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＜報道発表資料＞ 

アメリカン航空、歴史的なオープンスカイ協定締結に続き、 
世界で唯一となる羽田―ニューヨーク便を就航 

東京都心から 30 分以内の羽田空港に就航し、 
旅行者が長年待ち望んでいた利便性を実現 

5 月 31 日まで最大 3 倍の AAdvantage マイルを提供 

 
東京発－アメリカン航空（本社：米国テキサス州フォートワース）はこのたび、昨年 10 月に日米間で

歴史的なオープンスカイ協定が締結されたことを受け、米国の航空会社として初めて米国本土と東京

羽田空港間に就航することになったと発表しました。羽田空港は東京都心部からわずか 30 分という近

距離にあり、旅行者が長年待ち望んでいた利便性を備えています。アメリカン航空は 30 年以上ぶりに

羽田とニューヨークを結ぶ路線を運航する世界唯一の航空会社となり、ニューヨークのジョン・F ・
ケネディ国際空港（以下 JFK）からは 2 月 18 日（金）、羽田空港からは 2 月 20 日（日）に運航を開始

します。この新路線は、アメリカン航空と日本航空が 1 月 11 日に発表した記念割引運賃の対象となり

ます。 
 
羽田空港は東京都心部を行き来する旅行者にとって利便性の高い空港です。年間利用者数は約 7,000
万人で、アジア有数を誇るだけでなく、世界でも第 4 位となっています。日本国内便の主要ハブでも

あり、日本各地と東京を結ぶ最も幅広い選択肢を提供しています。今回の羽田―JFK 便の就航により、

アメリカン航空はニューヨークから成田および羽田の両空港に就航する唯一の航空会社となり、これ

によりワンワールド（oneworld®）アライアンスは最も多くの便を羽田―米国間に就航させるアライ

アンスとなりました。 
 
羽田空港への新たな便に加え、アメリカン航空は引き続き成田空港からニューヨーク（JFK）、シカゴ、

ロサンゼルス、およびダラス/フォートワースへ運航します。これらの都市はいずれもアメリカン航空

の重要な拠点であり、これらの路線は日本―米国本土間の総利用者数の約 43%を占め、日米間の旅客

数において最大の比重を占めています。∗ 
 
アメリカン航空とワンワールドはニューヨークを含む米国の主要都市における拠点強化のための一連

の取り組みを展開しています。昨年、アメリカン航空はいくつかの新規国際路線を含むニューヨーク

発の 13 路線、31 便を新たに就航させ、さらに、JFK とラガーディア空港のターミナルに 3,000 万米

                         
∗ 2010 年度 MIDT 調べ 
 

 



ドルを投資すると発表しました。アメリカン航空は大西洋路線ではブリティッシュ・エアウェイズお

よびイベリア航空と、そして太平洋路線では日本航空と提携しており、ニューヨークはこれらの路線

の戦略的ハブとなる都市です。欧州路線や太平洋路線を利用するお客様には、これらの提携航空会社

を通じてよりいっそう充実した選択肢が提供されます。 
 
日本航空はアメリカン航空の羽田―JFK 便においてコードシェアを行うと同時に、成田―ニューヨー

ク便を運航し、両社を合わせて日本―ニューヨーク間に毎日 3 便が就航することになります。また日

本航空は成田空港とロサンゼルス、シカゴ、およびホノルル間、羽田空港とサンフランシスコ、ホノ

ルル間にも就航しています。アメリカン航空はこれらの日本航空の路線においてもコードシェアを行

っています。 
 
さらにアメリカン航空はお客様のご愛顧に応え、新羽田―JFK 便について 2011 年 5 月 31 日までの間
∗∗、ファーストクラスとビジネスクラスでは 3 倍、エコノミークラスでは 2 倍の AAdvantage®マイル

