
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 5/31まで
5/31まで（74/73）成田発 （金土日）、
ヘルシンキ発（水木金）の週3便運行

中部 台北 127/128 運休 5/31まで

小松 台北 157/158 運休 5/31まで

BX エアプサン LCC 中部 プサン 131/132 運休 10/30まで

上海 406/405 運休 6/30まで

160/159 運休 6/30まで

760/759 運休 6/30まで

151/150 運休 6/30まで

155/154
静岡 台北 169/168 運休 6/29まで
富山 台北 171/170 運休 6/28まで

533/532 運休 4/30まで

539/536 運休 4/30まで

台北・香港 531/530 運休 4/30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 －

デトロイト 094/095

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

上海 全便 運休 5/31まで

南京 1602/1601 運休 5/31まで

台北 821/822 運休 5/31まで （台北）成田 週2便、羽田 週5便運航

上海 883/884 運休 5/31まで

天津 841/840 運休 5/31まで

ホノルル 794/793 運休 5/31まで

744/743 運休 5/31まで

742/741

プサン 754/753 運休 －

小松 ソウル 776/775 運休 －

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 6/02まで 6/3～中部発（火木日）、現地発（月水土）にて運航再開

292/291 運休 4/30まで
720/719 運休 4/30まで
上記以外 運休 4/30まで

北京 744/743 運休 4/30まで

121/122

123/124 運休 5/31まで ※上記臨時便は韓国入国条件が定期便と異なります

セブ 479/480 運休 4/30まで 成田発着（433/434）セブ　4/17（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 4/30まで
成田発着 212/211（水金）、関空発着 282/281

（火木）、福岡発着 292/291（月土） の週2便運航

136/137 運休 －

172/171 運休 －

ホーチミン 341/340 運休 5/31まで

ハノイ 347/346 運休 5/31まで

XJ タイ・エアアジアＸ LCC 中部 バンコク 639/638 運休 －

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 5037/5036

1607/1608 運休 6/01まで

1601/1602 運休 5/31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

名古屋（日）発、デトロイト（金）発 週1便 運航
※羽田発着　週3便にて運航

成田発着 197/196 毎日運航

中部発着 645/644便は7月2日より（月水金土日）の週5便にて運航再開予定です（政府認可条件）。
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TG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
※定期便としての旅客便は　5/31まで

HAN発　NRT着として（木土）の片道運航予定
中部

中部LCC

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4月14日現在〉

CA

CI

CX

CZ

DL

HO

航空会社 ◆国際線①◆

6/30まで 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

6/30まで 毎週（水）の週1便 運航   ※5/5（水）運休

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） （木土）週2便、
関空発着（507/506） （水土）週2便運航予定

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

4/30までの成田発の上海、成田発の西安の
片道のみ発券可能です

7C   関空発着 1301/1302（日） 週1便運航

中国南方航空

中部

成田発着 4/30まで（金）、5/1～6/30（火金日）、
関空発着 6/30まで（水土）、福岡発着（水）運航

5/31まで毎週（土）の週1便 運航

KE

MU

437/438

SQ

中国東方航空

ソウル

PR

中部

ソウル

4/30まで 成田発着（704/703） 毎日、関空発着（724/723）（水木）の週2便 運航予定

OZ アシアナ航空

中部フィリピン航空

5/31迄毎週（金）の週1便＋5月の毎週（月）発 臨時便運航  ※4/16運休

成田（101/102） 毎日、関空（111/112） 毎日 運航予定

現在、フィリピンの入国制限により4月は28日（水）の1便のみ運航予定
※羽田、成田、関空、福岡も制限対象の為、詳しくはお問い合わせください

5月のスケジュールは制限がなければ月水金土の週4便です
マニラ

JL

大韓航空

日本航空 中部 ホノルル（74/73））
羽田発　4/16、23、27、30、5/1～31（火金）、

ホノルル発　4/17、21、24、28、5/1～31（水土）

4/18まで欠航、4/19-6/30 (火木金日)の週4便 運航予定　　　　　　　　　（但
し、フィリピンの入国制限により変更の可能性あり）

※成田は4/18まで欠航、4/19～6/30 （水土）の週2便予定、
関空（828/827）、福岡（922/923）は 6/30まで運休

チェジュ航空 ソウル

タイ国際航空

ユナイテッド航空

成田発着 毎日、関空発着 毎日、福岡発 （木土）の週2便
羽田発着 （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　6/30まで　（水）発 週1便、

