
発着空港 路線 フライト名 期間 ●黄色箇所は今週更新分です

AY フィンエアー 中部 ヘルシンキ 080/079 運休 3/27まで 成田発着　週3便にて運航

中部 台北 127/128 運休 3/27まで

小松 台北 157/158 運休 3/27まで

BX エアプサン LCC 中部 プサン 131/132 運休 3/27まで

上海 406/405 運休 3/27まで

160/159 運休 3/27まで

760/759 運休 運休予定

151/150 運休 4/30まで

155/154

静岡 台北 169/168 運休 4/30まで

富山 台北 171/170 運休 4/30まで

533/532 運休 2/28まで

539/536 運休 2/28まで

台北・香港 531/530 運休 2/28まで

上海 380/379 運休 1/31まで

広州 6056/6055 運休 1/31まで

大連 620/619 運休 1/31まで

ホノルル 612/611 運休 3/27まで 羽田発着　週3便にて運航

デトロイト 094/093 運休 3/27まで 羽田発着　週4便にて運航

EY エティハド航空 中部 アブダビ 889/888 運休 3/28まで 成田発着　週3便にて運航

上海 全便 運休 2/28まで

南京 1602/1601 運休 2/28まで

台北 821/822 運休 4/15まで （台北）成田 週2便、羽田 週5便運航

上海 883/884 運休 4/15まで

天津 841/840 運休 4/15まで

ホノルル 794/793 運休 3/20まで

744/743 運休 2/28まで

742/741

プサン 754/753 運休 2/28まで

小松 ソウル 776/775 運休 運休予定

LH ルフトハンザドイツ航空 中部 フランクフルト 737/736 運休 3/27まで 羽田発着（2/27まで）週3便、（3/1～）毎日運航予定

292/291 運休 3/27まで

720/719 運休 3/27まで

上記以外 運休 3/27まで

北京 744/743 運休 3/27まで

121/122

123/124 運休 2/28まで

セブ 479/480 運休 1/31まで

中部 シンガポール 671/672

645/644 運休 3/27まで

647/646 運休 3/27まで

TW ティーウェイ航空 LCC 中部 ソウル 238/237 運休 2/20まで
成田発着 212/211（金）、関空発着 282/281（木）、

福岡発着 292/291（土） 週1便にて運航予定

136/137 運休 3/27まで

172/171 運休 3/27まで

ホーチミン 341/340 運休 2/26まで

ハノイ 347/346 運休 2/26まで

XJ タイ・エアアジアＸ LCC 中部 バンコク 639/638 運休 3/27まで

5J
セブパシフィック航空
（第1ターミナル利用）

LCC 中部 マニラ 5038/5039

1607/1608 運休 3/28まで

1601/1602 運休 3/27まで

7G スターフライヤー航空 中部 台北 811/810 運休 3/27まで

ユナイテッド航空 成田発着 197/196 （月水木金土日）の週6便運航

チェジュ航空 ソウル

BR エバー航空

中部

中国国際航空

TG

UA

VN

台北

香港

上海

NRT/CAN、NRT/SHEの片道 は直販だけでなく
GDSでの代理店販売が可能です

CAAC（中国民用航空局）の指示により成田発の運航
便は航空会社のWebサイトまたはコールセンターのみ

の予約となり代理店販売は不可です

7C
   成田発着　1106/1105　（土）週1便、関空発着
1302/1301（金・日） 週2便運航　※一部運休あり

中部 バンコク
TG643　成田（水・木・日）発 週3便、

TG623　関空（日）発 週1便 運航

 （水・土・日）の週3便 運航 　　 

成田発着 毎日、関空発着 毎日、福岡発（木）着の週1便
羽田発着　2/9-28（火・木・日）の週3便、3月～毎日　運航予定

タイ国際航空

中部

ベトナム航空

orld 
弊社取扱い主要航空会社　①中部・静岡・富山・小松　②成田・羽田・関西運航情報　〈2021年1月20日現在〉

CA

CI

CX

CZ

DL

HO

航空会社 ◆国際線①◆

CAAC（中国民用航空局）の指示により成田発の運航
便（上海、杭州）は航空会社のWebサイトまたはコール

センターのみの予約となり代理店販売は不可です北京

デルタ航空

中部

中部

中部
関空発着　上海（火）、南京（木）各週1便にて運航

※GDSでの代理店販売が可能です

4/30まで　往復共に　毎週（木）の週1便 運航
※但し1/28（木）は除外、1/27（水）運航予定

成田発着　（火・金・日）週3便、関空発着 2月まで
（木）、3月～（火・木）週2便、福岡発着（木）週1便運航

中部

JL

大韓航空

日本航空

上海吉祥航空

チャイナエアライン

中国南方航空

中部

中部

中部キャセイパシフィック航空

（月・水・金・土）の週4便 運航
※羽田（水・日）週2便、成田（火・木・金・土・日）週5便

関空（火・木・金・土・日）週5便、福岡（水・金・日）週3便　運航
マニラ

2/28まで毎週（土）の週1便 運航
※1/20（水）、27（水）追加運航予定

中部

シンガポール航空

MU

437/438

SQ

中国東方航空

ソウル

KE

PR フィリピン航空

旅行会社の取り扱いは可能ですが、日本発便については入国許可書(COE)の事前取得などタイ政府が定める条件をク
リアした乗客のみ搭乗可能な「セミコマーシャルフライト」扱いです。また、タイ国籍の方がご帰国便としてご利用いただ
けるフライトは大使館より指定されております。詳しくはタイ国際航空のHPにてご確認ください

