
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

運休 1/31まで 2022年2月より週2便にて運航予定

中部 台北 127/128 運休 12/31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 -

上海 406/405 運休 3/26まで

160/159 運休 3/26まで

760/759 運休 3/26まで

151/150 運休 3/27まで

155/154

静岡 台北 169/168 運休 3/25まで
富山 台北 171/170 運休 3/25まで

533/532 運休 12/31まで

539/536 運休 12/31まで

台北・香港 531/530 運休 12/31まで

上海 380/379 運休 -

広州 6056/6055 運休 -

大連 620/619 運休 -

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 -

南京 1602/1601 運休 -

台北 821/822 運休 1/31まで （台北）成田 週2便、羽田 週5便運航

上海 883/884 運休 1/31まで

天津 841/840 運休 1/31まで

ホノルル 794/793 運休 1/31まで

744/743 運休 12/31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 2/27まで 2/28～中部発（火木日）の週3便 運航予定

292/291 運休 3/26まで
720/719 運休 3/26まで
上記以外 運休 3/26まで

北京 744/743 運休 3/26まで

121/122

123/124 運休 12/31まで

セブ 479/480 運休

中部 シンガポール 671/672

645/644

647/646 運休 3/26まで
3/26まで 成田発（火水金日）、関空発（月木金土日）、

1/2～羽田発（水金日）運航予定

TW ティーウェイ航空 LCC 中部 ソウル 238/237 運休 12/31まで 成田（金）、関空（木）、福岡（土）は週１便運航予定

136/137 運休 －

172/171 運休 －

ホーチミン 341/340 運休 -

ハノイ 347/346 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 5043/5042

1607/1608 運休 12/31まで

1601/1602 運休 12/31まで

7G スターフライヤー航空 中部 台北 811/810 運休 3/26まで

ベトナム航空

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12月01日現在〉

CA

CI

CX

CZ

DL

HO

航空会社 ◆国際線①◆

成田発着 （929/930）上海浦東 （木）週1便、　　　　　　　
　　　成田発着 （145/146）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 （1333/1334）上海浦東 （火）週1便、　　　　
関空発着 （1610/1609） 南京 （木 ）週1便にて運航

12/8、22、1/12、19、26、2/9、16、23、3/2、9、16、23 (水) 運航

中部キャセイパシフィック航空

中部

※台湾乗り継ぎの以遠は3/26まで停止

中国南方航空

上海吉祥航空

12/31までNRT/HKGは12/2、12/30のみ運行
HKG/NRT （木土）の週2便、

KIX/HKGは運休、HKG/KIX（水土）の週2便運航

BR エバー航空

中部

バンコク

中部

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

（ホノルル） 羽田発着1/31まで 週2便、成田発着、
12/31まで週3便、1/31まで週2便

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

3/26まで（水木金日）の週4便 運航

成田（101/102） 毎日、関空（111/112） 毎日運航予定　（※但し欠航日あり）

12/31まで (月水金土）の週4便 運航
　　　成田発着 毎日、羽田発着（月水木金日）の週5便、関空発着 毎日　　　　　
　　　　福岡発着（月水金日）の週4便　運航　※12/6の福岡便は欠航　　　　　　 

  　 ●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

12/31まで毎週（水土）の週2便運航

中部

中国国際航空

TG

UA

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

　　成田発着 （523/524）上海浦東 （金）週1便、　　　　
成田発着 （593/594）西安 （火）週1便運航

7C
　　　　　　  関空発着 1301/1302（日） 、　　　　　　　　　　

　　 成田発着1105/1106（土）週1便運航

チャイナエアライン
中部

ソウル
12/31まで　成田発着（704/703） 毎日、関空発着（724/723）～12/2まで（水木）の週2便、　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　12/4～（水木土）の週3便運航

12月は欠航

437/438

12月のセブ直行便は　成田発着 12/4（土）、18（土）のみ

中部

グァム 成田発着 197/196 毎日運航

ソウル中部

PCR検査の証明書は「TeCOT」に掲載の医療機関にて取得する必要があります。弊社にて渡航者の検査予約の代行手続きも可能です。

MU 中国東方航空

大韓航空

シンガポール航空

タイ国際航空

中部

LCC

ユナイテッド航空

VN

中部

チェジュ航空

中部 ヘルシンキ 080/079
成田発 毎日運航予定、関空発 週3便にて運航、その後、増便予定

AY フィンエアー

SQ

JL

PR

OZ

日本航空

　　　　　　　　　12/1～3/3 （火木土）の週3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。

ベトナム国籍、日本国籍の方用特別便に関しましては
お問い合わせ下さい。

中部アシアナ航空

KE

フィリピン航空

ソウル



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 4/1まで

成田 ドバイ 319/318

羽田 ドバイ 313/312

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 12/31まで

ジャカルタ 889/888 運休 12/31まで

デンパサール 883/882 運休 12/31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 5059/5050