関空発 623　6/30まで　（木日）発　週2便 運航予定

ベトナム航空

 （水土日）の週3便 運航 　　 
シンガポール航空

グァム

中部 バンコク



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 7/01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 10/31まで

ジャカルタ 889/888

デンパサール 883/882 運休 10/31まで

NZ ニュージーランド航空 成田 オークランド 090/099

発着空港 路線 フライト名 ●黄色箇所は今週更新分です

461 07:30/09:15

463 17:20/19:05

462 10:55/12:40

464 20:40/22:25

中部 仙台 491 13:20/14:35

仙台 中部 492 15:15/16:25

中部 那覇 481 08:30/10:50

那覇 中部 482 11:35/13:50

中部 石垣 487 15:20/18:00

石垣 中部 488 18:45/21:15

※上記運航スケジュールは.4/13 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。

ピーチアビエーション
（第一ターミナル使用）

LCC 中部

中部 新千歳

新千歳 中部

2020年12月24日より毎日運航

2020年12月24日より毎日運航
※4/13～15、19～22、26、27は運休

2021年1月22日より毎日運航

2021年1月22日より毎日運航
※4/13～15、19～22、26、27は運休

EK

10/30まで成田（土）発、オークランド（金）発にて　週1便運航

NEWS  &  INFORMATION

シンガポール政府、「IATAトラベルパス」を採用　　（TRAICY　4/6付）
シンガポール政府は、国際航空運送協会（IATA）が開発を進める、「IATAトラベルパス」を、新型コロナウイルスのPCR検査の結果として認めることを決めた。5月1
日以降、シンガポールへ旅行する場合、「IATAトラベルパス」を使用し、搭乗手続きや入国審査で、搭乗前のPCR検査結果を提示することができるようになる。シン
ガポール航空は3月、シンガポール発ロンドン行きの乗客を対象として、「IATAトラベルパス」の試験導入を実施していた。「IATAトラベルパス」のアプリには、乗客
のプロフィールとパスポート情報から構成されるデジタルIDや、シンガポール国内7施設で実施した新型コロナウイルス検査の結果の格納のほか、旅行制限や入国
条件などの確認もできる。すでに20社以上の航空会社が、「IATAトラベルパス」の試験運用を行うことを発表している。IATAとシンガポール民間航空庁は、入国審
査官がQRコードのスキャンすることによる確認を可能にすることや、「IATAトラベルパス」から航空会社や入国管理局のシステムに健康証明書をバックエンドで送
信し、搭乗・到着前の手続きを行うこと、デジタル予防接種証明書をIATAトラベルパスに含めることといった機能強化にも取り組んでいる。

エティハド航空がテルアビブ行きの定期便を就航　　（JETRO ビジネス短信　4/7付）
アラブ首長国連邦（UAE）アブダビ首長国のフラッグ・キャリアであるエティハド航空は4月6日、テルアビブ行きの定期便を就航した。UAEとイスラエル両国の主要紙
が報じており、今後はアブダビ空港とテルアビブ・ベングリオン空港との間を週2便運航する。アブダビ政府は就航前日の4月5日、外国からの入国者に対して課して
いる10日間の隔離措置を免除する対象国リスト「グリーンリスト」にイスラエルを追加していた。定期便の初便となったテルアビブ行きのフライトには、駐イスラエル・
UAE大使に指名されたモハメド・マフムド・アル・カジャ氏とUAEの外交団に加え、2021年1月に指名されたエイタン・ナーエ駐UAE・イスラエル臨時大使）、エティハド
航空のトニー・ダグラスCEO（最高経営責任者）らが搭乗していた。アル・カジャ大使は「『新型コロナ禍』から回復するに従って、ビジネス、外交、テクノロジー、医
療、観光など多くの面で両国の交流が活発化することを期待している」と語った。2020年8月に発表された両国の国交正常化合意と9月の「アブラハム合意」署名に
よる両国の国交正常化の流れを受け、8月31日にはイスラエルのエルアル航空がアブダビに、10月20日にはエティハド航空もテルアビブに初の直行特別商業便を
運航するなどフライト運航が相次いでいた。2020年11月26日にはドバイの格安航空会社フライドバイが定期便の運航を開始し、他の航空会社でも定期便就航の機
運が高まっていたが、その後、イスラエルで新型コロナウイルスの新規感染者数が大幅に増加し、12月に3回目のロックダウンとなり、テルアビブのベングリオン空
港も国際航空便を一時停止するなど、定期便の就航が実現していなかった。2021年3月に入り、ロックダウンなどの行動制限が緩和となり、ベングリオン空港も国
際航空便の受け入れを徐々に再開したため、ようやく今回の定期便就航に至ったかたちになった。

