
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 3/31まで週3便、4/1～週6便、4/26～は羽田

発として 毎日運航、関空 3/30～ 週3便運航予定
中部 台北 127/128 運休 3/31まで

小松 台北 157/158 運休 3/31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 5/31まで

160/159 運休 5/31まで

760/759 運休 運休

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 3/27まで

539/536 運休 3/27まで

台北・香港 531/530 運休 3/27まで

上海 380/379 運休 10/28まで

広州 6056/6055 運休 10/28まで

大連 620/619 運休 10/28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 094/095 運休 4/03まで
4/4～名古屋発（日）発、デトロイト（金）発 週1便

で運航予定　　※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 3/27まで

南京 1602/1601 運休 3/27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 3/31まで

742/741

プサン 754/753 運休 3/31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 3/27まで 羽田発（月木土）週3便運航

292/291 運休 5/31まで

720/719 運休 5/31まで

上記以外 運休 5/31まで

北京 744/743 運休 5/31まで

121/122

123/124 運休 3/31まで

セブ 479/480 運休 3/27まで 成田発着（433/434）セブ　3/6、20（土）のみ運航

中部 シンガポール 671/672

645/644 運休 6/30まで

647/646 運休 6/30まで

TW ティーウェイ航空 LCC 中部 ソウル 238/237 運休 3/27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便運航

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 3/27まで

ハノイ 347/346 運休 3/27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 5/01まで

1601/1602 運休 4/30まで

7G スターフライヤー航空 中部 台北 811/810 運休 10/30まで

OZ アシアナ航空

3/27まで（火日）の週2便 運航
※成田は3/27まで（水）の週1便、

関空（828/827）、福岡（922/923）は3/27まで運休予定

中部

チェジュ航空 ソウル

タイ国際航空

ベトナム航空

ユナイテッド航空

フィリピン航空

中部 バンコク

中部

2/28まで（月水金土）の週4便、3/1～（月水金土日）の週5便 運航
※羽田 421/422（月・水・日）週3便、成田 427/428 2/28まで（火木金土日）の
週5便、3/1～毎日、関空 411/412 2/28まで（火木金土日）の週5便、3/1～

毎日、福岡 425/426 2/28まで（水金日）の週3便、3/1～（月水金日）の週4便

マニラ

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　3/2-25（火木日）の週3便　運航予定

中部

成田発 643  6/30まで（水木日）発 週3便、
羽田発 683　3/28～6/30　（水）発 週1便、

関空発 623　3/27まで（日）発、週1便、
3/28～6/30　（木日）発　週2便 運航予定

成田発着 197/196 （月水木金土日）の週6便運航

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

特別機の運航は大使館、領事館にお問合わせ下さい
※旅客便はHAN発　NRT着 、SGN発　NRT着として

片道運航予定
中部

グァム

3/31まで毎週（金）週1便運航予定

成田（101/102） 毎日、関空（111/112） 毎日、福岡（131/132）月火金の週3便 ※3/1-7運休

ソウル
3/31まで　成田発着（704/703） 毎日運航、関空発着（724/723）（水木土）週3便

福岡発着（788/787）（木）週1便運航予定　※KIXは3/6、FUKは3/4運休

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2月24日現在〉

CA

CI

CX

CZ

DL

HO

航空会社 ◆国際線①◆

成田発着 （930/929）上海 （木）週1便、
成田発着 （146/145）杭州 （水）週1便運航北京

デルタ航空

中部

中部

中部
関空発着　上海 1334/1333　（火）、

南京 1609/1610　（木）各週1便にて運航

4/30まで　往復共に　毎週（木）の週1便 運航

中部キャセイパシフィック航空

上海吉祥航空

チャイナエアライン

中部

成田発着（521/520） （火木土）週3便、
関空発着（507/506） （水土）週2便運航予定

中部 （ホノルル）羽田発　臨時便運航予定
3/19まで　毎週（金）

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

BR エバー航空

中部

中国国際航空

TG

UA

VN

台北

香港

上海

成田発着 （8102/8101）広州 （水）週1便、
成田発着 （628/627）瀋陽 （木）週1便運航

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　1105/1106　（土）週1便、関空発着
1301/1302（金日） 週2便運航　※一部運休あり

