
富士山静岡空港の概要
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Ⅰ 富士山静岡空港の現況と旅客利用
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※高速道路利用

富士山静岡空港の概要

～きらりと輝き未来にはばたく富士山静岡空港を目指して～

◆名 称 静岡空港（愛称：富士山静岡空港）

◆空港設置者 静岡県（地方管理空港）

◆空港管理者 富士山静岡空港株式会社（公共施設等運営権制度による。）

◆位 置 牧之原市・島田市

◆管理面積 約190ha (周囲の部分を含む全体面積は約500ha)

◆開港日 平成21年６月４日

◆滑走路 長さ2,500ｍ

◆運用時間 ７時30分から22時(14.5時間) ※H27.7.23～空港運用時間延長

◆駐車場 2,000台

３



区分 R1 冬 R2夏

国内線
6路線

週63往復
7路線

週70往復

国際線
10路線

週38往復
6路線

週25往復

合計
16路線

週101往復
13路線

週95往復

※新型コロナウイルス感染症拡大による欠航

については、後述。

就航状況 （R2年夏ダイヤ運航計画ベース）

４旅客ターミナルビルの外観（平成30年12月リニューアル）



（単位：人・席・％）

区 分
21年度

（6/4～）
22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

国内線 351,577 316,082 266,413 251,329 292,900 305,002 309,083 334,902 375,322 425,451 462,297

国際線 176,285 239,377 145,467 195,426 166,106 244,177 389,569 276,459 294,724 288,788 275,643

合 計 527,862 555,459 411,880 446,755 459,006 549,179 698,652 611,361 670,046 714,239 737,940

搭乗率 65.9 61.9 62.0 63.7 60.1 67.2 63.2 61.6 67.5 71.7 65.0
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令和元年度外国人出入国者数 : 20.6万人 全国11位(10年連続地方管理空港トップ)
（法務省出入国管理統計より）

令和元年度の搭乗者数は過去最高！

利用状況
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航空会社 路線 運航計画
現状（令和２年９月１日現在）

内容 運航便数 備考

フジドリーム

エアラインズ

丘珠（札幌）線 １往復／日 運航再開

１往復／日（７月１日～）

（日を限定し、２往復／日）

静岡発 9:30 → 丘珠着 11:15

丘珠発 14:35 → 静岡着 16:30

静岡発 11:55 → 丘珠着 13:40

丘珠発 16:55 → 静岡着 18:50

・次の日は2往復運航

3,4,6,16,18,19,20,

22,25,27,28日

出雲線 1往復／日 運航再開
１往復／日（6月12日～）

静岡発 8:20 → 出雲着 9:35

出雲発 17:00 → 静岡着 18:10

18,23,26,28日は欠航

北九州線 1往復／日 欠航 ９月30日まで欠航

鹿児島線 1往復／日 運航再開
１往復／日（6月12日～）

静岡発 13:15 → 鹿児島着14:50

鹿児島発15:20 → 静岡着 16:50

7～12,14,16,20,21,

28日は欠航

福岡線 4往復／日 一部欠航

２往復／日のみ運航

静岡発 9:00 → 福岡着 10:45

福岡発 11:15 → 静岡着 12:40

静岡発 16:15 → 福岡着 18:00

福岡発 18:40 → 静岡着 20:05

全日空

新千歳線 1往復／日 運航再開
1往復／日（8月1日～）

静岡発 16:20 → 新千歳着18:00

新千歳発10:30 → 静岡着 12:20

19,22日

のみ運航

沖縄線 1往復／日 運航再開
1往復／日（8月1日～）

静岡発 13:00 → 沖縄着 15:30

沖縄発 13:20 → 新千歳着15:35

19,22日

のみ運航

新型コロナウイルス感染症の影響（国内線）
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航空会社 路線 運航頻度
現状（令和２年９月１日現在）

内容 欠航・運休期間

中国東方
航空

上海線 1往復／日 欠航 ～9月30日

寧波線 2往復／週 欠航 ～9月27日

連雲港線 4往復／週 運休 夏ダイヤ（3月29日～10月24日）運休

南昌線 2往復／週 欠航 ～9月29日

杭州線 1往復／日 欠航 ～9月30日

北京首都
航空

杭州線 2往復／週 欠航 ～9月27日

中国聨合
航空

煙台・北京線 3往復／週 運休 夏ダイヤ（3月29日～10月24日）運休

四川航空 西安線 4往復／週 運休 夏ダイヤ（3月29日～10月24日）運休

上海航空 温州線 2往復／週 運休 夏ダイヤ（3月29日～10月24日）運休

チェジュ
航空

ソウル線 3往復／週 欠航 ～9月30日

チャイナ
エアライン

台北線 2往復／週 欠航 ～10月23日

（令和２年8月27日現在）

新型コロナウイルス感染症の影響（国際線）
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新型コロナウイルス感染症対策（旅客ターミナルビル内）
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新型コロナウイルス感染症対策（飛行機内の取組例）

