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  2022 年 9 ⽉ 07 ⽇更新 
 

⽇本－フィリピン間の 2022 年 10 ⽉ 1 ⽇〜29 ⽇の運航予定について(REV 1) 
 
 

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 2022 年 10 ⽉ 1 ⽇〜29 ⽇の運航予定が変更とな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、２⾴⽬以降も必ずご⼀読くださいますようお願い致します。 
 

■⽇本路線の運航スケジュール（2022 年 10 ⽉ 1 ⽇ 〜 10 ⽉ 29 ⽇） 
【⽇本各都市⇒フィリピン】 

区間 便名 運航⽇ 出発 到着 使⽤機材 

東京(成⽥)―マニラ PR431 ⽉・⽊・⼟ 09:30 13:35 A321 

東京(成⽥)―マニラ PR427 毎⽇ 14:10 18:20 A321 

東京(⽻⽥)―マニラ PR421 毎⽇ 15:05 19:10 A321 

⼤阪(関⻄)―マニラ PR411 毎⽇ 15:15 18:35 A321 

名古屋―マニラ PR437 毎⽇ 14:00 17:30 A321 

福岡―マニラ PR425 毎⽇ 15:30 18:25 A321 

東京(成⽥)―セブ PR433 ⼟・⽇ (⽔曜⽇は運休) 14:40 19:00 A321 

【フィリピン⇒⽇本各都市】 
区間 便名 運航⽇ 出発 到着 使⽤機材 

マニラ―東京(成⽥) PR428 毎⽇ 07:40 13:10 A321 

マニラ―東京(成⽥) PR432 ⽔・⾦・⽇ 14:40 20:10 A321 

マニラ―東京(⽻⽥) PR422 毎⽇ 08:25 13:40 A321 

マニラ―⼤阪(関⻄) PR412 毎⽇ 09:05 14:15 A321 

マニラ―名古屋 PR438 毎⽇ 07:50 13:00 A321 

マニラ―福岡 PR426 毎⽇ 09:45 14:30 A321 

セブ―東京(成⽥) PR434 ⼟・⽇ (⽔曜⽇は運休) 07:45 13:40 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 10 ⽉ 30 ⽇以降のスケジュール（2022 年 冬期スケジュール）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(2022 年 9 ⽉ 07 ⽇現在) 

【無査証短期での⼊国要件】 

ワクチン接種状況(※1) 接種未完了 完全接種済み 
(最後の接種⽇から 14 ⽇以上経過) ブースター接種済み 

⼊国の可否 ⼊国不可 
（12 歳未満は(※2)の条件で⼊国可） ⼊国可 ⼊国可 

ワクチン接種証明書(※3) - 必要 必要 

RT-PCR 検査または抗原検査の 
陰性証明書(※4) 

12 歳未満が(※2)の条件で 
⼊国する場合は不要 

必要 
（外国籍の親と同⾏する 
12〜17 歳の⽅は不要） 

不要 

航空券 到着 30 ⽇以内にフィリピンを出国する航空券 
（バリクバヤンプログラム対象者の外国籍配偶者およびその⼦供は不要） 

パスポート 到着時点で 6 ヶ⽉以上の残存期間があること 
(※1) 完全接種は、2 回接種する種類のワクチンを 2 回接種済み、または 1 回接種する種類のワクチンを接種済みの状態を指します。完全接種につ

いては最後の接種から 14 ⽇以上経過していることが条件です。 
ブースター接種は、完全接種に加えて 1 回以上追加接種済みの状態を指します。 

(※2) 12 歳未満の⼦供がワクチン接種未完了でも、完全接種を終えている外国籍の親と⼀緒に渡航する場合は⼊国可 
(※3) ⽇本のワクチン接種証明書の場合、デジタル庁の「接種証明書アプリ」、または⾃治体発⾏の海外⽤「接種証明書(2 次元コード記載)」が有効 
(※4) フライト 48 時間以内に実施した RT-PCR 検査、または 24 時間以内に実施した抗原検査のいずれかの陰性証明書が必要 
 

⼊国要件の詳細は、2022 年 5 ⽉ 30 ⽇付で配信しました案内書⾯ 『フィリピンへの無査証短期滞在(ビザなし渡航)
要件緩和について (5/30 より)』 をご確認ください。（⼊国要件は頻繁にアップデートがございますので、弊社からの最新のご案内・ウェ
ブサイトを必ずご確認ください） 

 
○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 

 

One Health Pass への登録 
フィリピン検疫局からの要請により、フィリピン⼊国に必要な情報をオンラインで事前登録します。出発 72 時間前よりお⼿続きが可能です。 
 
全ての登録を完了している状態（ワクチン接種証明書・陰性証明書の事前アップロードを⾏い、フィリピン検疫スタッフの事前チェックが完了した状態）
では、マニラ空港到着時に「Express Lane」がご利⽤いただけます。 
出来るかぎり「Express Lane」がご利⽤いただける段階まで登録を事前に済ませてください。 
 

 
 
https://www.onehealthpass.com.ph/ 
※One Health Pass 登録は、国際線-国際線の乗継旅客および公⽤ビザ(9e)の旅客は不要です。 

 

 

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 

 

○その他ご参考サイト 

[お知らせ:令和 4 年 5 ⽉ 30 ⽇以降の外国⼈の⼊国要件について] 

https://tokyo.philembassy.net/ja/01announcements/advisory‐allowing‐the‐entry‐of‐qualified‐foreign‐nationals‐without‐need‐for‐an‐entry‐exemp
tion‐document‐eed‐beginning‐01‐april‐2022/#nav‐cat 