中国南方航空

3/31まで毎週（土）の週1便 運航

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

中部LCC

 （水土日）の週3便 運航 　　 

JL

大韓航空

日本航空



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 5/01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

ジャカルタ 889/888

デンパサール 883/882

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.2/24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。

3/28まで（火金日）発　週3便、3/29～10/24　毎日運航予定

GA ガルーダインドネシア航空

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

関西

サンパウロ（GRU）発　ドバイ（DXB）のフライトEK262は　2/28まで運休
2/28までは　サンパウロ行きの片道のみ利用可能となります

EK エミレーツ航空

2/28まで(木日） 6/30まで（水日）発 週2便、7/01～10/24 （水土日）発 週3便

2/28まで運休、3/29～10/24　毎日運航予定

2/28まで運休　3/29～6/30まで（月水金土日）発 週5便、7/01～10/24 毎日

航空会社 ◆国際線②◆

（火水木金土）発　週5便運航

関西
（火木金土）発　週4便運航

21年3月1日以降の国際線到着便の受け入れ容量は下記の通りです（2月と変更なし）。

①到着便数： 制限なし　　　　②到着時間帯： 8時～18時　　③到着旅客数：→ 1,000名/日（全便対象）

6/26まで（土）発　週1便運航

ＪＡＬ、羽田－モスクワ4月就航へ　　ホノルル増便、週2往復に　　（Avitation Wire  2/18付）
日本航空（JAL/JL、9201）は2月18日、5月末までの国際線運航計画を発表した。定期便の就航が延期となっていた羽田－モスクワ（シェレメチェボ）線の直行便を4

　

　

キャセイ、航空券付帯「無料コロナ保険」提供期間を延長　　（FLY TEAM  2/18付）
キャセイパシフィック航空は航空券を購入すると自動的に付帯する「無料コロナ保険」の提供を2021年5月31日(月)出発分まで延長しました。2020年12月7日(月)出
発分から開始したサービスで、当初は2021年2月28日(日)までの提供を予定していました。キャセイがアクサと提携して航空券の購入者に自動的に付与される無
料コロナ保険は、旅先で新型コロナウイルスPCR検査や入院が必要となった場合の医療費、予期せぬ隔離が必要になった場合の費用を一部補償します。また、
診断された搭乗者本人と同行者の帰国の手配、24時間対応の緊急ホットラインも補償内容に含まれています。なお、補償期間は、自国の出発日から最長30日間、
または帰国するまでのいずれか早い期日となります。

中部空港の国際線受け入れ拡充にむけた進捗　　（NGO NEWSLETTER　第6号 by中部国際空港(株)) 

デルタ航空、名古屋/中部〜デトロイト線の運航再開　4月2日から週1便　　（TRAICY　2/22付）
デルタ航空は、名古屋/中部〜デトロイト線の運航を4月2日より再開する。名古屋/中部発は日曜、デトロイト発は金曜の週1便を、エアバスA330-200型機で運航す
る。初便はデトロイトを同日に出発し、翌3日に名古屋/中部に到着。4日にデトロイトに向けて出発する。デルタ航空は現在、東京/羽田〜デトロイト・アトランタ・シア
トル線の3路線を運航している。名古屋とデトロイトは、自動車産業での結びつきが強く、出張需要が大きい。
■ダイヤ　　・DL94　名古屋/中部（17：00）〜デトロイト（16：20）／日　　　・DL95　デトロイト（12：25）〜名古屋/中部（15：00+1）／金