を提供すると発表しました。ファーストクラスまたはビジネスクラスをご利用いただくお客様は、（通

常のマイル数とボーナスマイル数を合算して）片道 2 万マイルを超えるマイルを獲得することができ

ます。このキャンペーンへの事前のご登録、ならびに詳細については www.aa.com/haneda をご覧くだ

さい。 
 
また JAL パックは両社との提携を通じて、両社のサービスを組み合わせた一連の日本発米国行き「共

同事業記念スペシャルツアー・アメリカ」を準備しました。販売は 2011 年 2 月 17 日午後 2 時（日本

時間）から開始されます。新しい羽田―JFK 便は記念パッケージツアーに組み込まれます。 
 
日本からの出発日は 2011 年 4 月 1 日～9 月 30 日までとなっており、日本航空とアメリカン航空の運

航便を片道ずつご利用いただきます。両社を利用することによりお客様の選択肢がさらに広がります。

例えば日本航空とアメリカン航空はいずれも東京とシカゴ、ニューヨーク、ロサンゼルスとの間に運

航しているため、これらの都市を訪問するお客様は、複数のスケジュールからお選びいただけます。

詳細については http://www.jalpak.co.jp をご覧いただくか、電話 050-2017-1111 までお問い合わせくだ

さい。 
 
アメリカン航空の最高商務責任者であるヴィラーズ・ヴァヒディ（Virasb Vahidi）は次のように述べて

います。「ニューヨークと東京は米国と日本の経済の原動力であり、アメリカン航空と日本航空の路線

網の主要ゲートウェイでもあります。日米オープンスカイ協定は両国の経済を刺激し、両社のお客様

により多くのメリットを提供し、さらに両国間の文化交流を促進します。この戦略実現の鍵を握るパ

ートナーであるアメリカン航空と日本航空は、羽田空港発着による様々なメリットを可能な限り早期

に提供することに注力しています。」 
 

                         
∗∗ AAdvantage ボーナスマイル提供は、JFK－羽田間の直行便を 2011 年 2 月 18 日から 5 月 31 日までの間にご利

用いただいた場合に限ります。対象となるフライトのチケットをご購入およびご搭乗いたいだいた AAdvantage
会員のみに適用されます。コードシェア提携航空会社による便はこの対象となりません。ボーナスマイルは上級

会員へのアップグレードにはカウントされず、予約してご購入いただいたクラスに基づいて提供されます。ご登

録は旅行開始前に行っていただく必要があります。 



またヴァヒディはワシントンとニューヨーク、および日本の政府関係者の尽力があったことに触れ、

「多くの方々のビジョンなくしては、これが実現することはありませんでした」と述べています。 
 
ニューヨーク市のマーケティング、観光および提携事業を担当するニューヨーク市観光局（NYC & 
Company）の最高経営責任者（CEO）、ジョージ・ファティータ（George Fertitta）氏は次のように述