航空会社 ◆国内線①◆ スケジュール

MM

10/31まで羽田発（木金土）、ジャカルタ発（水木金）の週3便運航

GA

シンガポール、アプリ提示で入国OK　コロナ検査結果　　　（日本経済新聞　4/6付）
シンガポール政府は5月から、国際航空運送協会（IATA）が開発するアプリを使って入国手続きを簡素化する。新型コロナウイルスの陰性の検査結果を提示すれ
ば、空港の入国審査を通過できるようにするもので、コロナ下での先駆的な動きとなる。旅客需要の回復を後押ししそうだ。シンガポール民間航空庁が5日、IATAと
の共同声明で発表した。IATAのアプリは4月後半からダウンロードできるようになる見通し。アプリには本人証明のための顔写真や医療機関が認定したPCR検査
の結果などのデータが記録される。利用者は出発前の搭乗手続きやシンガポールに入国する際に、アプリで陰性の検査データを提示すれば当局が求める入国前
検査の基準を満たしたとみなされる。ただ、全ての航空会社が一斉に導入するわけではなく、搭乗者は事前に航空会社に利用可能かどうかを確認する必要があ
る。アプリでのデータ提示は書類での審査に比べて、接触による感染のリスクが低いほか、入国手続きにかかる時間を短縮する効果が期待できる。民間航空庁と
IATAはワクチンの接種の有無などもアプリで証明できるよう、改良を続けるという。IATAのウィリー・ウォルシュ事務局長は5日の声明で「航空業界のリーダー的存
在であるシンガポールがアプリを信認したことは非常に重要な動きで、他の国が追随する際のモデルになる」と述べた。IATAは2月、2021年の航空需要が楽観的な
シナリオでも、コロナ前の19年の62%減となるとの見通しを公表した。各国の政府が厳格な移動制限を続けているためだが、今後世界的にワクチンが普及し、各国
が国境を越える移動規制を緩和し始めると、煩雑な搭乗手続きの効率化が課題になる。PCR検査の結果やワクチンの接種歴を証明する「ワクチンパスポート」は、
国際的な往来を再び活発にする上で有力な手段になるとみられている。IATAのアプリはこれまで20を超える航空会社が試験的に導入しており、シンガポール航空
も3月に国際線で試験運用した。

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

エミレーツ航空

4/30まで関空発（水日）、ジャカルタ発（火土）の週2便運航

（火水木金土）発　週5便運航

関西
（火木金土）発　週4便運航

ガルーダインドネシア航空

航空会社 ◆国際線②◆

セブ・パシフィック航空、2021年初の新造機受領 さらに7機追加へ　　（FLY TEAM　4/10付）
セブ・パシフィック航空は2021年4月2日(金)、エアバスA321neoを受領しました。機体記号(レジ)は「RP-C4125」で登録されており、2021年初の新造機受領でした。こ
のA321neoに加え、セブ・パシフィック航空は2021年にエアバスとATRからさらに計7機を受領予定です。セブ・パシフィック航空の保有機材は4月6日(火)現在、
A321neoが8機、A320が25機、A321ceoが7機、A320neoが5機、A330が7機、ATR 72-500が6機、ATR 72-600が13機と、旅客機71機、貨物専用機はATRが2機、
A330が1機の3機、計74機です。旅客機のおよそ半数を駐機し、残る半分の機材で定期便を運航しています。新機材の導入は予定通りに進め、機材更新やアフ
ターコロナに備えます。今回受領したA321neoは、エアバスが開発した客室スペースを有効活用するレイアウト「Space-Flex」を導入し、快適性を維持しながら、従
来のA321より座席数を増やした236席仕様です。シートはレカロ製で、人間工学に基づいて設計され、足元スペースが広く確保されています。全シートにUSBポート
も装備されており、自身の携帯機器を充電できます。新機材は当面、セブ・パシフィック航空のフィリピン国内線に投入される予定です。