関空 マニラ 765/764

福岡 マニラ 922/923

発着空港 路線 運休日（9/16更新）

461 08:00/09:45

463 13:25/15:10

465 17:50/19:35

462 10:35/12:30

464 14:35/16:30

466 19:50/21:45

491 08:40/09:50

493 18:30/19:40

492 08:00/09:20

494 16:15/17:35

※481 07:30/10:00

483 10:15/12:45

485 17:00/19:30

※482 10:40/12:40

484 13:25/15:25

486 20:10/22:10

中部 石垣 487 13:45/16:50

石垣 中部 488 17:30/19:50

※上記運航スケジュールは11/30 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。

中部

セブパシフィック航空

関空発 （火水木金土） 週5便運航

スケジュール

オミクロン株、国内初確認　ナミビアから入国の男性―厚労省  (時事通信　11/30付)
ナミビアから入国し、空港検疫で新型コロナウイルスの陽性反応が出ていた３０代男性から、変異株「オミクロン株」が検出されたことが３０日、政府関係者への取
材で分かった。国内で同株が確認されたのは初めて。男性は、政府が水際対策を強化しているアフリカ南部のナミビアから２８日、第三国経由で成田空港に到着。
検疫でコロナ感染が判明した。国立感染症研究所が全遺伝情報（ゲノム）解析をした結果、オミクロン株が検出された。男性は同行した家族２人と共に、国が指定
する宿泊施設で隔離されている。空港到着時は無症状だったが、隔離中に発熱した。家族はコロナ陰性だった。南アフリカなどで確認されたオミクロン株は、国外
で感染者が相次いでいる。変異で感染力が高まっている恐れがあり、政府は３０日、全世界からの外国人の入国を原則停止した。

ガルーダインドネシア航空

NEWS  &  INFORMATION

MM
ピーチアビエーション　　　　　
　　　　　（中部は第一ターミ
ナルを利用）

（増便）那覇

那覇

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）

12/31まで（水金日）の週3便 運航

（増便）中部

（増便）仙台

仙台

中部

12/25まで成田（土）発、オークランド（木）発にて　週1便運航

～12/19まで（水金日）発 週3便、12/20～3/27 （月水金日）発 週4便 運航

毎日 運航

関西

※MM482は12/24～1/10の期間運航

オミクロン株 各国の入国制限・日本の水際対策は？広がる感染　　（NHK. jp　11/29付）
南アフリカで確認された新たな変異ウイルス「オミクロン株」の感染が広がりを見せる中、各国はアフリカ南部からの入国を制限するなど対策を強化しています。各
国の入国制限の状況と、日本の水際対策の詳細について、現段階の状況をまとめました。南アフリカで確認された新たな変異ウイルスはWHO＝世界保健機関が
26日、現在、広まっているデルタ株などと同じ「懸念される変異株」に指定し、「オミクロン株」と名付けました。これまでに、南アフリカの隣国のボツワナや香港、そ
れにイスラエルで感染が確認されたほか、ヨーロッパではイギリス、ドイツ、ベルギーに続いてイタリア、デンマークなどでも確認されました。さらに、オランダでは26
日に南アフリカから旅客機で到着した乗客のうち61人の陽性が確認され、保健当局は、これまでに13人が新たな変異ウイルス「オミクロン株」に感染していたことが
確認されたと発表しました。61人全員の結果はまだ出ていないということで、当局は、今後「オミクロン株」の感染者が増える可能性もあるとしています。このほか、
28日に新たにオーストラリアでもアフリカ南部から入国した2人の感染が確認されました。カナダ政府は、「オミクロン株」の感染者が首都オタワで2人確認されたと、
28日発表しました。いずれもアフリカのナイジェリアへの渡航歴があるということです。新たな変異ウイルスの感染が広がりを見せていることを受け29日、岸田総理
大臣は記者団に対し、30日午前０時から、世界のすべての国や地域を対象に、ビジネス目的などの外国人の新規入国を、原則、停止する方針を明らかにしまし
た。政府による水際対策の詳細です。  ○外国人の新規入国　これまで認められていたビジネス目的なども含め、世界のすべての国や地域を対象、30日午前0時
から「当面1か月」の間、原則、停止されます。これにより、今後、日本に新規入国できる外国人は、人道上の配慮が必要な人などに限定され、政府関係者は「最悪
の事態を想定した、事実上の全面的な入国の禁止措置だ」と話しています。  ○日本人の帰国者など　12／1以降、入国する人から対策が強化されます。具体的に
は、日本人の帰国者などは、11月上旬からワクチン接種などを条件に、入国後、自宅などで待機が必要な期間が最短で3日間に短縮されていましたが、再び、14
日間に延長されます。さらに、感染状況を踏まえ、一部の国や地域からの帰国者などは、入国後、一定期間、検疫所が指定する空港周辺の宿泊施設などにとどま
る「停留」という、より強い措置がとられます。(停留)　▽南アフリカやジンバブエ、アンゴラなどアフリカ南部10カ国　10日間、▽イスラエル、イギリス、オランダなど7
か国　6日間、▽オーストラリアやドイツ、デンマークや香港など、27の国や地域　3日間　　 これらの措置に伴い、今月26日から1日あたり5000人に緩和されてきた
入国者数の上限についても、12月1日から再び3500人程度に引き下げられることになりました。政府は、こうした水際対策のほかにも、帰国者の健康状態のフォ
ローアップをはじめ、オミクロン株の監視体制の拡充を図るなどして、国内での感染拡大の防止に全力をあげることにしています。「オミクロン株」については、感染
力や重症化のリスク、ワクチンの効果への影響などは明らかになっていませんが、各国の間では、アフリカ南部からの入国を制限する動きが広がっています。現段
階での各国の入国制限などの動きは次の通りです。イスラエル　すべての外国人の入国を14日間、禁止することを決めました。アメリカ　アフリカやボツワナ、ジン
バブエ、ナミビア、レソト、エスワティニ、モザンビーク、マラウイのあわせて8か国からの渡航を制限すると発表しました。EU＝ヨーロッパ連合の加盟国　アフリカ南
部の7か国からのすべての渡航を制限することで合意しました。オーストラリア　南アフリカを含むアフリカの9か国からの外国人の入国を禁止すると発表しました。
フィリピン　南アフリカなどのアフリカの国に加え、オランダなどのヨーロッパの国々、合わせて14か国から原則として入国を認めない方針を明らかにしました。香港　
市民以外で21日以内に　南アフリカなど8か国に滞在した人が入るのを禁止すると発表しました。モロッコ　海外からのすべての直行便の乗り入れを29日深夜から
2週間、停止することを発表しました。

