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  2021 年 2 月 25 日 

 

日本－フィリピン間の 2021年 3月 1日～27日の運航予定および 

新型コロナウイルス(COVID-19)感染対策に伴う弊社の取り組みについて 

 
日頃よりフィリピン航空をご愛顧いただきありがとうございます。 

このたび 2021 年 3 月 27 日までの運航予定が決まりましたのでご案内させていただきます。 

なお、皆様に安心してご利用いただけますように、感染対策への取り組みをご紹介させていただくとともに、

フライトのご利用にあたり皆様へのご注意やご協力のお願いがございますので、必ずご一読くださいますよ

うお願いいたします。 

 

■日本路線の運航スケジュール（2021年 3月 1日 ～ 3月 27日） 
【日本各都市⇒フィリピン】 

区間 便名 出発 到着 運航日 使用機材 

東京(成田)―マニラ PR427 13:25 17:35 
[3/1～3/14] 火・木・金・土・日 

[3/15～3/27] 毎日 
A321 

東京(羽田)―マニラ PR421 15:20 19:30 月・水・日 A321 

大阪(関西)―マニラ PR411 15:05 18:25 
[3/1～3/14] 火・木・金・土・日 

[3/15～3/27] 毎日 
A321 

名古屋―マニラ PR437 13:20 16:50 
[3/1～3/20] 月・水・金・土 

[3/21～3/27] 月・水・金・土・日 
A321 

福岡―マニラ PR425 15:15 18:05 月・水・金・日 A321 

東京(成田)―セブ PR433 14:25 18:50 3/6(土)・3/20(土)のみ A321 

 

【フィリピン⇒日本各都市】 

区間 便名 出発 到着 運航日 使用機材 

マニラ―東京(成田) PR428 07:15 12:25 
[3/1～3/14] 火・木・金・土・日 

[3/15～3/27] 毎日 
A321 

マニラ―東京(羽田) PR422 08:55 14:00 月・水・日 A321 

マニラ―大阪(関西) PR412 09:10 14:05 
[3/1～3/14] 火・木・金・土・日 

[3/15～3/27] 毎日 
A321 

マニラ―名古屋 PR438 06:30 11:20 
[3/1～3/20] 月・水・金・土 

[3/21～3/27] 月・水・金・土・日 
A321 

マニラ―福岡 PR426 09:45 14:15 月・水・金・日 A321 

セブ―東京(成田) PR434 08:00 13:25 3/6(土)・3/20(土)のみ A321 

 

※運航スケジュール及び発着時刻に関しましては、上記から更に変更となる場合もございます。 

 ウェブサイト等で最新の情報を必ずご確認下さいますようお願い致します。 
※2021 年 3 月 28 日以降のスケジュール（2021 年 夏期スケジュール）は追ってご案内します。 

※各国政府の認可が前提となります。 
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■ご予約にあたってのご注意 
○フィリピン政府による入国制限（※2 月 25 日現在） 

 2021 年 2 月 1 日より、日本からの外国籍の方の渡航制限が一部解除となりました。OFW に該当する方以外

は、フィリピン観光省(DOT)が指定する検疫ホテル（隔離施設）を最低 7 泊以上、事前にご自身でご予約い

ただく必要があります。また、フィリピンに渡航される方は全員、フィリピン到着から数えて 6 日目に PCR

検査を受けていただく必要があります。 

入国許可の対象者および詳細は下記リンクよりご参照ください。 
https://tokyo.philembassy.net/ja/01announcements/consularannouncements/advisory-travel-

restrictions-on-foreign-passengers-from-or-transiting-through-japan-from-december-30-to-ja

nuary-15-2021/#nav-cat 

 

 

○日本発フィリピン行き 当社便ご搭乗に必要な事前手続き 

  日本からフィリピンへ渡航される方は全員、出発前までにいくつか必要な手続きがございます。 

 

 
 

入国の流れについての詳細は下記 URL をご確認ください。(英語のみ) 

https://www.philippineairlines.com/en/ph/home/covid-19/arrivingintheph 
 

 

※OFW(Overseas Filipino Worker)とは、通常は一時的に別の国で生活および勤務しているフィリピン国籍の方です。 

これには、陸上 OFW と船員/海上 OFW が含まれます。少なくとも 1 人の OFW と一緒に旅行する家族は、すべて OFW として

見なされます。 

 

 