中部LCC

（ホノルル）羽田発　臨時便運航予定
1/22、29、2/5～3/19　毎週（金）

特別機の運航は大使館、領事館にお問合わせ下さい
※2月までHAN発　NRT着 週3便　片道、

2月までSGN発　NRT着　週3便　片道　運航予定

成田発着（521/520） （火・木・土）週3便、関空発着
（507/506） 1/19まで（土）、1/20～（水・土）週2便、

福岡発着（589/588） 1/22、29（金）運航予定

中部

3/27まで（火・木・日）の週3便 運航
※成田は 1/31まで（月・水・土）、 2/1～3/27まで（水）の週1便運航 　　　　関

空は1/31まで（月・水・金）の週3便運航、 2/1～3/27 運休予定

グァム

中部

ソウル

成田発着（704/703） 毎日運航、　関空発着（724/723）（水・木）運航

2/12～28まで毎週（金）の週1便 運航　 ※1/22、29、2/5は欠航

成田発着 102/101 毎日、関空発着 毎日、札幌発着2/5、15運航予定

OZ アシアナ航空

中部



発着空港 路線 フライト名 期間 ●黄色箇所は今週更新分です

AM アエロメヒコ 成田 メキシコシティ 057/058 運休 4/01まで

成田 ドバイ 319/318

ドバイ 317/316

ET エチオピア航空 成田 ｱﾃﾞｨｽｱﾍﾞﾊﾞ 673/672

羽田 ジャカルタ 875/874

成田 デンパサール 881/880 運休 1/31まで

ジャカルタ 889/888

デンパサール 883/882 運休 1/31まで

NZ ニュージーランド航空 成田 オークランド 090/099

※上記運航スケジュールは 2021.1/20時点のもので変更になる可能性がございます。必ずご確認いただけますようお願いします。

政府は1月13日、1月14日から緊急事態宣言解除までの間、「レジデンストラック」と「ビジネストラック」の運用を停止する。
これにより、「レジデンストラック」と「ビジネストラック」による外国人の新規入国と、「ビジネストラック」による日本人や在留資格保持者の帰国・再入国時の14日間
待機の緩和措置を認めない。追加的な防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、双方の国の取り決めに基づき、「レジデンストラック」では例外的
に新規入国、「ビジネストラック」では14日間の待機期間中の行動範囲を限定した行動を認めていた。
なお、「ビジネストラック」と「レジデンストラック」ですでに発給済みの査証を所持する人は、1月12日午前0時までの間、入国の14日以内にイギリスと南アフリカに滞
在歴がない場合、入国が認められる。「ビジネストラック」による14日間待機の緩和措置は認めない。
「レジデンストラック」はタイ・ベトナム・マレーシア・カンボジア・ラオス・ミャンマー・台湾・シンガポール・ブルネイ・韓国・中国、「ビジネストラック」はシンガポール・韓
国・ベトナム・中国の11ヶ国・地域を対象に実施していた。

21年2月1日より、現在の国際線到着便の受け入れ容量は以下の下線部の通り拡充されます。　【　　　】内は1月9日～31日受け入れ容量

中部空港の国際線受け入れ拡充にむけた進捗　　（NGO NEWSLETTER　第5号 by中部国際空港(株)) 

航空会社 ◆国際線②◆

（火・水・木・金・土）発　週5便運航

（火・木・金・土）発　週4便運航

ドバイ（DXB）発サンパウロ（GRU）行きのフライトが2/5より　週4便から週5便に増便予定
EK261：DXB/GRU（月・水・木・ 金・土）、EK262：GRU/DXB（火・木・金・ 土・日）

EK

お知らせ:令和３年１月3１日まで日本からの渡航制限の延長ついて　　（駐日フィリピン共和国大使館HP 1/15付）

Peachは2020年12月24日より、当空港と札幌（1日2往復）及び仙台（1日1往復）の2路線運航を開始しました。サンタクロースに扮したPeach社員の方に見送られな
がら24日当日の札幌（新千歳）行き書便は、160人のお客様が搭乗されました。なお、2021年1月22日より沖縄（那覇）線、石垣線を1日1往復で開設する予定です。

国内線に関するニュース　Peach12月24日新規就航イベント　　（NGO NEWSLETTER　第5号 by中部国際空港(株))
①到着便数：制限なし　　　　②到着時間帯：【9時～18時】→ 8時～18時　　③到着旅客数：【600名/日（全便対象）】→ 1,000名/日（全便対象）

