
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 8/31まで
8/31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 9/30まで

小松 台北 157/158 運休 -

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 10/30まで

160/159 運休 10/30まで

760/759 運休 10/30まで

151/150 運休 9/01まで

155/154

静岡 台北 169/168 運休 10/29まで
富山 台北 171/170 運休 10/29まで

533/532 運休 7/31まで

539/536 運休 7/31まで

台北・香港 531/530 運休 7/31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 7/31まで

南京 1602/1601 運休 7/31まで

台北 821/822 運休 9/30まで （台北）成田 週2便、羽田 週5便運航

上海 883/884 運休 9/30まで

天津 841/840 運休 9/30まで

ホノルル 794/793 運休 9/30まで 羽田発 ホノルル（74/73）はお問い合わせ下さい 

744/743 運休 8/31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 10/30まで 10/31より運航再開予定

292/291 運休 10/31まで
720/719 運休 10/30まで
上記以外 運休 10/31まで

北京 744/743 運休 10/31まで

121/122

123/124 運休 7/31まで

セブ 479/480 運休

中部 シンガポール 671/672

645/644

647/646 運休 7/31まで

TW ティーウェイ航空 LCC 中部 ソウル 238/237 運休 9/15まで

136/137 運休 －

172/171 運休 －

ホーチミン 341/340 運休 7/31まで

ハノイ 347/346 運休 7/31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 5037/5038

1607/1608 運休 9/01まで

1601/1602 運休 8/31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
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航空会社 ◆国際線①◆

8/31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

7/21（水）は欠航、8月の毎週（水）の週1便　運航予定

中部キャセイパシフィック航空

成田発着 7月（水金日）、
関空発着 7月（水金日） 運行予定

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

7C   関空発着 1301/1302（日） 週1便運航中部

チャイナエアライン

JL

PR

OZ

8/31まで毎週（土）の週1便 運航  ※8/14(土)は欠航

大韓航空

日本航空 中部

中国東方航空

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

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

中部

成田発着（101/100） 7/23-31の運航

中国南方航空

KE

フィリピン航空

成田（101/102） 毎日、関空（111/112） 毎日 運航予定

7月は（月水金土）の週4便 運航
成田発着 毎日、羽田発着（月水日）の週3便、関空発着 毎日

福岡発着（月水金日）の週4便 運航予定
●フィリピンの入国制限により今後、変更になる場合もございます。

マニラ

上海吉祥航空

毎週（金）発の週1便 運航　※7/16（金）発は欠航

MU

437/438

ソウル

※7月の直行便の運航予定はありません

中部

ソウル

シンガポール航空

アシアナ航空

ソウル

成田発着（704/703） 毎日、関空発着（724/723）（水木）の週2便 運航

グァム

バンコク

成田発着 197/196 毎日運航

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。

中部

中部

SQ

チェジュ航空

タイ国際航空

LCC

中部

（木日）発 の週2便 運航

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

 （水土日）の週3便 運航 　　 

中部

中部

ベトナム航空

 7/31まで運休、8/01～10/31 （火）の週1便運航予定
●フィリピンの入国制限により今後、変更になる場合もございます。



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 9/01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 7/31まで

ジャカルタ 889/888 運休 10/30まで

デンパサール 883/882 運休 10/30まで

NZ ニュージーランド航空 成田 オークランド 090/099

成田 マニラ 5054/5059

関空 マニラ 828/827 運休 10/30まで

運航 発着空港 路線 フライト名 運休日　●赤字は7/5　更新分の追加減便です

中部 新千歳 461 07:30/09:15

新千歳 中部 462 10:55/12:40

中部 新千歳 463 17:20/19:05

新千歳 中部 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.7/13 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。