飛行機内においても、お客様の安全・安心のため、
航空会社が様々な感染拡大防止策を講じています。

１．機内の消毒・除菌

運航の合間や夜間に、除菌作業を実施。

２．客室乗務員のマスク等の着用

客室乗務員はマスクや手袋等を着用。

３．お客様への除菌シートの提供

希望するお客様へ、除菌シートやアルコールシートを提供。

４．機内におけるソーシャルディスタンス対応

座席の移動を希望するお客様への対応や、指定した座席の変更をお願いする

など、航空会社ごとに、機内のソーシャルディスタンス確保の対応を実施。

５．機内の空気の清潔性の確保

機外から常に新しい空気を取り入れるとともに、機内の空気は高性能な

フィルターを通して循環させ、約３分で機内の全ての空気を入れ替え。
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Ⅱ 航空貨物の利用
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中央新幹線 Ｈ39年度開業予定

新東名高速道路
東名高速道路

東海道新幹線

伊
豆
縦
貫
自
動
車
道

三
遠
南
信
自
動
車
道

富士山静岡空港

御前崎港

清水港

東駿河湾
環状道路

金谷御前崎
連絡道路

中
央
自
動
車
道 圏

央
道

リニア実験線
東京

▲

中
部
横
断
自
動
車
道

（地上）

（地上）

（地下）

（地上）

（地下）
（地下）

品川

名古屋

Ｈ27.10.31開通

富士山

中部国際空港

羽田空港

Ｈ32年度目標

南北高規格
幹線道路

田子の浦港

【全体】

関
越
自
動
車
道

Ｈ28年度予定

東
北
自
動
車
道
道

Ｈ27.3.29開通

信州まつもと空港

＜中部横断自動車道開通による効果＞

甲府～富士山静岡空港

【整備前】 ２時間４０分

【整備後】 １時間５０分

＜中部横断自動車道開通による効果＞

甲府～富士山静岡空港

【整備前】 ２時間４０分

【整備後】 １時間５０分

・２本の高速道路により

首都圏空港と比べ高速道路の渋滞の心配がなく、

遅延の恐れがありません。

甲府市

新東名高速
道路

中
部
横
断
自
動
車
道

富士山静岡空港利用のメリット

○富士山静岡空港のメリット

・高速道路のアクセスが良く、
乗用車での移動が便利！

・コンパクトな空港のため、搭
乗や出入国の手続きが簡単、迅
速！

・出張や教育旅行の利用には、
補助制度を用意！
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その他･･･活鰻の輸入（上海）

医療用機器・自動車部品の輸送（札幌）

冷凍マグロの輸送（沖縄） など

２．航空貨物取扱事例

１．貨物取扱量の推移

台湾

胡蝶蘭の苗の輸入
（チャイナエアライン台北）

香港・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

県産イチゴ・トマトなど
の輸出（ANA沖縄）

札幌・沖縄

生花（リンドウ・菊）の
輸送 （ANA札幌・沖縄）

（単位：トン）

旅客機の胴体（ベリー）を
活用した貨物輸送

航空貨物の取扱い航空貨物の取扱い（取扱量、取扱事例）

通販用雑貨・衣類の輸入
（中国東方航空 上海）

路線 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
令和

元年度

国 内 86.0 167.2 376.7 363.7 361.3 350.7 372.3 472.3 481.4 454.3 379.9

国 際 － 33.8 124.7 220.7 254.7 320.7 343.5 136.7 515.0 682.2 619.1

合 計 86.0 201.0 501.4 584.4 616.0 671.4 715.8 609.0 996.4 1136.5 999.0
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・中部横断自動車道、新東名高速道路の利用により、

陸上輸送距離・時間の短縮と定時制の確保

→ リードタイムが短縮可能

→ 渋滞の心配が低減

→ 環境負荷の低減

・コンパクトな施設ならではの

スピーディで柔軟なハンドリングを提供

・アジアのハブ空港に直結、世界に広がる航空輸送ルート

→ 浦東空港（上海）、桃園空港（台北）、那覇空港（沖縄）から世界へ！

・清水港との連携

大量・足の長い貨物は港から、少量・緊急輸送は空港から

距離 所要時間

成田 209km 3時間

静岡 145km 1時間50分

＜参考：成田空港との比較＞

※中部横断自動車道開通後

富士山静岡空港貨物利用のメリット
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沖縄県物産公社と連携し、
香港、シンガポール、タイなどへ静岡県産品の販路拡大

○沖縄県物産公社

ANAの沖縄路線を活用し、全国から特産品を集
め、沖縄県産品とともにアジアへ販路開拓を行っ
ている。

静岡ー沖縄線、沖縄国際物流ハブを活用し、スピーディに輸出

山梨県のモモ・ブドウなど特産品を静岡空港から世界へ！

深夜の貨物便を利
用し、翌朝には東
南アジアへ

24時間通関体制

生鮮品輸出に適した輸送ルート ～沖縄国際物流ハブの活用～
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＜これまでの輸送実績国＞