3/27まで（土）発　週1便運航

1/31まで（火・金・日）発　週3便運航

GA ガルーダインドネシア航空

関西
1/31まで（木・日）発　週2便運航

名古屋-関空のシャトルバスサービス（名古屋発16:00/関空着19:20）（関空発20:30/名古屋着23:50）

（水・金・日）発　週3便運航

新型コロナウイルス感染症に関する省庁タスクフォース(IATF)ならびに大統領府により発布されたガイドラインに従い、新型コロナウイルスの変異種が確認された
日本を含む国々からフィリピンへの渡航制限が令和３年１月３１日まで延長されました。
上記により、渡航制限期間中は次の措置の遵守をお願い申し上げます。
1. 入国が許可されない場合：ビザの種類、以前に発給されたフィリピン外務省(DFA)推薦や免除、特権(RA6768に基づくバリクバヤン)に関わらず、フィリピン到着前
の14日間に日本を含む対象国より渡航する全ての外国籍の方
渡航制限国より渡航する同行者のいない全ての未成年のフィリピン国籍者（フィリピン到着時に海外労働福祉局や社会福祉開発省に引き継がれる滞在国の本国
送還プログラムにより帰国する場合を除く）有効なビザまたはバリクバヤンプログラムによるビザ免除特権を有する方（外国人配偶者、フィリピン国籍、元フィリピン
国籍の子供など）、またこの渡航禁止措置に影響を受けた方については、渡航の予定をご変更いただきますようお願い申し上げます。フィリピン入国管理局により
入国拒否の対象となります。
2. 入国が許可される場合：フィリピン国籍者、二重国籍証明書(Identification Certificate/Recognition Certificate)を所持している二重国籍者
しかしながらフィリピン保健省(DOH)の指示により、RT—PCRテストと待機施設での検疫の対象となります。
渡航制限国ではない国から渡航する同行者のいない全ての未成年のフィリピン国籍者注：フィリピンへの渡航を考えているフィリピン人のためのお知らせ
https://tokyo.philembassy.net/01announcements/advisory-for-filipinos-intending-to-travel-to-the-philippines/#nav-cat
外国人渡航者（a）渡航が制限されている国の空港で乗り継ぎをした、または乗り継ぎをしただけで、当該国への入国許可がない（b）渡航制限国のいずれからも来
ていない　　（許可されたビザを持ち、フィリピン保健省(DOH)指示のRT—PCRテストと待機施設での検疫を条件とする）
フィリピン政府より認可を受けた外交官ならびに国際機関代表および有効かつ現存する9eビザを持つ扶養家族。次の条件を満たしている場合、隔離措置の免除が
受けられる。(a)空港到着時にRT-PCR検査を受ける(b)入港地で保健省検疫局（DOH-BOQ）職員に同意書を提出/提示する(c)申告した宿泊施設または住居にて
14日間の厳格な自己隔離を遵守する
外国人高官（フィリピン到着時に検査と隔離措置を遵守すること）　　医療または緊急目的でフィリピンへ渡航した外国人（外国人の医療付き添い人も含む）
これに鑑み、フィリピン大使館は、この渡航禁止期間中のビザの申請受理および発行を停止いたします。ビザ申請については、この措置が更に延長されない限り、
渡航禁止が解除されてからの手続きとなります。
オーストラリア、オーストリア、ブラジル、カナダ、中国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、香港特別行政区、ハンガリー、アイスランド、インド、アイルラン