ピーチ、7月から国内線7路線を増便　旅客回復にらみ　　（日本経済新聞　4/7付）
格安航空会社（LCC）のピーチ・アビエーションは7日、7月から国内線7路線を増便すると発表した。成田―新千歳線で1日2往復、成田―長崎線や関西―釧路線な
どで1往復増やす。7~10月の国内線の運航便数は前年同期の約2倍に増える。新型コロナウイルス禍で落ち込んでいる観光需要などの回復をにらみ増便に踏み
切る。期間は10月までで、7日に航空券の販売を始めた。成田―大分線のほか、関西国際空港と新潟、長崎、宮崎を結ぶ便も1日1往復増やす。国内線の運航便
数は1月あたり約5000便。運賃は成田―新千歳線の低価格帯のプランで片道4590~31190円とする。夏以降はワクチン接種の開始などで観光やビジネスなどの航
空需要が徐々に回復すると見ている。同社は乗客が無料で新型コロナのPCR検査が受けられるサービスを5月9日の搭乗分まで実施しており「引き続き感染対策
をしっかりと行いながら増便していく」（広報室）としている。



大韓航空（KAL/KL）は現地時間3月31日、買収するアシアナ航空（AAR/OZ）について、約2年間はブランドを維持した後、大韓航空に統一すると発表した。2社ある
アシアナ系LCCも大韓系のジンエアー（JNA/LJ）への統合を検討している。 　大韓航空は2020年11月に、アシアナ航空を1兆8000億ウォン（約1700億円）で買収す
ると発表。アシアナと合併後は、輸送規模で世界トップ10圏内に入るとしている。12月からは、出発地で乗り継ぎ便への搭乗手続きをする「スルーチェックイン」をア
シアナと始めた。 　アシアナ系のLCCは、エアプサン（ABL/BX）とエアソウル（ASV/RS）の2社。ジンエアーとの統合など、1本化する案を検討している。 　マイレー
ジについては、現時点で法的な制約などで大韓側がアシアナの正確な状況の把握が困難だとして、今後分析して統合案を検討するという。 　加盟する航空連合
は、大韓がスカイチーム、アシアナがスターアライアンスと異なる。このため、大韓に統一後はスカイチームになるとみられる。一方、機材については同型機でもエ
ンジンが異なるなどの理由で、短期間でのスリム化は限界があるとの見方を示している。

米デルタ航空のモータウン便、「満席」で再開　中部空港　（朝日新聞デジタル　4/3付）
米デルタ航空は3日、新型コロナウイルスの影響で運休していた中部空港（愛知県常滑市）と米デトロイトを結ぶ便を、約1年ぶりに再開した。中部の欧米向け定期
便の再開は初めてだ。日米の自動車産業の拠点を結ぶこの路線は「モータウン・エクスプレス」と呼ばれ、長年利用されてきた。自動車産業の復調などを受け、ビ
ジネス需要が見込めるとして復便が決まった。午後3時半、デトロイトからの便が歓迎の放水アーチをくぐってゲートに着いた。コロナ対策でシートの中央列を使わ
ないため、定員234人を大幅に下回るものの「満席状態」で到着。4日の出発便も約60人の予約で「満席」で、まずは週1往復から始める。換気フィルターを通常の半
分の期間で交換する対応もとっている。到着便で、2年間の米国駐在から帰国した名古屋市の自動車関連会社員、辻子純央（まさひろ）さん（43）は「昨年11月ごろ
に帰国予定だったが、コロナもあり見送っていたので、ほっとしている。直接、名古屋に帰ってこられるのは助かりますね」と話していた。