○乗り継ぎの制限 

 現在、マニラ空港ではフィリピン以遠・第三国への乗り継ぎが制限されています。ご予約頂いていても、 

 マニラ到着後に第三国への乗り継ぎフライトがある場合は日本出発時にご搭乗をお断りする場合が 

ございますのでご注意ください。 

 

 

■マニラ（ニノイ・アキノ国際空港）での発着ターミナルについて 

マニラ空港(MNL)では当面、各フライトの発着ターミナルが通常とは異なりますのでご注意下さい。 

フィリピン航空の運航便については下記の通りとなります。 

 

⚫ NAIA ターミナル 1 : すべての国際線の出発 

⚫ NAIA ターミナル 2 : すべての国際線の到着  及び すべての国内線の出発＆到着 

 

https://tokyo.philembassy.net/ja/01announcements/consularannouncements/advisory-travel-restrictions-on-foreign-passengers-from-or-transiting-through-japan-from-december-30-to-january-15-2021/#nav-cat
https://tokyo.philembassy.net/ja/01announcements/consularannouncements/advisory-travel-restrictions-on-foreign-passengers-from-or-transiting-through-japan-from-december-30-to-january-15-2021/#nav-cat
https://tokyo.philembassy.net/ja/01announcements/consularannouncements/advisory-travel-restrictions-on-foreign-passengers-from-or-transiting-through-japan-from-december-30-to-january-15-2021/#nav-cat
https://www.philippineairlines.com/en/ph/home/covid-19/arrivingintheph
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■空港ラウンジサービスについて 

各空港における多くのラウンジが閉鎖されております。また、営業中のラウンジでも一部のサービスを休止

している場合や、営業時間の短縮を実施している場合がございます。 

 

フィリピン・日本の各空港におけるラウンジサービス状況（2 月 25 日現在） 

空港 サービスの状況 

マニラ 
国内線(第 2 ターミナル) サービス休止中 

国際線(第 1 ターミナル) サービス休止中 

東京(成田) 第 2 ターミナル本館 4 階「JAL ファーストクラスラウンジ」をご利用いただけます 

東京(羽田) 第 3 ターミナル内 110 番ゲート付近「ANA SUITE LOUNGE」をご利用いただけます 

大阪(関西) サービス休止中 

名古屋 サービス休止中 

福岡 サービス休止中 
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■新型コロナウイルス感染拡大予防に関する当社の取り組みとお客様へのお願い 

お客様に安心してサービスをご利用いただく為、フィリピン航空では以下の対応を実施しております。 

 

ご旅行の前に 

全てのフライトにて、ご搭乗のお客様はマスクおよびフェイスシールドの着用が必要です。 

（2歳未満の幼児は、マスクおよびフェイスシールドの着用義務の対象ではありません） 

サニタイザーをご持参頂く場合は、10個(※)まで機内に持ち込み可能です。 

(※アルコール 70%以下で、100ml以下の容器に入ったものに限ります。) 

 

空港チェックイン 

地上係員はマスクおよびフェイスシールドを着用させて頂いております。 

空港内各所にサニタイザーを設置しております。 

空港へはお早目にお越しください。 

(マニラから出発の場合の目安) 国際線: 出発の 4時間前 / 国内線 : 出発の 3時間前 

チェックインカウンターエリアではソーシャルディスタンスの確保をお願いしております。 

 

マブハイラウンジ 

エントランスに除菌マットをご用意しております。 

ラウンジ内のお席はソーシャルディスタンスを確保しております。 

係員は防護服を着用してサービスさせて頂きます。 

食事は個包装されております。お飲み物はご希望のものを注文して頂く形式となります。 

 

出発前・ご搭乗時 

搭乗口、搭乗バス内におきましてもソーシャルディスタンスを確保させて頂いております。 

サニタイザーを設置しております。 

係員はマスク、フェイスシールド、手袋を着用させて頂いております。 

機内に入る前に除菌マットを設置しております。（一部の空港にて） 

 

機内 

客室内は清掃と消毒を徹底しております。 

客室乗務員は防護服を着用させて頂いております。 

厳格な国際規格(HACCP)により衛生管理された機内食を提供しております。 

機内の空気は、高性能フィルター(HEPAフィルター)により清潔な状態が保たれております。 

お座席は出来る限り間隔を広くとって頂けるよう選択可能です。 

 

ご到着時 

降機の際にも除菌マットを設置しております。（一部の空港にて） 

サニタイザーを設置しております。 

荷物カートのハンドル部分を消毒しております。 

空港内でもマスクおよびフェイスシールドの着用をお願いしております。 

 
 

 