「ワクチンパスポート」今月26日から申請受け付けへ 官房長官  　（NHK　7/12付）

航空会社 ◆国際線②◆

エミレーツ航空
関西

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

（火水木金土）発　週5便運航

（火木金土）発　週4便運航

GA

関西

ガルーダインドネシア航空

羽田発（金土日）の週3便運航

EK

NEWS  &  INFORMATION

スケジュール

毎日

5J セブパシフィック航空

新型コロナウイルスのワクチンを接種したことを証明する「ワクチンパスポート」について、加藤官房長官は午前の記者会見で、今月26日から各市区町村で申請の
受け付けを開始すると正式に発表しました。この中で、加藤官房長官は「ワクチンパスポート」について今月26日から市区町村で申請の受け付けを開始するとした
うえで「当分の間、日本から一部の国や地域へ渡航する際に発行するもので、申請時にはパスポートの提示を求める。どの国や地域への渡航時に活用できるか
は、今後、外務省のホームページで随時公表する」と述べました。一方、加藤官房長官は「『ワクチン接種をした方に対する優遇措置をどうするか』という議論があ
ることは承知しているが、接種は国民の判断に基づいて実施されることが大事で、接種の強制や、接種の有無によって不当な差別が生じることは適切でない。優
遇措置などに関しては、こうした点も踏まえて、検討していくことは必要だ」と指摘しました。加藤官房長官は午後の記者会見で「今回の接種証明書の発行は、海外
に渡航する際に防疫措置の緩和などを受けることを目的とするものであり、市区町村でも、こうした目的に沿ったものであるかどうか確認の上、発行して頂く」と述
べました。その上で「国内で接種の事実を証明する場合には、例えば『接種済証』の利用が可能で、地域においては『接種済証』の活用を含め、接種済みの方を対
象とした取り組みが検討されていることは承知している」と述べました。一方「ワクチンの感染予防効果については、一定程度、示唆する報告もあるが、どの程度の
効果があるか、引き続き、さまざまな情報収集をしていくというのが今の状況で、当面は接種の有無にかかわらず、基本的な感染防止対策の徹底をお願いしてい
る」と述べました。

ベトナム航空、日本・豪州・ドイツ・英国との国際線を再開へ　　（VIET JO　7/12付）

※7/14

※7/13～15、20

※7/13～15、20

7/31まで（水・土）発の週2便 運航

ベトナム航空(Vietnam Airlines)は12日、7月から10月にかけて、一部の国々との国際線の往復運航を再開する計画を発表した。これらの商用便は、就労・留学の
目的で海外に渡航する労働者・留学生、また就労のために訪越する外国人専門家を対象とする。具体的には、7月15日から10月30日までの期間にホーチミン～シ
ドニー線を週2便、7月20日から10月30日までの期間にホーチミン～メルボルン線を週1便運航する。ハノイ～フランクフルト線は7月下旬、ハノイ～ロンドン線は8月
中旬に運航を再開する。　アジアでは、7月17日から10月30日までの期間に毎週水曜日と土曜日にハノイ～東京線を運航する。8月1日から10月30日までの期間に
は毎週水曜日にホーチミン～バンコク線、毎週木曜日にホーチミン～東京線を運航する。なお、海外に滞在しているベトナム人の労働者・留学生は、特別便を利用
して帰国することになる。

英国、ロンドン空港にワクチン接種者の入国専用レーン、混雑緩和で、国際認証された証明書の保有者対象に実証実験
（トラベルボイス　7/12付）

英国のブリティッシュ・エアウェイズ、ヴァージン・アトランティック航空、ヒースロー空港（ロンドン）は、共同でワクチン接種完了者の英国入国手続きを簡素化する実
証実験を始めた。英国政府は、指定低リスク国から入国するワクチン接種完了者について、隔離免除の検討を進めているところ。 実証実験の対象は、アテネ、ロ
サンゼルス、西インド諸島のモンテゴ・ベイ、ニューヨーク発の指定フライトで行われる。入国時のワクチン接種証明書提示を円滑に進めることで、空港での混雑を
避けるのが狙い。この実証実験への参加者向けには、入国時に専用到着レーンを設ける。 IATAトラベルパスなど国際的に認証されたワクチン接種証明書が対象
となり、このほかNHSアプリ、CDCカード、米国の各州が発行するデジタル証明、EUデジタル証明なども含まれる。また、ブリティッシュ・エアウェイズは、VeriFlyアプ
リ、ヴァージン・アトランティックは、デルタ航空と共同開発したTrustAssureの証明アプリも受け付ける。 欧州ではすでに、フランス、ドイツ、ギリシャ、ポルトガル、キ
プロス、マルタが、ワクチン接種完了者の隔離なし入国を認めており、英国はこの対応では遅れを取っていた。 英国政府は、経済立て直しに向けて、入国制限の
緩和を検討しており、7月19日までにはワクチン接種完了者の隔離免除措置を導入する見込み。

