
イタリアにおける利用可能な主な交通手段 

（２０２０年３月１２日 現地時間１７時００分現在） 

 

１．航空交通 

★イタリアとのフライトを中断する主な航空会社（出典：報道等）：ブリテッシュ航空，エールフランス（3/14

～4/3），フィンエアー（～4/7），ライアンエアー(3/14～4/9)，ウィズエアー（3/10～4/3），JET2（～

4/26），マルタ航空，オーストリア航空，スペインの航空会社（～3/25），ポルトガルの航空会社（3/10～2

週間），ウクライナ，イージージェット（3/10～4/3），ブリュッセル航空（3/12～4/3），KLMオランダ航

空（～4/3。ローマは接続），アエロフロートロシア（3/13～4/30。ローマは接続），ルクスエア（～4/3），

スイスインターナショナル航空（～4月始め），エミレーツ航空（3/12～4/3），デルタ航空（3/11～4/30），

ユナイティッド航空（3/13～4/30）等 

★以下は各航空会社のHPにおいて，現時点で「予約可能」となっているフライトを列挙したものです。詳細は

各航空会社のHPをご確認ください。 

 

（１）伊主要空港→ローマ・フィウミチーノ空港 

① ミラノ・マルペンサ空港（MXP）→ローマ・フィウミチーノ空港（FCO） 

３月１３日（金） （予約可能）０便（アリタリア） 

３月１４日（土） （予約可能）０便（アリタリア） 

３月１５日（日） （予約可能）１便（アリタリア） 

３月１６日（月） （予約可能）０便（アリタリア） 

※出典：アリタリア HP https://www.alitalia.com/it_it 

 

② ミラノ・リナーテ空港（LIN）→ローマ・フィウミチーノ空港（FCO） 

３月１３日（金） （予約可能）３便（アリタリア） 

３月１４日（土） （予約可能）３便（アリタリア） 

３月１５日（日） （予約可能）３便（アリタリア） 

３月１６日（月） （予約可能）２便（アリタリア） 

※出典：アリタリア HP https://www.alitalia.com/it_it 

 

③ ヴェネツィア・マルコポーロ空港（VCE）→ローマ・フィウミチーノ空港（FCO） 

３月１３日（金） （予約可能）１便（アリタリア） 

３月１４日（土） （予約可能）１便（アリタリア） 

３月１５日（日） （予約可能）１便（アリタリア） 

３月１６日（月） （予約可能）１便（アリタリア） 

※出典：アリタリア HP https://www.alitalia.com/it_it 

 

④ ボローニャ空港（BLQ） → ローマ・フィウミチーノ空港（FCO） 

３月１３日（金） （予約可能）２便（アリタリア） 

３月１４日（土） （予約可能）２便（アリタリア） 

３月１５日（日） （予約可能）２便（アリタリア） 

３月１６日（月） （予約可能）２便（アリタリア） 
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※出典：アリタリア HP https://www.alitalia.com/it_it 

 

⑤ フィレンツェ空港（FLR） → ローマ・フィウミチーノ空港（FCO） 

３月１３日（金） （予約可能）２便（アリタリア） 

３月１４日（土） （予約可能）２便（アリタリア） 

３月１５日（日） （予約可能）２便（アリタリア） 

３月１６日（月） （予約可能）２便（アリタリア） 

※出典：アリタリア HP https://www.alitalia.com/it_it 

 

⑥ ナポリ空港（NAP）    → ローマ・フィウミチーノ空港（FCO） 

３月１３日（金） （予約可能）２便（アリタリア） 

３月１４日（土） （予約可能）２便（アリタリア） 

３月１５日（日） （予約可能）２便（アリタリア） 

３月１６日（月） （予約可能）２便（アリタリア） 

※出典：アリタリア HP https://www.alitalia.com/it_it 

 

（２）伊主要空港→他国 

① ローマ・フィウミチーノ空港（FCO）→成田（NRT）行き（アリタリアＡＺ７８４） 

３月１５日（日） （予約可能） 

３月１７日（火） （予約可能） 

３月１９日（木） （予約可能） 

３月２１日（土） （予約可能） 

３月２３日（月） （予約可能） 

３月２５日（水） （予約可能） 

３月２７日（金） （予約可能） 

※出典：アリタリア HP https://www.alitalia.com/it_it 

 

② マルペンサ空港（MXP）→ミュンヘン，パリ 

３月１３日（金） ミュンヘン行き （予約可能） ２便（ルフトハンザ） 

パリ（CDG）行き （予約可能） ２便（エールフランス） 

３月１４日（土） ミュンヘン行き （予約可能） １便（ルフトハンザ） 

３月１５日（日） ミュンヘン行き （予約可能） ２便（ルフトハンザ） 

３月１６日（月） ミュンヘン行き （予約可能） ２便（ルフトハンザ） 

※出典：ルフトハンザ HP https://www.lufthansa.com/it/ja/homepage 

エールフランス HP https://www.airfrance.co.jp/ 

 