★★★　Peach（ピーチ）★★★　下記4方面 パッケージ商品ございます

12/31まで（火日）の週2便運航

※MM481は12/24～1/10の期間運航

（増便）千歳

3/26まで

新千歳

12/31まで　HND/JKT（金）発 週1便、JKT/HND（水金）発　週2便 運航

（増便）中部

中部

5J 12/31まで（月金）の週2便運航

（増便）中部

航空会社 ◆国内線◆

航空会社 ◆国際線②◆

エミレーツ航空EK
羽田発　12/15～（月水木土） の週4便運航

関西

GA



スイス、欧州からの入国も相次ぎ規制　オミクロン型受け　　（日本新聞　11/30付）
スイスは29日までに、新型コロナウイルスの新たな変異型「オミクロン型」の発生を受け、ベルギー、オランダ、チェコ、英国、デンマークからの入国に制限を設け
た。最初に見つかったアフリカ南部からだけでなく、欧州の他国からの人の移動にも監視を強める。制限対象となった国からスイスに入った場合、ワクチン接種者
であっても10日間の自己隔離を求める。30日からはポルトガルも対象とする。大陸欧州は国境をまたいだビジネスや観光が重要で、一般的には域内各国間の入
国制限には慎重だ。ただオミクロン型は感染力が強い可能性があり、スイス当局は慎重になっている。一方、南アフリカ政府は各国の入国規制にいらだちを強めて
いる。南アのファーラ保健相は29日、世界保健機関（WHO）特別総会で「渡航禁止措置は差別的だ。変異ウイルスが見つかったのに、我々と同じ措置を受けていな
い国がある」などと語った。

豪、日本人の入国再開先送り　新変異株の情報収集で  (時事通信　11/29付)
オーストラリア政府は２９日、１２月１日に予定していた日本人と韓国人の入国再開を柱とする規制緩和について、同１５日まで実施を見合わせると発表した。新型
コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」に関する情報収集に時間が必要なためとしている。豪州は当初、ワクチン接種が完了した日本人と韓国人を対象
に、シドニーとメルボルンで隔離なしの入国を１日から認めるとしていた。日韓以外の各国に関しても、有効なビザを持つ留学生や技能労働者らに限り入国を容認
する方針だった。ニュージーランドとシンガポールからの入国は既に再開されている。豪州ではオミクロン株の感染拡大を受けて、全ての入国者に対し何らかの隔
離措置が復活している。

イスラエルが外国人の入国２週間禁止…オミクロン株、すでに国内感染の恐れ  (読売新聞オンライン　11/28付)
新型コロナウイルスの「オミクロン株」の流入を防ぐため、イスラエル政府は２７日、すべての外国人の入国を２９日から２週間、原則禁止することを決めた。国内で
はすでに１人の感染が確認された。イスラエルは１１月から約１年８か月ぶりに外国人観光客の受け入れを再開したばかりだが、再規制に踏み切る。イスラエル国
民については、アフリカ５０か国からの帰国者には最低７日間の強制隔離を義務づける。過去１週間に対象国から帰国した人を特定し、感染が確認された場合は、
行動把握のため携帯電話の位置情報などを監視する。イスラエル保健省によると、２８日現在で１２人がオミクロン株に感染した疑いがある。うち、３人は最近の国
外渡航歴がなく、すでに国内感染が始まっている可能性がある。