韓国入国時はコロナ陰性確認書が必要　１５日から韓国人も　　（ソウル聯合ニュース　7/12付）
韓国政府は15日から、新型コロナウイルスのＰＣＲ検査の陰性確認書を所持しない人の入国を制限する。国土交通省が12日までにこうした内容の公文を航空各社
に送ったことが分かった。これまで韓国人については、陰性確認書がなくても条件付きで入国を認めていた。政府は2月に海外からの入国者全員を対象に陰性確
認書の提出を義務付けた。これにより確認書を持たない外国人は入国が禁止された。ただ韓国人の場合は、指定施設での14日間の隔離に同意すれば入国が認
められた。しかし、このところ国内で新規感染者が急増し、インドで最初に発見された変異株で感染力がより強い「デルタ株」の感染拡大も本格化している。政府は
こうした状況を踏まえ、海外からのウイルス流入を遮断するため入国制限の強化を決めたとみられる。韓国の1日当たりの新規感染者数は今月7日に1212人に急
増。8日からは3日連続で過去最多を更新した。

（シンガポール）インドネシアからの入国規制、厳格化　　（NNA ASIA　7/12付）
シンガポール保健省は10日、インドネシアからの渡航者に対する入国規制を厳格化すると発表した。同国で新型コロナウイルスの感染者が増えていることが背景
にある。シンガポール国民と永住権（ＰＲ）保持者以外については、インドネシアからシンガポールへの渡航制限を即日開始。十分な安全管理対策が取られている
場合のみ、入国許可を検討する。12日午後11時59分からは、過去21日間にインドネシアへの渡航歴がある全ての旅行者のシンガポールでのトランジット（乗り継
ぎ）を禁止する。シンガポールに入国する際には、出発前48時間以内にＰＣＲ検査を受け、陰性証明書を提示することを義務付ける。現在は、出発前72時間以内の
検査と陰性証明書の提示を義務付けている。陰性証明書を持参しないでシンガポールに到着した場合、入国を認めないことがあるほか、ＰＲや長期滞在ビザの保
持者については、在留資格を取り消す場合もあると警告している。全ての入国者に対し、政府指定の施設での14日間の待機措置（ＳＨＮ）のほか、到着時と入国後
14日目のＰＣＲ検査、入国後３、７、11日目の自己検査キットによる即時抗原検査（ＡＲＴ）を引き続き義務付ける。

MM

航空会社 ◆国内線◆

10/30まで成田（土）発、オークランド（金）発にて　週1便運航

★★★　Peach（ピーチ）★★★

ピーチアビエーション
（第一ターミナル使用）

中部
※7/13～15、19～20、27～28、

8/3、4、18、24、25、31



グアム、PCR検査で陰性の渡航者への強制検疫を免除　（TRAICY　7/3付）
グアム政府は、到着の72時間以内に受けた新型コロナウイルスのPCR検査で陰性だった人に対する検疫措置を、7月4日午前0時1分より免除する。グアムでは、
2020年3月に公衆衛生上の緊急事態を宣言し、以来、8,300名以上が感染し、140名が死亡した。今年2月19日以降、制限を緩和し、屋内施設の営業などは条件付
きで認めている。すでに成人人口の約75％にあたる9万人以上がワクチン接種を受けている。このため、アメリカ食品医薬品局（FDA）が承認した旅行者に対する強
制検疫を、5月13日より免除している。6月16日からは対象を、世界保健機関（WHO）の緊急使用リストに掲載されたワクチンを接種した人にも広げていた。

ニュージーランド航空、東京/成田〜オークランド線の週1便運航を12月まで継続　　（TRAICY　7/6付）
ニュージーランド航空は、東京/成田〜オークランド線の週1便での運航を、12月31日まで継続する。東京/成田発は土曜、オークランド発は金曜に、ボーイング
787-9型機で運航する。大阪/関西〜オークランド線は引き続き運休する。10月31日以降のスケジュールは未定。搭乗できるのは、日本もしくはニュージーランド政
府の入国の許可を得ている人に限られる。東京/成田、オークランド以遠への乗り継ぎは、トランジットエリア内の待機が24時間以内かつ、最終目的地の入国条件
を満たすなどの条件がある。2020年8月11日以降、ニュージーランド入国者の隔離費用は有料化しているほか、2020年10月5日からは、管理隔離割当システムに
登録の上、隔離施設のバウチャーを受け取る必要がある。　■ダイヤ　　NZ90　東京/成田（18：30）〜オークランド（08：00+1）／土（4月3日〜9月18日）　NZ90　東京
/成田（18：30）〜オークランド（09：00+1）／土（9月25日〜10月30日）　　NZ90　東京/成田（18：30）〜オークランド（09：05+1）／土（11月6日〜12月25日）　NZ99
オークランド（09：50）〜東京/成田（16：50）／木（9月30日〜12月31日）　　NZ99　オークランド（08：50）〜東京/成田（16：50）／木（5月6日〜9月23日）

