】 （※６月に運航開始（全日空の本邦行の便との乗継ぎが可能になる予定。）） 

WE302 11:30 ヤンゴン発 → 13:25 バンコク着（毎日運航） 

（イ） ミャンマー国際航空【MAI】 （週６便運航（日以外）） 

8M335 7:40 ヤンゴン発 → 9:25 バンコク着 

8M331 16:30 ヤンゴン発 → 18:15 バンコク着 

（ウ）ミャンマーナショナル航空【UB】（週 7 便） 

UB017 15:00 ヤンゴン発 → 16:55 バンコク着（週６便運航（金以外）） 

UB019 6:30 ヤンゴン発 → 8:25 バンコク着（週１便運航（金）） 

 



（３）クアラルンプール経由（トランジットホテル有、クアラルンプール発本邦行きの便は航空各社が毎日運航） 

（ア）ミャンマー国際航空【MAI】 （週６便運航（日以外）） 

8M501 9:45 ヤンゴン発 → 14:00 クアラルンプール着 

（イ）エアアジア【AK】 （週２便運航（月・金））※６月３日に運航開始 

AK505 8:25 ヤンゴン発 → 12:40 クアラルンプール着 

 

（４）仁川経由（トランジットホテル有、仁川発本邦行きは航空各社が毎日運航） 

（ア）ミャンマー国際航空【MAI】 （週２便運航（火・金）） 

  8M801 7:20 ヤンゴン発 → 15:35 仁川着 

（イ） 大韓航空【ＫＥ】 運休中 

 

３ 成田発ヤンゴン直行便 

（１）全日空【ANA】 5 月 12 日（木） （※既に販売は終了しています。同便以降は運航が中止されます。） 

NH1941/1943 22:45 成田発 →（沖縄）→ 8:50 ヤンゴン着 

（２）ミャンマー国際航空【MAI】 5 月 12 日（木）及び 26 日（木）の運航は確定済み。６月以降は未定。 

8M901 10:00 成田発 →（高雄）→ 16:45 ヤンゴン着  

 

４ 各都市発ヤンゴン行便 

（１） シンガポール発 

（ア） シンガポール航空【SQ】（週３便運航（水、金､日）） 

SQ762 7:55 シンガポール発 → 9:20 ヤンゴン着 

（イ） ミャンマー国際航空【MAI】（週３便運航（月、木、土）） 

8M232 13:50 シンガポール発 → 15:20 ヤンゴン着 

（ウ）ミャンマーナショナル航空【UB】 （週４便運航（月、水、土､日）） 

UB002 12:30 シンガポール発 → 14:00 ヤンゴン着 

 

（２） バンコク発 

（ア）タイ・スマイル エアウェイズ【WE】（毎日運航）※６月に運航を開始 

   WE301  9:35 バンコク発 → 10:30 ヤンゴン着 

（イ） ミャンマー国際航空【MAI】（週６便運航（日以外）） 

8M336 10:25 バンコク発 → 11:10 ヤンゴン着 

8M332 19:20 バンコク発 → 20:05 ヤンゴン着 

（ウ） ミャンマーナショナル航空【UB】 

UB018 18:25 バンコク発 → 19:20 ヤンゴン着（週７便運航） 

   UB020 9:25 バンコク発 → 10:20 ヤンゴン着 （週１便運航（金）） 

 



（３）クアラルンプール発 

（ア）ミャンマー国際航空【MAI】（週６便運航（日以外）） 

8M502 15:00 クアラルンプール発 → 16:15 ヤンゴン着 

（イ）エアアジア【AK】 （週２便運航（月、金））※６月３日に運航を開始 

AK504 6:45 クアラルンプール発 → 7:55 ヤンゴン着 

 

（４）仁川発 

（ア）ミャンマー国際航空【MAI】（週２便運航（火、金）） 

  8M802 16:35 仁川発 → 19:50 ヤンゴン着 

（イ）大韓航空【ＫＥ】 運休中 

 

各航空便の問い合わせ先 

※ 各航空便の運航状況は流動的ですので、航空会社のウェブサイト等にて最新情報をご確認ください。 

（１） 全日空【ＡＮＡ】 

ヤンゴン支店（rgn@ana.co.jp / 01-9255-100～2、月～金 9～15 時電話受付（※祝日除く）） 

https://www.ana.co.jp/en/mm/help/ 

（２） シンガポール航空【ＳＱ】 

ヤンゴン支店（01-9253788、月～金 9～17 時電話受付（※祝日除く）） 

https://www.singaporeair.com/contactUs.form 

（３） ミャンマー国際航空【MAI】 

（一般的な問合せ） 

電話：95-1-9670007 

https://www.maiair.com/mai-experience/contact-us/general-enquiry 

（ヤンゴン・成田間の直行便の予約・詳細に関する問合せ） 

インターアビエーション・ジャパン株式会社（IAJ） ※MAI の日本における空港ハンドリング会社 

電話：03-6435-2377  

メール:info@interavia.co.jp 

担当 保田 

    ※以下の当地旅行代理店にお問合せいただくことも可能です。 

   メール：tktmng.myanmarifc@gmail.com 

電話：•+959425003535 / +959963139999 

担当：Mr Tar Yar (Thomas) IFC Travel & Tours 

（４） ミャンマーナショナル航空【ＵＢ】 

本店（01-378-603,01-377-840/contactus@flymna.com） 

https://www.flymna.com/help-contact 

（５） タイ・スマイルエアウェイズ【ＷＥ】 

ミャンマー総代理店 Tori Travel （thaismile@toritravel.com、09-7774-60077、Mr. Zarni Aung、 

月～金 9:30～17:00 電話受付（※祝日除く）） 

（６） 大韓航空【ＫＥ】 

ヤンゴン支店(01-505-950/ 月～金 08:30～17:30、土 08:30～12:30) 

https://www.koreanair.com/jp/ja/footer/customer-support/service-center 