ド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、日本、ヨルダン、レバノン、ルクセンブルグ、ノルウェー、オマーン、パキスタン、ポルトガル、シンガポール、南アフリカ、韓国、
スペイン、スウェーデン、スイス、オランダ、アラブ首長国連邦、英国、米国

「レジデンストラック」と「ビジネストラック」の運用停止　緊急事態宣言解除まで　　（TRAICY　1/14付）　　　　　　

2021年1月15日から25日までの インドネシア入国手続き最新版　　（在本邦インドネシア共和国大使館HP　1/14付）

インドネシア政府新型コロナウイルス対策ユニットは、2021年1月15日から25日までの期間に対し、新たに通達状No.2/2021を発行しました。インドネシアへの入国につい
て、以下の通りお知らせいたします。
外国人の方　・ インドネシア共和国政府は、2021年1月15日から25日までの間、すべての外国人に対して国境を一時的に閉鎖します。
・　海外からの以下の外国人は入国禁止から免除されます。　　○外交官および公務/サービス滞在許可証の所持者。
○インドネシア短期滞在カード（KITAS）及びインドネシア永住カード（KITAP）の所持者。
○インドネシア当局からの特別な書面による配慮と許可を持つ外国人。
・　外交ビザ及び公務/サービスビザの所持者で、公務で大臣以上の訪問を目的としてインドネシアに渡航する者は、非常に厳しい健康規則によって入国禁止が免除され
ます。
インドネシアの国民　　・　すべてのインドネシア人はまだインドネシアに入国することができます。
・　外国からのインドネシアに入国するすべてのインドネシア人は、政府によって定められた健康規則に従わなければなりません。
インドネシア人と外国人の到着時のPCR検査と検疫
・　外国からのインドネシア人は、インドネシアに入国する際、直接の入国または他の国を通って通過した場合も含め、滞在国にてフライトスケジュールの最大3 x 24時間以
内に出されたPCRテストの陰性結果を健康検査またはe-HACインドネシア(健康ポータル)で提示しなければならない。
・　到着時に、インドネシア人と外国人はPCRテストを再受験し、5日間の強制検疫を受けなければならない。インドネシア人は、インドネシア政府新型コロナウイルス対策ユ
ニットの政令第6/2021号に従い、インドネシア共和国政府が提供する特別検疫施設で検疫を行い、外国人は保健省から認定を受けた指定ホテルで自費で検疫を行わな
ければならない。
○インドネシアに赴任している大使・領事及びその家族は、自らの居住地で自宅検疫を行うことができる。但し、その他の外交官は指定ホテルで検疫を行うこと。
・　PCR検査で陽性が出た場合、インドネシア人は国費で病院で治療を受け、外国人は自費で外国人用に指定された病院で治療を受けなければならない。
・　5日間の強制検疫を受けた後、インドネシア人と外国人は再度PCR検査を受けなければならない。
○検査で陰性の結果が出た場合、インドネシア人と外国人は最終目的地への移動が許可されます。
○PCR検査で陽性の結果が出た場合、インドネシア人は政府の費用で病院で治療を受け、外国人は自費で治療を受けなければならない。
大使館はすべての旅行者に対し、インドネシアの最新の関連政策に注意し、それぞれの航空会社を介してフライトスケジュールを確認することをお勧めします。