キャセイパシフィック航空、マルコポーロクラブとアジア・マイルを統合　新ブランド「Cathay」発表　（TRAICY　7/6付）
キャセイパシフィック航空は、プレミアムトラベルライフスタイルブランド「Cathay」を発表した。マルコポーロクラブとアジア・マイルを、キャセイパシフィック航空のもと
に統合し、ステータスの獲得方法やマイルの利用方法などを簡素化する。新しい共同ブランドのクレジットカードは、まもなく香港で発表する。2022年前半にプログ
ラムを刷新し、食事、ショッピング、ホテル、ウェルネスなどで様々なオファーを用意することで、飛行機以外での利用も促進する。キャセイパシフィック航空では、
「キャセイパシフィックのブランドは、大切な人々、場所、経験をつなぐ役割を通じ、お客様の人生の歩みを進めることを目標としています。また、世界でもトップクラ
スのサービスブランドになることを目指しています。お客様により良いサービスをご提供するためには、世界中のどこにいても、またどのような分野でも、シームレス
なブランド体験ができるようお客様の期待に応える必要があります。キャセイパシフィックとアジア・マイルは、2つの別々のブランドとして、長年にわたってお客様に
さまざまなプロダクトとサービスを提供してまいりました。よりわかりやすいブランド構造のもとで調和のとれた体験を再編し、ご提供することにより、日々お客様との
関わりを強め価値を提供できる素晴らしい機会が生まれます」としている。

外国人観光客の受け入れが始まるサムイ島、7月15日からバンコク乗り継ぎ特別便が運航開始
（アジアトラベルノート　7/5付）

タイでは、プーケットに続きサムイ島でも7月15日からワクチン接種を完了した外国人旅行者の受け入れがスタートしますが、それに合わせてバンコクエアウェイズ
(Bangkok Airways)は、バンコクのスワンナプーム空港とサムイ空港を結ぶ特別便を運航することを発表しています。サムイ空港はバンコクエアウェイズが所有する
私設空港で、プーケット空港とは異なり滑走路も短く欧州や中東などから大型機で直接乗り入れることができないため、同プログラムの利用者もバンコク経由便で
の入島が基本となります。特別便は1日3往復運航。予定されているフライトスケジュールは以下の通りです。
バンコク（スワンナプーム）⇒サムイ島　（2021年7月15日～）　PG5125　BKK10:05　USM11:35　毎日　　PG5151　BKK14:35　USM16:05　毎日　　PG5171　BKK17:10
USM18:40　毎日　サムイ島⇒バンコク（スワンナプーム）　（2021年7月15日～）　PG5126　USM12:15　BKK13:45　毎日　　PG5152　USM16:45　BKK18:15　毎日
PG5172　USM19:20　BKK20:50　毎日　　タイ国外からバンコクまでは各航空会社を利用して渡航。その後、スワンナプーム空港で上記のいずれかの便に乗り継ぎ
サムイ島へ入るという形になります。なお、特別便に搭乗するためには入国許可証(COE)、ワクチン接種証明書（ワクチンパスポート）、PCR検査陰性証明書などの
提示が必須です。

ハワイ・ワイキキに日本入国時のPCR検査センター、帰国に必要な陰性証明書発行、最短６時間で結果通知
（トラベルボイス　7/12付）

ハワイの現地手配ロバーツハワイ社は、オアフ島・ワイキキに「アロハPCRテストセンター」を開設した。ハワイ在住者・旅行者に対し、新型コロナウイルスを診断す
るためのPCR検査を実施。日本入国に必要な指定フォーマットに対応した陰性証明書を発行する。ハワイから日本への入国は、出発前72時間以内の陰性証明書
の提出が義務付けられており、ハワイから日本への帰国者のニーズに対応する。最短で６時間以内に検査結果を通知する。