航空貨物の利用拡大に向け、成田空港などの他空港利用の航空貨物を
富士山静岡空港へ切り替えた場合に発生する追加費用を支援します。
（１）実施主体：富士山静岡空港航空貨物利用促進協議会

（経済団体、物流企業、エアライン、静岡県等21団体で構成）
（２）実施期間：１年度
（３）対象経費：航空運賃（燃油費含む）、国内陸送費、検疫作業費 等 上限20万円

＜事例①＞札幌からの生花輸送
課題：産地から新千歳まで輸送方法がない

少量輸送の場合は航空運賃が割高

トライアル輸送事業により、
航空運賃・ﾁｬｰﾀｰﾄﾗｯｸ費用を支援

＜事例②＞台湾への甲州ワインの輸出
課題：静岡空港までのトラック費用がかかる

少量のテスト輸送のため、航空運賃が割高

トライアル輸送事業により、
航空運賃・トラック費用を支援

国・地域 都市 輸出 輸入

中国 上海・武漢・寧波・杭州・香港・マカオ ○ ○

韓国 ソウル ○

台湾 台北 ○ ○

イギリス ロンドン ○

フランス パリ ○

ベルギー ブリュッセル ○

ベトナム ハノイ・ホーチミン ○

シンガポール シンガポール ○

オーストラリア シドニー ○

アメリカ ロサンゼルス ○

インドネシア ジャカルタ ○

タイ バンコク ○

11カ国1地域18都市

貨物を通じてビジネスを支援します！

静岡空港の航空貨物に関する問い合わせ
℡054-221-2777 Email:airport-shinkou@pref.shizuoka.lg.jp

航空貨物利用者への支援「航空貨物トライアル輸送事業」
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Ⅲ キャンペーン情報等
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１．会員資格
日本国内の法人

※株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社又は協同組合

学校法人、医療法人、一般社団／一般財団、商工会議所等

２．入会の条件
・入会金、年会費なし

３．会員特典（令和２年度）
（１）ビジネスサポートキャンペーン

出張利用で最大10,000円を支援します！

①出張等ビジネス目的で富士山静岡空港を利用した場合、

往復4,000円（片道の場合2,000円、１会員年間上限120,000円）を補助

②山梨県内の企業会員様は、さらに往復4,000円（片道2,000円）を加算

③国際線でのトランジット利用でさらに往復2,000円（片道1,000円）を加算

富士山静岡空港では、企業の出張等ビジネス利用を促進するため、
企業サポーターズクラブを創設し、航空運賃の支援を行っています。

会員数
(R2.8末時点)

1,654 法人
（うち山梨県内19法人）

会員数
(R2.8末時点)

1,654 法人
（うち山梨県内19法人）

企業サポーターズクラブ ビジネスサポートキャンペーン
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富士山静岡空港サポーターズクラブのご案内

○名称
富士山静岡空港サポーターズクラブ

○入会金・年会費
無料

○会員資格
携帯電話やパソコンのメールアドレス保有者を対象
※メールアドレスがない方も準会員として登録可能

○会員数（令和２年８月31日現在）
46,491人（静岡県44,274人（95.2％）、山梨県 229人（0.5％））

○会員特典
ツアー情報、就航先最新情報、イベント情報等を週１回メール配信

○会員限定イベント
航空会社と連携した会員向け特別ツアー、会員を対象としたイベントへ参加、
協賛店（37店舗）によるサービス（静岡県内や就航先の協賛店で、
会員証提示等により代金の10％引きなど各種サービス）

○令和２年度の実施状況
サポーターズクラブ会員向けのキャンペーンの実施を検討中。

富士山静岡空港サポーターズクラブ会員になっていただくと、
お得な会員特典を受けられますので、是非ご登録ください！

ご入会（無料）には、

富士山静岡空港

サポーターズクラブＨＰ

からの登録が必要となります♪

事務局：富士山静岡空港利用促進協議会 （電話）054-252-8161

または 検索富士山静岡空港サポーターズクラブ
18



富士山静岡空港 特設サイト“空旅でＧＯ！”を開設

富士山静岡空港の就航先の魅力やツアー情報を
発信する特設サイト「空旅でＧＯ！」を新たに開設し
ました。

＜特徴＞
ユーザーが、自らクリックやタップをすることで、
動画を選んで視聴することができる
“体験型の動画（インタラクティブ動画）”により、
観光やグルメ、ツアー情報を配信しています。

＜発信情報＞
就航先： 札幌、出雲、福岡、鹿児島、沖縄（、北九州）
動 画： 観光地、宿泊施設、飲食店、土産物店
ツアー情報： 旅行会社（６社）の最新旅行商品を掲載

ＱＲコードはこちら♪
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山梨県の皆様、

“富士の国”の空の玄関口

「富士山静岡空港」を

ご活用下さい！

ご清聴ありがとうございました。

静岡県空港振興課 ℡054-221-3635
E-mail:airport-shinkou@pref.shizuoka.lg.jp
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