日本政府、外国人新規入国を全面禁止　30日から「当面1カ月」　　（ロイター11/29付）
岸田文雄首相は２９日、新型コロナウイルスの新たな変異株オミクロン株の拡大を受けて水際対策を強化し、１１月３０日午前０時から全世界を対象に新規外国人
の入国を禁止すると表明した。これらの措置は当面１カ月の間、実施されるが、今後、各国の状況により対象国などの追加があり得るという。岸田首相は、オミクロ
ン株に関する情報がある程度明らかになるまでの「念のための臨時・異例の措置」としている。日本人や在留資格を保有する外国人などについても入国規制の強
化し、特定の国や地域からの帰国者などに対し、国に応じて１０日間、６日間、３日間の指定施設での厳格な隔離措置を実施する。１０日間の待機国はアンゴラが
追加され、計１０カ国となった。また、６日間待機はイスラエルや英国など４カ国が追加、３日間待機の対象には豪州やドイツなど９カ国・地域が加わった。ワクチン
接種者含め、すべての日本人などの帰国者には１４日間の待機を求める。また、入国者総数についても、１日の上限を５０００人としている措置を停止し、１２月１日
から、１日３５００人めどに引き下げる。

（インドネシア）入国者の隔離義務７日間に、変異株対策   (NNA　11/30付）
インドネシア政府は29日午前０時から、海外からの入国者に義務付けている隔離期間を７日間に延長した。新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」に
対する警戒強化策の一環。このほか、香港、南アフリカなど計11カ国・地域からの外国人の入国を禁止した。ルフット調整相（海事・投資担当）ら関係閣僚が28日
夜、発表した。新型コロナ緊急対策本部（タスクフォース）回状『2021年第23号』を29日付で公布し、即日施行した。これまでワクチン接種を２回完了した人は、入国
後３日間の隔離が義務付けられていた。入国者には、到着時と隔離６日目にＰＣＲ検査を実施する。７日間の隔離後も入国後14日間の自主隔離を推奨する。入国
禁止の対象は、◇南アフリカ◇香港◇ボツワナ◇ナミビア◇ジンバブエ◇レソト◇モザンビーク◇エスワティニ（旧スワジランド）◇アンゴラ◇ザンビア◇マラウィ―
―。過去14日間に、これら地域へ渡航歴のある外国人の入国を認めない。また、これら地域から帰国するインドネシア人に対しては14日間の隔離を義務付ける。
法務・人権省は27日付の回状で、アフリカの８カ国を入国禁止の対象に指定していたが、タスクフォース回状でさらに対象国を拡大した。ルフット調整相は、「入国
規制の対象国は、今後の政府の分析結果次第では増減する可能性がある」と述べ、引き続き状況を注視する考えを示した。世界保健機関（ＷＨＯ）は26日、南アフ
リカなどで確認された新型コロナウイルスの新たな変異株を、最も警戒レベルが高い「懸念される変異株（ＶＯＣ）」に指定し、「オミクロン株」と命名した。

タイ、「隔離なし」入国では事前のホテル予約も不要に　12月16日より　　（アジアトラベルノート　11/27付）
タイ政府観光庁(Tourism Authority of Thailand: TAT)は、12月16日以降にタイに入国する旅行者に対する新たなルールについて詳細を掲載しています。12月16日
以降に隔離なし(Test&Go)で入国する場合、タイ到着時の検査がPCR検査からATK（抗原検査キット）に簡素化。これに伴い、ホテルに1泊する必要は無くなり、支
払い証明書（ホテル、空港送迎、PCR検査代）も不要になるとのこと。また、これまで隔離なし入国は空路に限定されていましたが、今後は海路及び陸路（ノーン
カーイ国境、12月24日より）も対象に。さらに、未成年のワクチン接種条件についても規則を一部緩和。両親と同伴の12～17歳の旅行者はワクチン接種の有無は
不問に。また、同伴者がいない12～17歳の旅行者はワクチンを少なくとも1回接種していればOKとのこと。これ以外の主な条件についてはこれまで通りで変更はあ
りません。　・ワクチン接種完了済み（18歳以上の旅行者）、・対象63か国・地域に過去21日間以上滞在、・出発前72時間以内のPCR検査で陰性、・コロナ治療費（5
万ドル以上）をカバーする医療保険に加入（タイ人および在タイ外国人で保険加入済みの場合は除く）　なお、12月16日以降にタイ旅行を予定している方のタイラン
ドパス(Thailand Pass)登録受け付けは12月1日に再開されます。