大韓航空、2年後にアシアナ吸収へ　LCCも1本化　（Aviation Wire　4/2付）

中部空港、物販エリア全面改装　パイ専門店も新規出店　（Aviation Wire　4/6付）
中部空港（セントレア）を運営する中部国際空港会社は、第1ターミナル3階出発ロビーの店舗「銘品館」を全面改装し、4月9日に再オープンする。リニューアル後は
期間限定のものを含め、2ブランドを新たに展開する。銘品館は東海地方を中心とした名産品・特産品を取り扱う店舗で、面積は約428平方メートル。商品数は約
1600点で、リニューアル前からおよそ50点増加した。2012年以来9年ぶりの全面改装で、通路幅を広くしたほか、商品を手に取りやすく、見やすい店舗作りに変更。
新たに銘品館コンシェルジュスタッフを常駐させる。新規出店は1店舗で。うなぎパイで有名な春華堂（静岡・浜松市）が手がけるパイ専門店の新ブランド「coneri」が
出店するほか、グレープストーン（東京・銀座）が雑誌『Hanako』とコラボしたクレームブリュレタルト「喫茶店に恋して。」も期間限定で取り扱う。営業時間は午前6時
30分から午後8時まで。年中無休。

タイ国際航空（TG）は2021年7月2日より、セントレア(中部)＝バンコク線の一部運航再開を下記の通り予定しております。（政府認可条件）
■セントレア発 TG645便(11:00発/15:00着） 7月2日より週5便（月・水・金・土・日）　■バンコク発 TG644便(00:05発/08:00着) 7月2日より週5便（月・水・金・土・日）
タイ国際航空運航便をご利用いただくには、渡航に際して政府および関係機関が定める規定を満たす必要がございます。 1．入国許可証（COE）について タイ大使
館にて入国許可証（COE）を取得できない場合、ご搭乗いただけません。（入国許可証の申請にはビザまたは再入国許可証印が必要です。） 2．検疫隔離期間につ
いて タイ入国において、全ての渡航者はタイ当局に指定された医療従事者から医療検査を受け、バンコクにて14日間以上の隔離施設（ASQ）にての検疫隔離がひ
き続き必要です。 この検疫隔離はタイ国内線を含む全てのトランジットの方も対象となります。

日本入国者に提出を義務付けている誓約書、3月26日付けで改訂　「WhatsApp」の利用も可能に　（TRAICY　3/28付）
厚生労働省は、日本への入国者全員に提出を義務付けている誓約書を、3月26日付けで改訂した。全ての入国者に対し、厚生労働省が指定したアプリなどをイン
ストールや設定したスマートフォンを携行することを求めており、日本の空港の検疫エリアでインストール状況を確認している。インストールや設定が求められるア
プリは、位置情報アプリの「OEL（Overseas Entrants Locator）」、ビデオ通話アプリの「Skype」か「WhatsApp」、接触確認アプリの「COCOA」の3種類で、
「GoogleMaps」などの設定による位置情報の保存も求められる。開始当初は、位置情報確認アプリは「OSSMA（旧留学生危機管理システム）」のインストールが求
められていたほか、ビデオ通話アプリは「Skype」のみに限られていた。入国後14日間の自宅などでの待機や、アプリの利用などについて、誓約に違反した場合
は、氏名などが公表される場合がある。外国人の場合は出入国管理法に基づく在留資格取消手続き、退去強制手続きの対象となることがある。

セントレア(中部)＝バンコク間 運航再開のお知らせ　　（タイ国際航空ニュースレターより抜粋　3/1付）

フィンエアー、夏スケジュール運航計画発表　福岡線は運休　　（TRAICY　3/15付）
フィンエアーは、日本路線の夏スケジュール期間の運航計画を発表した。現在運航している、東京/成田〜ヘルシンキ線を週3便で継続する。東京/羽田〜ヘルシ
ンキ線の新規開設と、名古屋/中部・大阪/関西〜ヘルシンキ線の運航再開は、6月を予定する。当初は、大阪/関西〜ヘルシンキ線を3月29日に再開、東京/羽田
〜ヘルシンキ線を4月24日に新規開設することを計画していた。また、夏期のみの季節定期便として運航している福岡〜ヘルシンキ線は運休する。札幌/千歳〜ヘ
ルシンキ線も当面の間、運休を決めている。
AY074　東京/成田（11：00）〜ヘルシンキ（15：00）／金・土・日　　AY073　ヘルシンキ（17：45）〜東京/成田（09：10+1）／水・木・金