カタールでの乗り継ぎ、陰性証明書提示義務付け　　（TRAICY　7/12付）
カタール保健省は、カタールでの乗り継ぎする全員に、7月12日から到着72時間以内のPCR検査の陰性証明書の提示を義務付ける。ワクチンの接種、感染歴があ
る人、年齢に関係なく検査が必要となる。さらに、グリーンリストに記載されていない国からの旅行者には、ランダムで検査を行う。日本はグリーンリストに記載され
ている。公用目的などの一部の渡航者は到着時に検査を受けることができるほか、旅行中に陰性証明書を紛失した場合、ウムラ（巡礼）などで検査証明書を発行
できる医療機関がない場合などには、到着時に300カタール・リヤルで検査ができる。日本からカタールへの入国する場合、ワクチン接種完了者は隔離免除、未接
種者は5日間の自主隔離が必要となる。ワクチンの接種未完了者あっても、抗体検査で陽性の場合（抗体がある）には隔離が免除される。出発の12時間までに
Ehterazのウェブサイトから登録し、必要書類をアップロードすることが求められる。ワクチンは、カタール保健省が承認したワクチンを少なくとも1回接種する必要が
ある。承認されているのは、ファイザー／バイオンテック、モデルナ、アストラゼネカ、ヤンセン／ジョンソン・エンド・ジョンソン。条件付きでシノファームも承認されて
いる。

海外旅行再開へ「14日間の隔離撤廃」要望　　（ウイングトラベル　7/9付）
日本旅行業協会（JATA）は7月8日に記者会見し、菊間潤吾副会長／海外旅行推進委員長は、海外旅行再開を拒む最大の壁は帰国後の「14日間の隔離措置の
制限緩和・撤廃」と各国に出されている「感染危険度レベルの引き下げ」の2点で、この2つの壁を取り除くために、JATAは各国政府観光局・大使館と観光再開の討
議を働きかけていくことを明らかにした。とくに、ワクチン接種が進み、欧州、米本土、ハワイ、グアム、カナダなどが日本を含む諸外国のワクチン接種証明書（ワク
チンパスポート）取得者に対して隔離なしで入国を許可することを受けて、二国間での個別討議を各国政府観光局や大使館と連携して政府に要望することを検討
する。一方で、先にワクチンパスポートの早期活用を要望した日本経済団体連合会（経団連）や定期航空協会などの経済界、ツーリズム業界団体と連携し、政府に
ワクチンパスポート取得者の帰国後の隔離免除を求めていく。

変異株指定国に4カ国追加　インドなど6カ国からの入国者は10日間待機　 （TRAICY　7/7付）
厚生労働省は7月6日、「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に、新たに19カ国・地域を追加した。また、10ヶ国・地域に対する措置を変更す
る。新たに指定されたのは、ザンビア、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、キューバ、コロンビア、スリナム、セーシェル、チリ、トリニダード・トバゴ、トルコ、パラ
グアイ、フィジー、アメリカ（ニューメキシコ州、ユタ州、ワイオミング州）、ベネズエラ、ベラルーシ、ボリビア、リビア、ロシア（カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴロド
州）。ザンビアからの入国・帰国者には10日間、それ以外からの入国・帰国者には3日間、検疫所が確保する宿泊施設で待機する必要がある。さらに、インドネシア
からの入国・帰国者には6日間から10日間、キルギスからの入国・帰国者には3日間から10日間、アラブ首長国連邦からの入国・帰国者には3日間から6日間に、宿
泊施設での待機期間を延長する。エジプトからの入国・帰国者には6日間から3日間に宿泊施設での待機期間を短縮する。エストニア、ナイジェリア、フランス、アメ
リカ（カンザス州、デラウェア州、メイン州）からの入国・帰国者には宿泊施設での待機を求めない。また、「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウ
イルスに対する指定国・地域」に指定されている、カナダ（オンタリオ州）、アメリカ（ミネソタ州）、ルクセンブルクからの入国・帰国者への宿泊施設での待機を求めな
い。いずれの措置も、7月9日午前0時以降、実施する。