通常登録 Express Lane 利⽤可 
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■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 
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。⽇本路線は発着ともに NAIA 第 2 ターミナルとなります。 
マニラ空港 発着ターミナル⼀覧（9 ⽉ 07 ⽇現在） 

 国際線 フィリピン国内線 

発着ターミナル 
・NAIA 第 1 ターミナル: DMM/DXB/RUH/YYZ/YVR ⾏き 
・NAIA 第 2 ターミナル: 上記以外の国際線 

・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（9 ⽉ 07 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) 「Mabuhay Lounge」 
国際線(第 2 ターミナル) 「Mabuhay Lounge」 

東京(成⽥) 第 2 ターミナル本館 3 階「サクララウンジ」をご利⽤いただけます 
(※「サクララウンジ」が営業していない場合は、隣接の「ファーストクラスラウンジ」をご案内)  

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

⼤阪(関⻄) 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 
 

■マニラ（ニノイ・アキノ国際空港）での乗り継ぎについて 
 【国際線⇒フィリピン国内線への乗り継ぎ】 

フィリピン到着後に検疫隔離とならないこと(※)を条件に、国際線(PR)⇒フィリピン国内線(PR)への同⽇お乗り継ぎが可能
です。マニラ空港での国際線(PR)⇒国内線(PR)の最低乗り継ぎ所要時間(MCT)は 2 時間を確保してください。 
全ての PR 国内線は第 2 ターミナルより出発いたします。 
⽇本出発時に受託⼿荷物はスルーバゲージとなり、⼿荷物タグには最終⽬的地まで記載されますが、マニラ空港到着時
には⼿荷物受取エリアにて⼀度荷物をピックアップいただき、税関チェックを受けていただく必要があります。完了後、係員に
再度⼿荷物をお預けください。 
 
(※)以下のケースはワクチン未接種でもフィリピンへの渡航が認められますが、到着後の検疫隔離が必要です。 
 フィリピン国籍者でワクチン未接種の⽅ 
 外交官とその扶養家族（9e ビザ保持者）でワクチン未接種の⽅ 
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 【国際線⇒国際線への乗り継ぎ】 

下記の条件において国際線(PR)⇒国際線(PR)のお乗り継ぎが可能です。 
【※国際線お乗り継ぎが可能となる条件】 
・乗継便が 1 冊で発券されていること（別冊発券は不可） 
・どちらも PR 運航便であること（PR 便名でも他社が運航するコードシェア便は乗り継ぎ利⽤不可） 
・24 時間以内に乗り継ぎが出来るフライトであること 
 
※ 国際線(PR)⇒国際線(PR)の乗り継ぎの場合には、「One Health Pass」の登録は不要です。 
※ 24 時間以内のお乗り継ぎの場合は、フィリピン⼊国管理局の⽅針に基づき、無査証短期滞在の要件を満たしている⽅であっても

フィリピンへの⼀時⼊国（ターミナルから出ること）は認められませんのでご注意ください。 
※ アメリカ/カナダ/オーストラリア⽅⾯へ乗り継ぐ⽅は、マニラでの乗り継ぎ時に追加⼿荷物検査が必要となります。乗り継ぎカウンター

係員の指⽰に従って⼿荷物検査を受けてください。 
 

○マニラ空港での国際線⇒国際線利⽤時の最短乗り継ぎ所要時間(MCT) 
ターミナル MCT 

第 2 ターミナル(PR)到着 ⇒ 第 2 ターミナル(PR)出発 
(⽶路線以外へ乗り継ぎ) 55 分 

(⽶路線へ乗り継ぎ) 1 時間 30 分 
第 2 ターミナル(PR)到着 ⇒ 第 1 ターミナル(PR)出発 2 時間 

第 1 ターミナル(PR)到着 ⇒ 第 2 ターミナル(PR)出発 
(⽶路線以外へ乗り継ぎ) 2 時間 

(⽶路線へ乗り継ぎ) 2 時間 30 分 
第 1 ターミナル(PR)到着 ⇒ 第 1 ターミナル(PR)出発 1 時間 

 

 
○マニラにて⽇本から同⽇乗り継ぎ可能な都市の例（2022 年 10 ⽉ 1 ⽇〜） 

区間 便名 運航⽇ 出発 到着 

マニラ-ジャカルタ MNL CGK PR535 毎⽇ 20:45 23:55 
マニラ-バリ MNL DPS PR537 毎⽇ 19:55 0:00+1 

マニラ-プノンペン MNL PNH PR521 ⽉・⽕・⽊・⾦・⼟ 21:20 23:20 

マニラ-ハノイ MNL HAN PR595 
⽕・⽊・⽇ 

⽔ 
22:25 
22:20 

0:45+1 

ジャカルタ-マニラ CGK MNL PR536 毎⽇ 0:45 6:10 
バリ-マニラ DPS MNL PR538 毎⽇ 1:00 5:05 

プノンペン-マニラ PNH MNL PR522 ⽕・⽔・⾦・⼟・⽇ 0:20 4:25 
ハノイ-マニラ HAN MNL PR596 ⽉・⽔・⽊・⾦ 1:45 6:10 

※⽇本路線⇔上記⽅⾯の乗り継ぎにはマニラにて最低 55 分の乗り継ぎ時間(MCT)が必要です。 
 

以上 