エミレーツ航空、従業員2.6万人がワクチン接種完了 安心できる旅行を　　（FLYTeam　2/22付）
エミレーツ航空は2021年2月21日(日)、フライトに関わる全てのスタッフが新型コロナウイルスのワクチン接種済みのフライトを初めて運航しました。この日のドバイ
発ロサンゼルス行きEK215便は、保安検査などを含む地上スタッフやエンジニア、パイロット、客室乗務員など、運航に関わるスタッフ全員がワクチン接種済みでし
た。エミレーツ航空グループでは最前線で働く約26,000人の従業員がすでに2回のワクチン接種を完了しており、旅行者により安心感のあるサービスを提供してい
ます。エミレーツ航空グループは1カ月前にワクチン接種を開始し、これまで航空の最前線で働く従業員の約44%がファイザー社またはシノファーム社のワクチンを
接種を2回受けました。できるだけ多くのスタッフがワクチンを確実に受けられるよう、1日12時間、週7日で予約が取れる体制が整えられた結果です。アラブ首長国
連邦(UAE)では2020年12月から2月にかけて540万回分のワクチン接種が終了。オックスフォード大学の調査によると、UAEのワクチン接種率は世界第2位で、3月
末までに国民の50%以上に接種を実施する計画で、国をあげてコロナ予防接種を推進しています。エミレーツ航空グループは、ワクチン接種は世界中の搭乗者や
従業員、また地域社会に健康と安全をもらたす取り組みを進めるとコメントしています。

航空会社の予約急増、英首相が外国旅行解禁に向けた行程表　　（ブルームバーグ　2/24付）
ジョンソン英首相が航空機による外国旅行を解禁するロードマップ（行程表）を打ち出したのを受け、英国では夏に行楽を計画する人々からの予約が急増してい
る。外国旅行が早ければ５月17日に再開する可能性をジョンソン首相が22日に示した後、英国の格安航空会社イージージェットの航空券販売は数時間で４倍強に
膨らんだ。旅行ツアー会社トゥイによると、スペインやトルコ、ギリシャへの旅行予約が一晩で６倍に急増した。アイルランドの格安航空会社ライアンエア・ホール
ディングスによれば、イタリアも人気の旅行先だという。航空会社の株価は、重要な夏の旅行シーズンの需要急増が鮮明となる中、続伸した。外国旅行は５月下旬
ないし６月に再開される可能性があるが、英国の旅行者は安全策をとっているもようで、予約の増加は７月と８月に集中している。価格比較サイトのスカイスキャ
ナーによると、22日のフライト予約は前日比で69％増えたという。スカイスキャナーのフライト担当バイスプレジデント、ヒュー・エイトケン氏は「この最新ニュースが
旅行需要の急増につながっている」と指摘。需要が本当に解き放たれるには「旅行を計画できる共通の国際的基準に関する一段とグローバルな調整など」さらなる
措置が必要になろうと付け加えた。

「中部国際空港PCR 検査センター」のWEB システム予約開始　（NGO NEWSLETTER　第6号 by中部国際空港(株)）
セントレアの海外渡航者向けPCR 検査センターの2021 年3 月以降の予約について、WEB システム予約が開始されました（詳細は藤田医科大学HPにてご確認い
ただけます）。※ 2021年2月末までの検査予約はメールまたはFAX での申し込みとなります
●検査予約から証明書発行までの流れ
1．検査依頼者（渡航予定者）より24時間WEB予約ページにてPCR 検査のお申込み（WEB 予約は渡航日の3日前までの受け付けとなっています）
2．藤田医科大学中部国際空港診療所より依頼者にPCR 検査実施日等をメールにてご案内　　3．検査依頼者（渡航予定者）は検査実施日（渡航日）に来所
4．受付 ⇒ 検体採取 ⇒ 会計 ⇒ 約3 時間の待機 ⇒ （陰性の場合）証明書発行 ⇒ 証明書受取（第１ターミナルビル３階 「案内センター」 にて）
●予約に関する注意事項　1．受付開始： 120日前から　　 2. 受付締切： 3日前まで   3. 日程変更： 予約日時の1日前まで  4. キャンセル： 予約日時の1日前まで