タイ国際航空（THA/TG）は7月1日、バンコク－中部線の旅客扱いを一部再開した。これまでは貨物のみ搭載していたが、中部圏からタイへの赴任や帰国などの需
要に応じるもので、2020年3月以来1年4カ月ぶりの旅客便再開となった。1日の旅客再開初便の乗客は、中部行きTG644便とバンコク行きTG645便合わせて40人。
貨物は両便とも満載で、主な積荷はTG644便がコンピュータ周辺機器や部品、自動車関連部品、TG645便が自動車関連部品と素材だった。旅客便は週2往復で、
木曜と日曜に運航。機材はエアバスA350-900型機で、座席数は2クラス311席（ビジネス30席、エコノミー281席）となる。中部線はこれまで旅客機で貨物のみを運ぶ
貨物専用便として運航していたが、タイ航空によると中部経済界から赴任者の渡航などで旅客便の再開を望む声が多く、7月から再開することにしたという。運航ス
ケジュールは、中部行きTG644便がバンコクを午前0時5分に出発し、午前8時着。バンコク行きTG645便は午前11時に中部を出発して、午後3時に到着する。搭乗
時には入国許可証（COE）が必要で、タイ入国後は隔離期間が設けられている。
【運航スケジュール】　TG644 バンコク（00:05）→中部（08:00）運航日：木日、TG645 中部（11:00）→バンコク（15:00）運航日：木日

タイ国際航空、中部－バンコク旅客便再開　1年4ヶ月ぶり　（Aviationwire　7/1付）



7月1日以降の検疫による国際線到着便の受入容量は下記の通りです（6 月と変更なし）。
① 到着便数 ：制限なし　　② 到着時間帯 ：7 時～19 時　　③ 到着旅客数 ：1,000 名/日※
※ 1,000名/日を越える可能性がある日に関しては、各航空会社様からの事前申請の旅客数に基づき、比例配分で旅客数制限を実施する可能性があります。
※ 現在航空局による、外航社の到着旅客数制限があります。

ピーチ、国内線の座席指定料金と新規予約手数料を値上げ　7月12日午後9時から　　（TRAICY　6/29付）

中部空港の国際線受け入れ拡充に向けた進捗（6月9日時点）　（中部国際空港　NGO NEWSLETTER　6月号）

ルフトハンザ、名古屋/中部〜フランクフルト線の再開延期へ　（TRAICY　6/11付）

ピーチ・アビエーションは、国内線の座席指定料金と新規予約手数料を、7月12日午後9時より値上げする。座席指定料金はインターネット予約の場合、スタンダー
ドシートが490円から590円、プレジャーシートが590円から690円、スマートシートが790円から890円に、それぞれ100円を値上げする。コンタクトセンターや空港カウ
ンターで購入する場合には、いずれも150円値上げする。新規予約手数料は、コンタクトセンターで予約する場合は1,650円から1,700円、空港カウンターで予約する
場合は2,750円から2,800円に、それぞれ50円値上げする。インターネットで予約する場合は従来どおり無料となる。

中部空港、オンラインショップ開店　ボーインググッズも販売　（Aviation Wire　7/8付）
中部空港（セントレア）を運営する中部国際空港会社は7月8日、公式オンラインショップ「Centrair Online Shop」をオープンした。空港内の実店舗で取り扱うオリジナ
ル商品のほか、「ボーイングストア」で販売するボーイングのオフィシャルグッズも一部販売する。オリジナルグッズは「NGOグッズ」として販売。マグカップやフライト
ログブック、ノートなどに、世界の航空会社や空港などが加盟するIATA（国際航空運送協会）が定めたアルファベット3文字（3レターコード）で中部空港を示す
「NGO」をあしらった。このほか、滑走路をイメージした定規やフライトタグなども用意し、国連の専門機関ICAO（国際民間航空機関）が定めたアルファベット4文字（4
レターコード）で同空港を示す「RJGG」もデザインした。また、空港島内で運営するボーイング787型機を展示する複合商業施設「FLIGHT OF DREAMS（フライト・オ
ブ・ドリームズ）」1階にあるボーイングストアで取り扱うグッズ約50点も販売する。日本国内からのみ購入でき、国外からの注文や海外発送は対応しない。