③ リナーテ空港（LIN）→フランクフルト，パリ 

３月１３日（金） フランクフルト行き （予約可能） ２便（ルフトハンザ） 

パリ（CDG）行き   （予約可能） １便（エールフランス） 

３月１４日（土） フランクフルト行き （予約可能） １便（ルフトハンザ） 

３月１５日（日） フランクフルト行き （予約可能） １便（ルフトハンザ） 

３月１６日（月）            （設定なし） ０便 
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※出典：ルフトハンザ HP https://www.lufthansa.com/it/ja/homepage 

エールフランス HP https://www.airfrance.co.jp/ 

 

④ ボローニャ空港（BLQ）→ミュンヘン，パリ 

３月１３日（金） ミュンヘン行き （予約可能） ２便（ルフトハンザ） 

         パリ（CDG）行き （予約可能） １便（エールフランス） 

３月１４日（土） ミュンヘン行き （予約可能） １便（ルフトハンザ） 

３月１５日（日） ミュンヘン行き （予約可能） １便（ルフトハンザ） 

３月１６日（月） ミュンヘン行き （予約可能） １便（ルフトハンザ） 

※出典：ルフトハンザ HP https://www.lufthansa.com/it/ja/homepage 

※出典：エールフランス HP https://www.airfrance.co.jp/ 

 

⑤ フィレンツェ空港（FLR）→ミュンヘン，フランクフルト，パリ 

３月１３日（木） ミュンヘン行き （予約可能） ２便（ルフトハンザ） 

フランクフルト行き （予約可能） ２便（ルフトハンザ） 

         パリ（CDG）行き （予約可能） ２便（エールフランス） 

３月１４日（木） ミュンヘン行き （予約可能） １便（ルフトハンザ） 

フランクフルト行き （予約可能） ３便（ルフトハンザ） 

３月１５日（木） ミュンヘン行き （予約可能） １便（ルフトハンザ） 

３月１６日（木） ミュンヘン行き （予約可能） １便（ルフトハンザ） 

※出典：ルフトハンザ HP https://www.lufthansa.com/it/ja/homepage 

※出典：エールフランス HP https://www.airfrance.co.jp/ 

 

⑥ ナポリ空港（NAP）→ミュンヘン，フランクフルト 

３月１３日（金） ミュンヘン行き （予約可能） ２便（ルフトハンザ） 

フランクフルト行き （予約可能） １便（ルフトハンザ） 

３月１４日（土） ミュンヘン行き （予約可能） ２便（ルフトハンザ） 

フランクフルト行き （予約可能） １便（ルフトハンザ） 

３月１５日（日） ミュンヘン行き （予約可能） １便（ルフトハンザ） 

３月１６日（月）            （設定なし） ０便 

※出典：ルフトハンザ HP https://www.lufthansa.com/it/ja/homepage 
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２．鉄道交通 

（１）トレニタリア 

3 月１１日(火)２２時００分現在，以下の情報が掲載。 

 

高速鉄道：健康上の緊急事態により，高速鉄道の運行が再編成 

2020 年 3 月 1２日 

 コロナウィルスの予防と拡散に関する当局の規定に従い，フレッチャ（高速鉄道）の運行が再編成される。 

 時刻表が更新された時刻表は，チケット販売システムで利用可能となっている。 

 本日 3 月 1２日において予約可能な列車は次のとおり。 

 トリノ／ヴェネツィア～ミラノ～ボローニャ～レッチェ方面（５本） 

 トリノ／ヴェネツィア～ミラノ～ヴェネツィア～トリエステ／ウーディネ方面（１４本） 

 トリノ／ミラノ～ボローニャ～ローマ～サレルノ方面（５２本） 

ヴェネツィア～ボローニャ～ローマ～サレルノ訪問（１０本） 

ローマ～レッジョ・カラブリア／レッチェ方面（６本） 

  

https://www.trenitalia.com/it/informazioni/Infomobilita/notizie-infomobilita.html.html 

 

（２）イタロ 

 3 月 8 日(日)１６時３０分から以下の情報が掲載。 

 

 Italo は、従業員と乗客を保護するため、2020 年 3 月 8 日の首相令で政府が発行した規定を順守します。 

乗客には、今日から 2020 年 4 月 3 日まで、次のことをお知らせします。 

・私たちの列車の提供はリスケジュールとなる。したがって、当社のウェブサイトをご確認ください。 

・「イタロクラブ」ラウンジは閉鎖されます。 

・列車内でのケアサービスは提供されません。 

・2020 年４月３日までに出発する電車をキャンセルしたお客様は，次の手順に沿って払い戻しを受けられ

ます。 

  払い戻し方法手順： 

 2020 年 3 月 2 日までに購入されたロンバルディア州，ベネト州，エミリア・ロマーニャ州方面の

チケットは，払い戻しを受けることができます。また，2020 年 3 月 9 日までに購入されたイタリア

のその他の地域方面のチケットも払い戻しを受けることができます。（以下略） 

 

https://italoinviaggio.italotreno.it/en/italo-news 

https://italoinviaggio.italotreno.it/en/italo-news/misure-iniziative-coronavirus-marzo 

 

 

（了） 
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