中部国際空港セントレア　オリジナルキャラクターの中から1位を決める第2回「セントレアフレンズ人気投票」を開催！
人気1位のキャラクターは来年17周年のメインキャラクターに！
中部国際空港（所在地：愛知県常滑市：以下セントレア）では、開港日の2月17日（水）から昨年に引き続き、第2回「セントレアフレンズ人気投票」を開催します。セン
トレアオリジナルキャラクター全11体のうち、1位になったキャラクターは来年開港17周年のメインキャラクターとして空港を盛り上げます。初開催となった、昨年の
「セントレアフレンズ人気投票」では、総得票数約25,000票の中から、開港以来メインキャラクターとして空港を盛り上げてきた「なぞの旅人フー」を抑え、「かもめ
ちゃん」が堂々の第1位となりました。これを記念し、今年の開港16周年のメインキャラクターとして、開港周年ロゴマークに初登場しました。今年の第2回「セントレ
アフレンズ人気投票」では、予選として2月17日（水）から3月7日（日）まで、全11体を対象にセントレア公式ホームページにて人気投票を行い、上位5位までに絞りま
す。その後本選として3月12日（金）から3月27日（土）までは、予選を勝ち上がった上位5位を対象にWEB投票・SNS投票・リアル投票にて人気投票を募り、来年17周
年を盛り上げる1位のキャラクターを決定します。なぞの旅人フー、なぞの荷物持ち、なぞのトリを中心に、全11体からなる中部国際空港オリジナルキャラクター、セ
ントレアフレンズ。イベントやセレモニーをはじめ、開港以来空港を盛り上げてきました。空港内ではキャラクターをモチーフにしたグッズを販売したり、昨年開港15
周年の際は、記念としてLINEスタンプの販売も開始しました。

国際線乗り継ぎ規制（２月８日時点）　　（NGO NEWSLETTER　第6号 by中部国際空港(株)）
●台湾（桃園空港）　2021年１月１日０時より、当面全ての台湾経由での乗り継ぎが停止されています。
●シンガポール（チャンギ空港）　乗り継ぎはSIAグループ（シンガポール航空、シルクエアー、スクート）間であれば可能です。シンガポール航空と総合契約社であ
るガルーダ・インドネシア航空、ルフトハンザ、スイスインターナショナルエアラインズに搭乗する旅客についても、承認された都市からチャンギ空港を経由し、現在
シンガポール航空とシルクエアーが運航しているSIAグループネットワークの目的地までは搭乗可能です。
●韓国（仁川空港）　24時間以内の乗り継ぎのみ可能です（航空券所持必須）。タイ及びモンゴル国籍者の韓国経由での乗り継ぎは原則不可となっています。
※例外条件-タイ国籍者は、「第３国出発→タイ帰国、タイ出発→第３国行き」の旅程の場合、韓国での乗り継ぎが可能-ただし、タイ帰国時にタイ大使館（総領事
館）で発給された書類所持等、タイ入国時に支障がない場合に限る　　　　　-第３国から出発して第３国行きのフライトに乗り継ぐ場合
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「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）　　　　　　

フィリピン政府は5日、新型コロナウイルス対策で導入した外国人の入国制限措置を緩和すると発表した。2020年3月20日までに発行されて現在も有効なビザ（査
証）を保有する外国人が対象。ビジネス関係者の入国を認め、停滞する経済活動の再開を徐々に進める。2月16日から適用する。入国から6日目にPCR検査を受
け、結果にかかわらず自主的に14日間隔離することなどが条件となる。既存のビザ保有者のほか、特例措置として短期滞在ビザが発行された外国人の入国も認
める。フィリピン政府はコロナ感染抑止策として2020年3月中旬に外国人の入国を全面的に禁止。同年10月に経済特区内の企業で働く外国人の入国を認めた。だ
が、一時帰国した人の多くが依然として再入国できず、ビジネスに支障が出ているとの声が日本企業などの間で高まっていた。長期にわたる外出・移動制限の影
響でフィリピンの経済は低迷している。20年の実質国内総生産（GDP）は前年比9.5%減り、統計のある1947年以来、最大の落ち込みとなった。国家経済開発庁の
チュア長官代行は「コロナの封じ込めを続けながら経済を立て直し、22年半ばまでにコロナ前の水準まで回復させたい」と話す。フィリピンの5日時点の新型コロナ
の累計感染者数は53万3587人、死者数は1万1058人で、1日の新規感染者数は1000～2000人で推移する日が増えている。世界保健機関（WHO）などが主導する
国際的な枠組み「COVAX」を通じて、2月中にも米ファイザー製ワクチンが届く見通しで、医療関係者や高齢者から接種を始める予定だ。