（フィリピン）14カ国からの入国禁止　新変異株対策、12月15日まで　　（NNA　11/30付）
フィリピン政府は28日、新型コロナウイルスの水際対策を強化し、南アフリカやスイスなど14カ国からの外国人の入国を禁止すると発表した。南アなどで見つかった
新型コロナの変異株オミクロン株の流入を阻止する狙い。即時適用し、12月15日まで続ける。日本は含まれていない。入国時の隔離規定も見直し、厳しくして対応
する。入国禁止となる「高リスク（レッド）」の対象国は、南アフリカ、ボツワナ、ナミビア、ジンバブエ、レソト、エスワティニ、モザンビークのアフリカ７カ国のほか、オー
ストリア、チェコ、ハンガリー、オランダ、スイス、ベルギー、イタリアの欧州７カ国となる。26日にアフリカ７カ国からの入国を禁止したが、さらに対象を広げた。14カ国
からの入国のほか、これらの国に過去14日間以内の滞在歴がある人が対象となる。ワクチン接種の有無にかかわらず、入国を禁止する。高リスクではない国・地
域でも、入国時の隔離規定を見直す。「低リスク（グリーン）」の国・地域に適用している入国隔離の免除・短縮措置を一時的に停止し、入国する全ての人に「中リス
ク（イエロー）」と同じ措置を適用する。日本は低リスクに指定されている。これまで低リスクの場合は、ワクチンを接種していて出国72時間以内のＰＣＲ検査の陰性
証明書があればホテル隔離が免除され、入国後14日間は自身による健康観察で済んだ。接種していなくてもホテル隔離が短縮され、その後の自主隔離も免除さ
れていた。中リスクの場合、接種していてもホテル隔離が義務付けられる。自治体に対しては、高リスクの国・地域に今回指定された国からの入国者について、29
日から14日間さかのぼって特定するよう指示した。入国から14日間の隔離が実施されたかの確認や、症状がある場合はＰＣＲ検査を実施するよう求めている。世
界保健機関（ＷＨＯ）は26日、新たな変異株を「オミクロン」と名付け、警戒度の高い「懸念される変異株（ＶＯＣ）」に指定した。多くの変異があるため感染力が強く、
ワクチンの効果が落ちる恐れがあるという。ただ重症化しやすくなるのかなど含め、特性はまだ十分に明らかになっていない。

日本航空 入国停止に伴う国際線の欠航・運休 行わない予定　　（NHK.ｊp　11/29付）
30日から外国人の新規入国が原則、停止されますが、航空大手の日本航空は、入国停止に伴う国際線の欠航や運休は行わない予定です。日本時間の29日中に
海外を出発した便であれば、30日午前0時以降に日本に到着した場合でも入国制限の対象にはならないとしています。ただ、日本人の帰国者などの一日当たりの
入国者数の上限が12月1日から再び3500人程度に引き下げられることから、特に利用客の多い年末年始の期間に入国者数が上限に達した場合、日本に帰国でき
なくなる人が出てくるおそれがあるとしています。また、全日空は情報を確認中だとしていて、入国停止の措置について「ANAホールディングス」の片野坂真哉社長
は「今月からの水際対策の緩和で経済再開への期待が高まっていたやさきのことであり大変残念に思う。国別の感染状況に応じてメリハリをつけた対応をとるなど
人流への影響を最小限にしていただきたい」としています。



アジアの都市へ…LCCピーチが中部空港から初の国際線就航へ 候補はソウル等5路線でシンガポールも視野に　　　　　
（東海テレビ　11/11付）

格安航空会社＝LCCのPeachAviationが、中部国際空港発着便では初となる国際線の就航先としてアジアの都市を候補に検討していることが分かりました。 
Peachの森CEO： 「当然セントレアもですね、国際線を出さないという選択肢はないとずっと思っておりました」 　Peachの森健明CEOは11日朝、東海テレビの取材に
このように話し、中部空港発着では初となる国際線を就航させる考えを明らかにしました。就航先の候補は、日本から比較的近いソウル・タイペイ・香港・上海・そ
れにバンコクの5路線で、航続距離の長い機体を導入すればシンガポールも視野に入れるということです。時期については「来年のジブリパーク完成か、2026年に
愛知で開かれるアジア競技大会がきっかけになるだろう」としています。Peachは中部空港には去年12月に初就航し、現在札幌・仙台・那覇・石垣の国内4路線を運
航しています。

観光庁は、Go To トラベルキャンペーンの再開時に制度を変更すると発表した。割引率は30％で、交通付きは10,000円、宿泊のみは7,000円、日帰りは3,000円を割
引上限とする。また、地域共通クーポンは平日3,000円、休日1,000円の定額とする。ワクチン・検査パッケージを活用し、ワクチンの接種証明や陰性証明を利用条
件として設定する。旅行後2週間以内に新型コロナウイルスの陽性となった際の報告や、旅行中の行動履歴の記録を求める。実質的に低価格帯の宿泊施設の割
引率が引き上げとなるほか、地域共通クーポン券が平日に上乗せとなることによる需要の分散も見込む。割引率の段階的な引き下げや、ゴールデンウィーク後は
都道府県による事業として、地域の実情に応じて柔軟に割引率を設定する。年末年始の感染状況などを確認した上で開始する見通し。2020年の実施時は、割引
率は35％で、割引上限は宿泊付きが14,000円、日帰りが7,000円だった。地域共通クーポンは旅行代金の15％としていた。