NEWS  &  INFORMATION

エミレーツ航空
関西



・検査方法：RT-PCR検査　　　　・検査容量：一日あたり最大約100件　　　　・検査料：38,500円（税込）　※証明書発行手数料（1通）含む

（5）全自動核酸増幅装置でRT-PCR検査を実施　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（6）約3時間後に陰性証明書の準備ができ次第電話でご案内

★詳しくは中部国際空港診療所ホームページにてご確認ください。　　　　http://www.fujita-hu.ac.jp/airportclinic/index.html

第1ターミナル3階案内センターで｢海外渡航者向けPCR検査｣の陰性証明書の受け取りが可能になりました
藤田医科大学病院（豊明市）、藤田医科大学ばんたね病院（名古屋市中川区）、藤田医科大学岡崎医療センター（岡崎市）で｢海外渡航者向けPCR検査｣を受けた
方の陰性証明書について、第1ターミナル3階案内センターでも受け取りが可能です。案内センターで陰性証明書を受け取る為には、学校法人藤田学園が運営す
る病院でのPCR検査の受検及び検査時に証明書の受取場所をご指定いただく必要がございます。

中部国際空港ＰＣＲ検査センター開設　　（セントレアHP:12/1更新）　　
PCR検査ラボを併設した｢中部国際空港PCR検査センター｣を中部国際空港診療所内に併設しております。中部国際空港PCR検査センターでは、高速で鼻咽頭
PCR検査を行う装置を導入し、新型コロナウイルスの件結果判定を約3時間で行います。検査は海外への渡航当日も可能です。（要予約。当日の受付状況により
時間を要す場合もあります）

韓国政府、空路入国の外国籍者に陰性証明書の提出義務付け　　（TRAICY 1/5付）
韓国政府は、空路で入国する外国籍者に対し、1月8日から出発日の72時間以内に発行された、新型コロナウイルスのPCR検査による陰性証明書の提出を義務付
ける。英語もしくは韓国語の診断書原本、もしくは現地語で発行された診断書の原本と現地語診断書のコピーに対する翻訳認証文を提出する必要がある。翻訳認
証文とは、現地語の文書を韓国語または英訳に訳して大使館、総領事館などで公証を受けた書類のこと。これらの条件を満たさない人、未提出の人は韓国への入
国が拒否される。航空会社は搭乗前にこれらの書類を確認する。