ANA、東京/成田〜ヤンゴン線の運航を再開　ミャンマーでの緊急事態宣言後初めて　　（時事通信  2/17付）
全日本空輸（ANA）は、2月1日のミャンマーでの国家緊急事態宣言発出以降、運航を停止していた東京/成田〜ヤンゴン線の運航を再開する。運航再開後初便と
なるのは、2月19日のヤンゴン発東京/成田行きで、ヤンゴンを午前10時30分に出発し、東京/成田に午後7時5分に到着する。運航時刻を変更している。機材は
ボーイング767-300ER型機を使用する。現地情勢の変化などにより、急遽欠航や遅延が発生する可能性もある。東京/成田〜ヤンゴン線は、ヤンゴン発水・金曜の
週2便運航している。東京/成田発は貨物便として運航している。

・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）

【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

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。

【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）

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。

表
月22日に開設するほか、3月に羽田－シドニー線を増便。現在1往復の羽田－ホノルル線も、4月20日から増便となる。羽田－モスクワ線は週1往復で開設し、羽田
発モスクワ行きJL49便は木曜、モスクワ発羽田行きJL40便は金曜に運航する。同路線は2020年夏ダイヤ初日の3月29日に開設予定だったが、新型コロナウイル
ス感染症（COVID-19）の影響により就航を延期。現在は臨時便として週1便運航し、羽田発モスクワ行きは直行便、モスクワ発便はヘルシンキを経由し羽田へ到
着している。　現在週2往復の羽田－シドニー線は、3月2日の羽田発から週3往復に増便。増便後の羽田発シドニー行きJL51便は火曜と木曜、土曜に、シドニー発
羽田行きJL52便は月曜と木曜、土曜に運航する。同路線は4月から週2往復に戻る一方、成田－シドニー線（JL771/772）を開設し、週1往復運航する。土曜の羽田
発シドニー行きと月曜のシドニー発羽田行きが、それぞれ成田発着へ移る。成田－マニラ線のうち、4月7日からは成田発マニラ行きJL745便を週1便増便。現在の
月曜と木曜、土曜の週3便に加え水曜発も設定し、週4便になる。マニラ発成田行きは、月曜と火曜、木曜、土曜の週4便（JL746）のほか、水曜と金曜、日曜の
JL8746便も運航し、週7便を継続する。
　羽田－ホノルル線は現在週1往復で、羽田発ホノルル行きJL74便は金曜、ホノルル発羽田行きJL73便は土曜に運航している。4月20日から週2往復に増便とな
り、羽田発は火曜、ホノルル発は水曜がそれぞれ追加となる。JALは2021年度の国際線計画を未発表で、今後の需要動向を見極めて検討するとしている。今回発
表した路線数や減便率など、3月28日以降の夏ダイヤ計画は、2020年度計画便数に基づき算出した。2月1日から5月31日までの国際線は60路線で、60路線すべ
てが減便対象となる。2月は4424便のうち3460便が減便となり、減便率は78％。3月から5月までの減便率はそれぞれ76％ずつで、3月は4898便のうち3743便、4月
は4740便のうち3582便、5月は4898便のうち3720便が減便対象となる。

フィリピン、外国人の入国制限を緩和　ビザ保有者対象　　（日本経済新聞　2/5付）

2021年3月、フィリピン航空の「成田ーセブ」路線は、3月6日と3月20日に2往復運航する。新型コロナ感染防止のため、普通の観光客はフィリピンに入国出来ない。
セブ州では、新型コロナウィルス感染確認者は増加傾向にある。
PR433便　成田(14:25)⇒セブ(18:50)　　PR434便　セブ(08:00)⇒成田(13:25)　機材は、エアバスA321。4月以降のスケジュールは未定。

成田ーセブ　3月の運航は、6日と20日の2往復のみーフィリピン航空　　（exciteニュース  2/17付）
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