マレーシア航空とシンガポール航空、コードシェア再開　　（TRAICY　11/19付）
シンガポール航空とマレーシア航空は、シンガポール〜クアラルンプール線で共同運航（コードシェア）を再開し、対象路線をマレーシア国内線、ヨーロッパと南アフ
リカの9都市にも広げる。11月29日から、マレーシア航空が運航する、クアラルンプールとコタキナバル、クアラトレンガヌ、クアンタン、クチン、ラブアン、ランカウイ、
ミリ、ペナン、サンダカン、シブ、ペナン、サンダカン、シブ、タワウを結ぶ路線に、シンガポール航空の便名を付与する。2022年1月1日から、シンガポール航空が運
航する、シンガポールとバルセロナ、コペンハーゲン、フランクフルト、モスクワ、ミュンヘン、ローマ、チューリッヒ、ケープタウン、ヨハネスブルグ線にマレーシア航
空の便名を付与する。マレーシア航空とシンガポール航空は、2019年に共同事業の開始に合意している。規制当局の承認を経て、運航スケジュールの調整や共
同運賃の提供、マイレージでの提携なども検討する。

韓国の中央防疫対策本部は27日、関係官庁と新型コロナウイルスの緊急海外流入状況評価会議を開き、新型コロナの新たな変異株「オミクロン株」が確認された
南アフリカ共和国など8カ国からの外国人の入国を28日から禁止する措置を決めた。韓国人はワクチン接種と関係なく、10日間施設に隔離され、感染有無を確認
する。対象となるのはオミクロン株が確認された国と隣接国の南アフリカ共和国、ホツワナ、ジンバブエ、ナミビア、レソト、エスワティニ、モザンビーク、マラウイのア
フリカ8カ国。8カ国は28日から防疫強化国家、危険国家、隔離免除除外国家に指定される。防疫強化国家に指定されると、ビザ発給が制限される。葬式出席など
を除いてはビザを発給しないなど、ビザ発給を最小化する。8カ国から第三国を経由して入国する外国人は搭乗手続きの際に搭乗が制限される。搭乗しても入国
が認められない。8カ国から入国する韓国人は10日間、政府が設けた臨時生活施設に隔離される。入国前にPCRの陰性証明が必要で、入国後の1日目と5日目、
隔離解除前に検査を実施する。韓国ではまだオミクロン株の感染者が確認されていない。中央防疫対策本部はオミクロン株の海外での発生状況や国内流入、国
内発生などを注視しながら変異株PCR検査法を開発し、普及する方針を明らかにした。

（シンガポール）隔離なし入国に６カ国追加、日本は含まれず　　（NNA　11/29付）
シンガポール保健省と民間航空庁（ＣＡＡＳ）は26日、新型コロナウイルスワクチンを接種した人を対象に隔離なしの入国を認める枠組み「ワクチントラベルレーン
（ＶＴＬ）」に、タイなど６カ国を追加すると発表した。日本は含まれない。これにより、対象国は27カ国に拡大する。 　12月14日から、タイからの入国者にワクチントラ
ベルレーンの利用を認める。枠組みの利用に必要なワクチントラベルパス（ＶＴＰ）の申請は12月７日から受け付ける。カンボジア、フィジー、モルディブ、スリランカ、
トルコの５カ国は、12月16日から利用を認める。ワクチントラベルパスの申請受け付けは12月９日からだ。対象国を拡大するに当たり、ワクチントラベルレーンを
使った入国者の上限は１日当たり１万人から、同１万5,000人に引き上げる。ワクチントラベルレーンは、ワクチン接種が完了した人を対象に、隔離なしでの入国を
認める枠組み。ワクチン接種完了者が同伴する場合に限り、12歳以下のワクチン未接種者も利用できる。

「いよいよ日本行きあきらめる実習生も」 入国禁止に落胆する担当者…　　（朝日新聞デジタル　11/29付）

海外からの入国制限が3週間前に緩和されたのもつかの間、新型コロナの変異株「オミクロン株」への対応として、政府は29日、全世界を対象に外国人の入国を30
日から禁じることを決めた。農業から製造業まであらゆる人手不足の労働現場を支えている外国人技能実習生の入国も停止される。今年1月から続いていた入国
制限が11月8日に緩和されたばかりだったが、再び国が閉ざされる。出入国在留管理庁の統計によると、2019年に新たに入国した実習生は約19万人だった。今年
は1月に2万人が来日したものの、1月からの入国制限を受け、2～9月は13人だけだった。実習生の仲介役である監理団体のうち、1千人超を受け入れている大阪
府内のある団体の担当者は「もう2年近く入国を待っている実習生もいる。つい3週間前、入国の見通しが立ったことで、みんな沸き立っていたのに……」と声を落と
す。この団体は関西の工場などで働く実習生を受け入れているが、日本での職場が決まりながら足止めを食らっている実習生は、ベトナムを中心に現在約300人い
るという。日本政府の入国停止方針について、実習生らを雇っている企業やベトナムの送り出し機関などからは「制限はいつまでなのか」など、不安の声を聞いて
いるという。1月の入国停止の措置は、緩和されるまでに約10カ月かかった。担当者は「先が見えないことが一番困る。再開がいつになるか分からないなか、いよい
よ今度は、日本に行くのをあきらめる実習生が出てくるだろう」と話す。