ルフトハンザ・ドイツ航空、名古屋/中部〜フランクフルト線の運航再開　6月2日から週3往復で　（TRAICY　3/16付）
ルフトハンザ・ドイツ航空は、名古屋/中部〜フランクフルト線の運航を、6月2日より再開する。名古屋/中部発は火・木・日曜、フランクフルト発は月・水・土曜の週3
往復を運航する。機材はエアバスA340-300型機を使用する。  LH737　名古屋/中部（09：55）〜フランクフルト（15：10）／火・木・日（6月3日～10月28日）　　　LH736
フランクフルト（14：05）〜名古屋/中部（08：30+1）／月・水・土（6月2日～10月30日）

マレーシア、短期商用目的のビザなし入国が可能に、入国許可の申請や支払いできる新サイト開設　（トラベルボイス　3/19付）
マレーシア投資開発庁(MIDA)は、ビジネスを目的とした外国人の入国を円滑に進めるポータルサイト「My Safe Travel」を発表した。このサイトは、長期滞在(ビザ
有)と短期滞在(ビザ無しの14日以内の滞在)のビジネスを目的とした外国人の入国をサポートするもの。渡航前の入国許可の申請や支払いを行うことができる。こ
のサイトを運用するにあたって、潜在的な投資家、既存の投資家、ビジネス顧客、技術者に限定して、ビザなしの短期商用目的での入国が可能になる。また、入国
の際には厳格なSOP(感染防止対策)遵守を原則として入国後の隔離が免除になる。

マニラ首都圏の近隣州で活動制限強化、外国人の入国は引き続き停止（フィリピン）　（JETROビジネス短信　3/25付）
フィリピン政府は3月21日、国内全土で実施している移動・経済制限措置であるコミュニティー隔離措置（注）について、3月22日から4月4日まで新たにブラカン州、カ
ビテ州、ラグナ州、リサール州において比較的緩やかな隔離措置であるGCQを運用すると発表した。4段階の隔離措置の中で最も緩やかな段階であるMGCQから
の引き上げとなる。これらの州は、感染が拡大するマニラ首都圏の近隣に位置する。今回の措置で政府は、感染者のさらなる増加を防ぐことを図っている。マニラ
首都圏を含め、新たにGCQとなったブラカン州、カビテ州、ラグナ州、リサール州への移動（また対象地域から他地域への移動）は、医療やビジネス上の理由など
の必要性が高い用件に限定される。対象地域では、主な活動制限措置として以下が課されている。（対象地域での集会を禁止する。対面でのミーティングは推奨さ
れず、ビデオ会議でのミーティング実施を奨励。民間企業の事業所では、現行の営業・操業体制は許容されるが、引き続き感染防止対策を講じ、食堂などでの人
の密集は禁止される。レストラン、カフェなどの飲食店は、配達、テイクアウト、屋外での飲食（ただし会場の収容人数の最大50％）のみに限定。また、アクリルなど
の仕切りの配置、適切な座席配置などの措置がされている場合に許可される）。
外国人の入国受け入れは引き続き停止中　フィリピン政府は、3月22日から4月21日にかけて、外国人の入国受け入れを停止しており、入国停止措置の例外とな
る外国人は、外交官や国際機関職員などの一部に限られている。なお、新型コロナウイルス対策の省庁間タスクフォース（IATF-EID）が3月19日に発表した決議で
は、「外交官や国際機関職員もしくはその扶養家族で、かつ入国時に9（E）（外交/公用査証）を保持している者」、または「外交官や国際機関職員もしくはその扶養
家族で、かつ入国時に47（A）（2）（特別非移民査証）を保持している者」などは、場合により、入国停止措置の例外として扱われると規定している。
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