フィンエアーは5月20日、日本路線の夏スケジュール期間の運航計画を更新した。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/成田発
は金・土・日曜、ヘルシンキ発は水・木・金曜に、エアバスA350-900型機で運航する。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9月に再度延期する。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

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です

ガルーダ・インドネシア航空、日本発着3路線を運休　7月1日から　（TRAICY　6/14付）
ガルーダ・インドネシア航空は、新型コロナウイルスの影響に伴う需要動向に鑑み、日本発着の3路線を7月1日より運休する。東京/成田～デンパサール線を7月
31日まで、大阪/関西～ジャカルタ・デンパサール線を10月29日まで運休する。東京/羽田～ジャカルタ線も、7月5日から31日までの羽田発月・火・水・木曜と、7月1
日から31日までのジャカルタ発日・月・火・水曜の便の運航をとりやめる。航空券を発券済みで、旅行の取りやめや旅程の変更を行う場合は、旅行会社を通じて航
空券を購入した場合は旅行会社に、同社から直接購入した場合は同社予約課に問い合わせるよう案内している

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再開を延期する。5月12日現在の計画では、7月4日より運航再開を予定していたものの、6月上
旬までに、夏スケジュール期間中の航空券の販売を取りやめた。現段階では、10月31日から週5便での運航を予定している。この他の路線では、運航再開や増便
を予定している。大阪/関西〜ミュンヘン線は6月29日から、東京/羽田〜ミュンヘン線は8月1日から、それぞれ運航を再開する。東京/羽田〜フランクフルト線は7
月1日から増便し、ボーイング747-8型機に大型化する。　　◆LH737　名古屋/中部（10：50）〜フランクフルト（15：25）／月・火・木・土・日（11月1日〜）
◆LH736　フランクフルト（14：00）〜名古屋/中部（09：25+1）／月・水・金・土・日（10月31日〜）

フィンエアー、日本線の運航計画更新　3路線の新設や再開は9月に　（TRAICY　6/6付）

エチオピア、出入国や乗り継ぎでデジタル陰性証明の提示義務付け　7月から　（TRAICY　6/10付）
エチオピア保健省は6月2日、PCR検査の偽造した陰性証明書の提示が増加していることを受け、全ての旅行者に対し、デジタル陰性証明の提出を求めることを決
めた。出入国や乗り継ぎを行う人を対象に、7月1日から義務付けるものの、6月7日からデジタル陰性証明の提示を推奨している。旅行者は、アフリカ連合とアフリ
カ疾病管理センター、PanaBiosが共同で構築したTrusted Travelシステムでアカウントを作成し、個人情報や陰性証明書の画像をアップロードすることで発行される
デジタルコードの提示が求められる。エチオピアへの出国時には、認可した検査所で検査を受ける必要がある。全ての検査所が登録機関で、検査後に送付される
メールアドレスの指示に従い、Trusted Travelコードを取得することができる。エチオピアへの入国時や乗り継ぎでは、Trusted Travelに登録されていない国では、
従来通り取得した陰性証明書をスキャンか写真撮影してシステム上にアップロードし、検査所などを記入することで、Instant Travel Codeを取得できる。日本からエ
チオピアに入国、もしくはエチオピアで乗り継ぐ場合にもこれらの措置が求められる。在ルワンダ日本国大使館によると、ケニアやガーナなどの、他のアフリカ連合
加盟国でも同様の措置が確認されているという。

石垣市、観光客に陰性証明の提示求める　7月から　罰則なしだが「義務」と市長　　（沖縄タイム＋プラス　6/22付）
中山義隆石垣市長（沖縄県）は21日、石垣島を訪れる観光客らに7月1日から、出発前72時間以内の新型コロナウイルスPCR検査か抗原検査、またはワクチン接
種2回のいずれかを求めると発表した。石垣空港の到着口前に設けたブースで、陰性や接種の証明書を提示してもらい、係員が確認する。証明書の提示を拒んで
も罰則はない。証明書を確認できた人には、市内の飲食店などで割引などの特典がある「パスポート」が発行される。　中山市長は5月の感染拡大を振り返り「苦い
経験を繰り返さぬよう実効性ある施策を打ち出す必要がある」と指摘。「市としては証明書提示は義務との位置付けだ。観光客は全員必ず検査や接種を受けて来
島してほしい」と呼び掛けた。

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　　（セントレアホームページ）　　
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

【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）

・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。　　