タイ国際航空、1月以降の運航計画を変更　羽田～バンコク線は再開延期　　（アジアトラベルノート　11/27付）

Go To トラベル、割引率縮小　開始は年明け以降に　　（TRAICY　11/19付）

ポルトガル 航空機で入国に陰性証明義務づけ 航空会社に罰金も　　（NHK　11/26付）
ヨーロッパで新型コロナウイルスの感染が急拡大する中、ポルトガルは、来月から航空機で入国するすべての人に陰性証明の提示を義務づけ、違反した乗客を搭
乗させた航空会社には罰金を科すと発表しました。ヨーロッパではドイツやフランスなど各国で新型コロナウイルスの感染が急拡大しています。こうした中、ポルト
ガル政府は25日、来月1日から、EU＝ヨーロッパ連合の域内からを含め、航空機で入国するすべての人に対して、到着時に陰性証明の提示を義務づける方針を発
表しました。違反した乗客を搭乗させた航空会社に対しては1人当たり2万ユーロ、日本円にして250万円余りの罰金を科すとしています。ポルトガルは人口の87％
近くがワクチン接種を終え、世界的にも高い接種率となっていますが、それでも周辺諸国の状況を受けて水際対策の強化に踏み切ることになりました。コスタ首相
は記者会見で「感染拡大を抑えるために引き続きワクチン接種に賭けていきたい」と述べていて、水際対策と合わせて国内では、ワクチンの効果を高めるための追
加接種、いわゆる「ブースター接種」を急ぎ、来年1月末までに人口の4分の1に広げたいとしています。

南アなど8カ国からの外国人入国禁止　国民は隔離＝韓国　　（ソウル聯合ニュース　11/28付）

中国　航空4社を一時運航停止に　オミクロン警戒で　　（テレ朝NEWS　11/29付）
新型コロナウイルスの「オミクロン株」への警戒が各国で強まるなか、中国はケニア航空など4社の航空便を29日から運航停止にする措置を取りました。中国民用
航空局は29日、ケニア航空、エジプト航空、トルコ航空、エールフランス航空の4社について運航を一時、停止すると発表しました。 　停止の理由について、13日の
ケニア航空の「ナイロビー広州便」で入国時の検査で5人が新型コロナの陽性と確認されるなど、感染者が出ているためと説明しています。今のところオミクロン株
かどうかは分かっていません。中国当局は水際対策の一環として、一つの航空便から5人以上の感染者が出た場合、その区間のフライトを一時的に止める措置を
取っています。

タイ国際航空(Thai Airways International)は、2022年1月1日～2022年3月26日までの冬期スケジュール期間中における日本路線の運航計画を更新しています。そ
れによると、1月より再開予定だった羽田～バンコク線（TG683便／TG682便）は運航休止に。また、関西線及び中部線も2月末までそれぞれ週1便減便。但し、関西
線は3月1日より増便しデイリー運航とするとしています。2022年1月1日～2022年3月26日のフライトスケジュールはそれぞれ以下の通りです。
成田⇔バンコク（スワンナプーム）　TG643　NRT11:45　BKK17:05　毎日、TG642　BKK23:55　NRT07:40(+1)　毎日、羽田⇔バンコク（スワンナプーム）運休、関西⇔
バンコク（スワンナプーム）1月1日～2月28日　TG623　KIX11:00　BKK15:45　月・木・土・日、TG622　BKK23:59　KIX07:20(+1)　水・金・土・日、3月1日～3月26日、
TG623　KIX11:00　BKK15:45　毎日、TG622　BKK23:59　KIX07:20(+1)　毎日、中部⇔バンコク（スワンナプーム）1月1日～2月28日、TG645　NGO11:00　BKK15:40　
水・金・日、TG644　BKK00:05　NGO07:30　水・金・日、3月1日～3月26日TG645　NGO11:00　BKK15:40　水・木・金・日、TG644　BKK00:05　NGO07:30　水・木・金・日



カンタス航空、約600日ぶり国際線旅客便を再開 ワクチン接種が条件　　（FLY TEAM　11/3付）
カンタス航空は2021年11月1日(月)、国際線の旅客便運航を再開しました。再開初便のシドニー着は10月30日(土)にロサンゼルスを出発したQF12便で、シドニーに
は11月1日(月)6時に着陸しました。2020年3月から、およそ600日ぶりの国際線運航です。カンタス航空の国際線は、基本的にはワクチン接種が搭乗の条件となっ
ています。例外として、12歳未満の子どもたち、そして家族や保護者とともにオーストラリアへ向かう12〜17歳です。当面は、カンタス航空は利用者をオーストラリア
市民、永住者とその近親者・両親に限定して運航します。オーストラリア発の国際線は、11月1日(月)にシドニーからダーウィン経由でロンドンへ向かうQF1便で、現
地18時30分に出発します。カンタス航空はロサンゼルス、ロンドン線を再開し、他の国際線も数週間以内に再開する計画で、羽田線の再開は12月を予定していま
す。日本路線は、シドニー発12月19日(日)からQF25便、12月20日(月)から羽田発QF26便が週4便で運航再開予定です。羽田発は月、火、木、土、シドニー発は月、
水、金、日で、機材はエアバスA330-300型を使用します。新型コロナウイルス感染症の影響で、カンタス航空は定期旅客便の国際線運航を停止する一方、連邦政
府の要請に応じて、世界各国からオーストラリアへの帰国便を運航しました。また、2021年初めには、オーストラリアとニュージーランド政府の合意に伴い、タスマン
路線を再開していました。長距離運航の国際線の再開は、今回が初めてです。