【予約～検査当日までの流れ】

（1）中部国際空港診療所にメールまたはFAXでご予約ください（事前予約制）　　（2）検査当日、中部国際空港診療所で受け付け

（3）中部国際空港PCR検査センターでパスポートと予約情報を照合　    　　　　　（4）検体採油ブースで臨床検査技師による鼻咽頭ぬぐいを採取

（7）第１ターミナル3階案内センターで陰性証明書を受け取り

◆実施空港：成田、羽田、関西、中部、福岡、新千歳　　　◆対象航空機：海外から日本に到着する全ての国際線航空機

米国への全渡航者、コロナ陰性証明必須に　26日から　　（日本経済新聞　1/13付）　　　　　　
米疾病対策センター（CDC）は12日、米国に飛行機で入国する全ての渡航者に新型コロナウイルスの陰性証明を義務付けると発表した。感染力が強いとされる変
異種の感染が各国で広がるなか、対象を広げて水際対策を強化する。新たなルールは26日から運用する。
米国は2020年12月28日以降、新型コロナの変異種が拡大する英国から入国する乗客に陰性証明の提出を義務付けている。26日以降、乗客はフライト出発前の
72時間以内に検査を受け、航空会社に陰性証明書を提出する必要がある。 提出ができない、または検査を受けていない乗客については航空会社は搭乗を拒否
しなければならない。到着してから3～5日後の再検査と、入国後7日間の自主隔離も求められる。

日本入国時の空港検疫で用いる質問票の電子化について
このたび厚生労働省より、外国から日本への入国者に対し、空港検疫の際に用いる質問票について、｢質問票Web｣を開設し、電子化する旨の通知がありました。
外国から日本への出発便ご搭乗の前に、お客様ご自身のスマートフォンやタブレット等から質問票Web（https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp ）にアクセスしていただ
き、回答をご入力のうえ、QRコードを事前に取得していただくことになります。これにより、到着時の空港検疫での確認作業が減り、お客様に円滑に検疫手続きを
受けていただけるようになります。また、電子質問票に加えまして、機内にて配布する『健康カード』の記入が別途必要となります 。検疫所では、電子質問票ＱＲ
コードと健康カードを一緒にご提出いただきますようご案内ください。尚、スマートフォンやタブレットをお持ちでない場合には、到着空港設置のパソコンから入力す
ることもできますが、パソコンの台数には限りがあるため、混雑状況によりお時間を要する場合があります。

シンガポール航空　羽田再開延期　緊急事態再発令で、既存路線は継続　　（Avitation Wire　1/13付）　　　　　　

(株)ワールドコネクション　　〒460-0003　名古屋市中区錦1-6-5　名古屋錦シティビル7F
TEL（予約）052-232-5811 （営業）052-232-5820　（FAX）052-232-5815　　　平日：10:00～16:00（短縮営業）/土・日：休み

【中部国際空港PCR検査センター概要】

・営業時間：年中無休（診療所の営業時間に応じる）　　　　・検査時間：9:00～17:00（診療所の営業時間に応じる。事前予約制）

シンガポール航空（SIA/SQ）は1月13日、再開を計画していた羽田発着便について、18日からの運航開始を延期すると発表した。日本政府が新型コロナウイルス
感染症（COVID-19）の感染再拡大に伴う緊急事態宣言を再発令したことによるもので、再開日は未定。既存の成田と関西、中部、福岡の各路線は運航を継続す
る。同社はシンガポール－羽田線のうち、羽田を夕方に発着するSQ632/633便を、18日から週7往復（1日1往復）で再開する予定だった。日本政府が8日から2月7
日まで東京と神奈川、埼玉、千葉の1都3県を対象に緊急事態宣言を発出していることから、再開の延期を決めた。羽田線の再開日は未定で、緊急事態宣言の解
除後となる見通し。現時点では夜に発着するSQ634/635便について2月9日から再開を計画しており、2月中は火曜と木曜、日曜の週3往復、3月からは1日1往復
を見込んでいる。機材はエアバスA350-900型機の中距離仕様機で、座席数は2クラス303席（ビジネス40席、エコノミー263席）を投入する。予定している運航スケ
ジュールは各日共通で、羽田行きSQ634便はシンガポールを午後2時5分に出発し、午後9時40分に着く。シンガポール行きSQ635便は午後10時55分に羽田を出発
し、翌日午前5時15分に到着する。現在シンガポール航空は成田線と関空線を1日1往復、中部線を週3往復、福岡線を週1往復運航している。