べています。「アメリカン航空の羽田―JFK 便は、ニューヨーク市を訪れる日本人旅行者に、使いやす

く利便性の高い、唯一の選択肢を提供します。2011 年以降に日本やアジアからの観光客およびビジネ

ス客の増加を目指すニューヨーク市にとって、この新しい便は大きな後押しになると確信していま

す。」 
 
 
羽田―JFK 便フライトスケジュール 
アメリカン航空の羽田―JFK 便のフライトスケジュールは以下の通りです。時刻はすべて現地時間で

す。 
 
羽田発－JFK 着 
便名 出発時刻 到着時刻 運航日 開始日 
134 6:40 a.m. 5:15 a.m.（同日） 毎日 2 月 20 日 

 
JFK 発－羽田着 
便名 出発時刻 到着時刻 運航日 開始日 
135 6:10 p.m. 10:15 p.m.（翌日） 毎日 2 月 18 日 

 
機内サービス 
新しい羽田―JFK 便は 247 席のボーイング 777 型機を使用し、うちファーストクラス 16 席、ビジネ

スクラス 37 席、エコノミークラス 194 席となっています。ファーストクラスとビジネスクラスは

American Airlines FlagshipSM のスタイルと快適さを備え、メインキャビン内の全席で機内エンターテ

インメントをお楽しみいただけます。ファースクラス・キャビンの Flagship Suite®は、プライバシー

を守るパーティション、1-2-1 の座席配置、最高のビデオおよびオーディオ・エンターテインメント・

ライブラリーを提供します。次世代ビジネスクラス・キャビンには最大限のカスタマイズが可能なラ

イフラット・シートとエンターテインメント・ライブラリーが用意されています。ファーストクラス

とビジネスクラスではいずれもボーズ®クワイエットコンフォート®15 アクースティックノイズキ

ャンセリング®ヘッドフォンをお使いいただけます。 
 
羽田発の便のファーストクラスとビジネスクラスでは、新しい朝食サービスを含め、受賞ワインやシ

ェフの特別料理をお楽しみいただけます。アメリカン航空はセレブリティ・コンサルティング・シェ

フであるサム・チョイ（Sam Choy）氏と協力し、このフライトのために新しいアジア・フュージョン・

メニューを作り出しました。和食のご注文は搭乗 24 時間前まで無料で受け付けており、ご利用のお客

様に便利なサービスとなっています。またプレミアムクラスのお客様には緑茶を含むさまざまなお茶

が用意されています。 
 



また、プレミアムクラスのお客様は、手荷物の預け入れやその他の手続きなど、空港でのチェックイ

ンについて、45 分～１時間以内で済ますことができるなど、最低限の所要時間でご利用いただけます。 
 
AAdvantage トリプルマイル 
5 月 31 日までの間にこの新路線をファーストクラスかビジネスクラスでご利用のお客様には、3 倍の

AAdvantage マイルが提供されます。エコノミークラスの場合は 2 倍の AAdvantage マイルが提供され

ます。このボーナスマイル獲得はご利用回数に限りがあります。登録と詳細については

www.aa.com/haneda をご覧ください。 
 
AAdvantage®プログラムについて 
AAdvantage は業界初のフリークエント・フライヤー・プログラムです。1981 年に開始され、会員は

現在 6,600 万人を超えます。プログラムに参加してマイルを提供する企業は 1,000 社を超え、27 のホ

テルチェーンから 60 以上のホテルブランド、20 以上の航空会社、8 つのレンタカー会社、11 の金融

機関、500 以上のブランド小売店が含まれています。100 種類以上のカードと提携しており、会員は

40 ヵ国以上でマイルを獲得できます。2009 年には 1,500 億マイル以上の AAdvantage マイルが交換さ

れ、690 万件以上のフライト、アップグレード、レンタカーに利用されました。AAdvantage プログラ

ムの詳細と参加企業リストは www.aa.com/aadvantage をご覧ください。 

 
### 

 
アメリカン航空について 
アメリカン航空は、子会社の地域航空会社、アメリカン･イーグル、アメリカン・コネクションの便を合わせると、

40 余りの国と地域の 250 以上の都市へ 1 日 3,400 便以上を運航し、その 3 社が所有する航空機は 900 機にのぼり

ます。日本からは、東京からダラス／フォートワース、シカゴ、ニューヨーク、ロサンゼルスへノンストップ便

を運航しています。数々の賞を受賞したアメリカン航空のウェブサイト「AA.com」では運賃の確認や予約が簡単

に行え、個別のニュース、キャンペーン情報、特別運賃などが閲覧できます。アメリカン航空はワンワールド

（oneworld®）アライアンスの創設メンバーの一社です。ワンワールドでは航空業界のメジャーキャリアを一同

にまとめ、お客様により多くのサービスやベネフィットを提供しています。ワンワールドでは各航空会社合わせ

て、130 を越える国と地域において 700 以上の都市へ運航しています。アメリカン航空の情報は AA.com でご覧

になれます。 
 
アメリカン航空に関する報道関係者のお問い合わせ先: 
ウェーバー・シャンドウィック・ワールドワイド株式会社 

木下 雄亮  電話: 03-5484-6024  ykinoshita@webershandwick.com 
加藤 祐子     電話: 03-5427-7378  ykato@webershandwick.com 
ダニエル・フェイス 電話: 03-5427-7348  dfath@webershandwick.com 


