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  2021 年 11 月 29 日 
 

日本－フィリピン間の 2021年 12月の運航予定について 
 

 

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 12 月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、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 12月 1日 ～ 12月 31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 17:40 毎日 A321 

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

大阪(関西)―マニラ PR411 15:05 18:30 毎日 A321 

名古屋―マニラ PR437 13:20 16:55 月・水・金・土 A321 

福岡―マニラ PR425 15:15 18:10 
月※・水・金・日 

※12/6(月)は欠航 
A321 

東京(成田)―セブ PR433 14:25 18:45 12/4(土), 12/18(土) 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 毎日 A321 

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

マニラ―大阪(関西) PR412 09:25 14:05 毎日 A321 

マニラ―名古屋 PR438 07:40 12:20 月・水・金・土 A321 

マニラ―福岡 PR426 09:45 14:15 
月※・水・金・日 

※12/6(月)は欠航 
A321 

セブ―東京(成田) PR434 08:00 13:25 12/4(土), 12/18(土) 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。 

※2022 年 1 月以降の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 

フィリピン政府は出発国/地域を「グリーン」・「イエロー」・「レッド」の 3 段階に分類し、それぞれの国/地域から入国する渡航

者のプロトコルを分けております。2021/11/16 より日本は「グリーン」国/管轄地域に分類されておりましたが、新たな新

型コロナウイルス変異株(オミクロン株)の流行を受けて 2021/11/28 より「グリーン」国/管轄地域の取り扱いは一時停止

され、「イエロー」国/管轄地域の取り扱いとなります。 

 

【「イエロー」国/管轄地域からの渡航者のプロトコル】 

I. 新型コロナワクチン接種を完了した渡航者の場合 

次の何れかの方法で入国が可能です。 

a) ワクチン接種証明書*1＋出発前 PCR検査結果*2を持参 

⇒ フィリピン到着から 3 日目に PCR 検査を実施、陰性結果の受領後に検疫ホテルを退所。外国籍者の場合は、フィリピン到着

日から最低 4 日間の検疫ホテル事前予約が必要。検疫ホテル退所後から到着 14 日目までセルフモニタリングを実施。 
 

b) ワクチン接種証明書*1のみ持参 

⇒ フィリピン到着から 5 日目に PCR 検査を実施、陰性結果の受領後に検疫ホテルを退所。外国籍者の場合は、フィリピン到着

日から最低 6 日間の検疫ホテル事前予約が必要。検疫ホテル退所後から到着 10 日目まで自宅等での自主隔離を実施。 

 

II. 新型コロナワクチン接種を完了していない渡航者の場合 

フィリピン到着時から 7 日目に PCR 検査を実施、陰性結果の受領後に検疫ホテルを退所。外国籍者の場合は、フィリピン到着日から

最低 8 日間の検疫ホテル事前予約が必要。検疫ホテル退所後から到着 14 日目まで自宅等での自主隔離を実施。 

 

(*1) 2021/11/11 より、日本の自治体が発行する「新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書」も対象となっております。 

(*2) フライト出発時刻から遡って 72時間以内に日本国内の医療機関で RT-PCR法による検査を受けていただき、英文で記載された陰性の検査結

果が必要です。 

 

○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 

  上記書類・お手続きのほか、日本からフィリピンへ渡航される方は全員、出発前までに下記のお手続きが必要です。 
 

 
 

※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。 
 

 

入国の流れについての詳細は、下記 URL より最新の情報をご確認ください。(英語のみ) 

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

https://www.philippineairlines.com/en/ph/home/covid-19/arrivingintheph
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○その他ご参考サイト 

（お知らせ: コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のための ビザ申請書類） 

https://tokyo.philembassy.net/ja/01announcements/advisory-visa-requirements-for-foreign-nationals-allowed-to-enter-the-philippines-while-und
er-community-quarantine/#nav-cat 

（お知らせ： 令和３年 11 月 28 日からの 検査ならびに隔離措置について） 

https://tokyo.philembassy.net/ja/01announcements/advisory-testing-and-quarantine-protocols/#nav-cat 

 

 

○マニラでのお乗り継ぎについて 

 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。 

 国際線 フィリピン国内線 

到着 
・NAIA第 1 ターミナル: 中東路線 

・NAIA第 2 ターミナル: 上記以外の国際線 
・NAIA第 2 ターミナル 

出発 
・NAIA第 1 ターミナル: 北米路線以外の国際線 

・NAIA第 2 ターミナル: 北米路線 
・NAIA第 2 ターミナル 

 

 

■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（11月 29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 

国際線(第 2 ターミナル) 「Mabuhay Lounge」（※北米路線のみ利用可能） 

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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