帰国後の待機違反者、氏名公表も　１４日から水際対策強化　　（産経新聞　1/14付）　　　　　　

政府は１４日から、新型コロナウイルスの水際対策を強化した。日本人を含む全入国者に、２週間の自宅待機や公共交通機関を使わないといった感染防止策を守
るよう誓約書の提出を求める。違反した場合には、氏名などを公表することもある。新たな水際対策は緊急事態宣言を１１都府県に拡大したことを受けて導入さ
れ、期間は宣言終了まで。在留資格を持つ外国人については氏名公表に加えて「在留資格の取り消し、退去強制手続きなどの対象となり得る」としている。ただ、
氏名公表は根拠となる法令がなく、政府も「罰則」と位置付けていない。加藤勝信官房長官は１４日の記者会見で公表基準に関し「いろいろな状況を踏まえて判断
する」と述べた。入国時に提出される誓約書には自宅待機などを行わなかった場合の氏名公表に同意する内容が含まれており、加藤氏は「行政上の合理的な目
的があり、方法も相当であり、入国者の同意も前提としている」とも説明した。
政府は２週間の待機のほか、中国や韓国など１１カ国・地域とのビジネス往来も１４日から原則一時停止を決めた。外国人の新規入国を原則認めない。

2021年版世界で最も安全な航空会社ランキング　　（Time Out Tokyo 1/12付）　　　　　　
世界の航空会社を格付けしているAirlineRankings.comが、2021年版「世界で最も安全な航空会社」ランキングを発表した。首位に選ばれたのはオーストラリアのカ
ンタス航空で、下記の通り、トップ10には、カタール航空、ニュージーランド航空、シンガポール航空、エミレーツ航空、エバー航空 、エティハド航空などがランクイン
した。2013年にスタートしたAirlineRatings.comは、世界中の航空会社の墜落事故、重大事故、航空管理団体や主要団体からの監査、政府監査、航空機の使用年
数を分析し、安全性、機内サービスなどを格付け。AirlineRatings.com編集長であるジェフリー・トーマスは、「我が社のランキングには、安全性を高めるため革新
性、運用面での卓越性、エアバスA350やボーイング787といった最新機種の導入などの最新の状況が反映されています」とランキングの特色を説明している。今年
はさらに、新型コロナウイルス対策に優れている航空会社も発表。順位付けなしで、ニュージーランド航空、アラスカ航空、全日空、エアアジア、デルタ航空、エミ
レーツ航空、エティハド航空、エバー航空、日本航空などが20社が選出された。トーマスは、これらの航空会社で、乗客の安全性を保つこと、旅行へ柔軟性を加え
たりするという点で、これまで以上の努力が見られたことを評価。各社の対策の一例として、カタール航空のフェイスシールドとマスクの配布、エミレーツ航空の新
型コロナウイルス保険や顧客向けの衛生キットが顕著だったことを紹介しながら、「（選出された20の）航空会社は、可能な限り安全な旅行を実現するためのトレン
ドセッターとなっています」と述べた。
2021年世界で最も安全なエアライン（AirlineRatings.com）1.カンタス航空　2.カタール航空　3.ニュージーランド航空　4.シンガポール航空　5.エミレーツ航空　6.エ
バー航空　7.エティハド航空　8.アラスカ航空　9.キャセイパシフィック航空　10.ブリティッシュ・エアウェイズ　11.ヴァージン アトランティック航空／ヴァージン・オース
トラリア航空　12..ハワイアン航空　13.サウスウエスト航空　14.デルタ航空　15..アメリカン航空　16.スカンジナビア航空　17.フィンエアー　18.ルフトハンザドイツ航空
19.KLMオランダ航空　20.ユナイテッド航空
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