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2022年2月28日から週3便で再開する。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4便をエアバスA340-300型機で運航する。当初は夏スケジュール期間の運航再開を計画していたものの延期され、その後に今冬スケジュール期間の
運休を発表していた。
■ダイヤ：LH737　名古屋/中部（10：50）〜フランクフルト（15：25）／火・木・日、LH736　フランクフルト（14：00）〜名古屋/中部（09：25+1）／月・水・土

エミレーツ航空、東京/羽田〜ドバイ線の運航再開　12月15日から週3便　　（TRAICY　10/23付）
ミレーツ航空は、東京/羽田〜ドバイ線の運航を12月15日から再開する。運航日は東京/羽田発が月・水・木・土曜、ドバイ発が火・水・金・日曜の週4便となる。機材
はボーイング777-300ER型機を使用する。これにより、東京/成田〜ドバイ線の1日1便、大阪/関西〜ドバイ線の週5便を合わせ、日本路線は3路線週16便を運航す
ることになる。
■ダイヤ：EK313　東京/羽田（00：05）〜ドバイ（06：55）／月・水・木・土、EK312　ドバイ（08：20）〜東京/羽田（22：30）／火・水・金・日

JAL、デジタル証明書アプリ「VeriFLY」でワクチン接種証明書の登録に対応 　(TRAICY　11/8付)
日本航空（JAL）は、デジタル証明書アプリ「VeriFLY」で、ワクチン接種証明書の登録にも対応した。11月8日以降、アメリカに入国する全ての渡航者に対し、新型コ
ロナウイルスワクチンの接種完了が求められるようになったことから、従来の検査結果に加え、ワクチン接種証明書にも対応した。あらかじめワクチン接種証明書
を「VeriFLY」に登録することで、出発当日にチェックインカウンターでアプリに表示された判定結果の提示のみで、搭乗手続きをスムーズに進めることができる。
「VeriFLY」は、Daonが提供する海外の渡航に必要な健康証明などの入国条件などを確認できるアプリ。JALは4月に試験導入を開始し、10月に本格導入していた。
現在はアメリカ本土線のみ利用できるものの、年内にはハワイ線にも拡大し、ヨーロッパやアジア線への展開も検討する。

米政府、外国人の入国ルールを強化、航空会社に搭乗客のワクチン接種確認と、連絡先収集を義務化、　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　違反は罰金400万円　　（トラベルボイス　10/27付）

米政府は、2021年11月8日から海外からの外国人に対して入国規制を強化する。例外を除き、18歳以上のすべての外国人に対して2回のワクチン接種の完了を義
務化。また、ワクチン接種者は出発3日前以内に受けたＰＣＲ検査による陰性証明を提示することを求める。 例外として認められるのは、18歳以下の子供、新型コ
ロナウイルス治療薬の医療試験に参加している人、ワクチンに対してアレルギー反応を持つ人。2～17歳の子供についても、出発前のPCR検査を求める。また、ワ
クチン摂取率が10%未満の国・地域からの入国者については、観光目的ではなく、やむを得ない訪米理由を証明する書類を提出した場合のみ認める方向で調整し
ている。政府関係者によると、該当するのは約50カ国になるという。 認められるワクチンは、米食品医薬品局(FDA)あるいは世界保健機関(WHO)が承認しているも
ので、中国のシノファームとシノバックのワクチンも含まれる。 米国は、これまで欧州の大部分、英国、中国、ブラジル、南アフリカ、インド、イランからの不要不急の
旅行者の受け入れは禁止していた。今回の入国規制は、こうした国々にとつては渡航緩和となる一方、日本を含めたその他の国・地域にとっては規制強化とな
る。 このほか、入国規制強化に伴い、米政府は航空会社に対して、チェックイン時に乗客本人とワクチン接種記録の照合を行うとともに、入国後の旅行者の追跡を
行うため、乗客の連絡先情報を収集し、必要に応じて提供することを義務付ける。違反した場合は、1回につき3万5000ドル(約400万円)の罰金を課す。

キャセイパシフィック航空は、11月と12月も日本線2路線の運航を継続する。東京/成田〜香港線は木・土曜の週2便、大阪/関西〜香港線は大阪/関西発のみ水
曜、香港発は水・土曜に運航する。12月の大阪/関西発は土曜に変更する。札幌/千歳・東京/羽田・名古屋/中部・福岡〜香港線の4路線は、運休を継続する。
■ダイヤ：　CX521　東京/成田（16：45）〜香港（21：10）／木・土（〜12月31日）、CX520　香港（10：30）〜東京/成田（15：35）／木・土（〜12月31日）、CX507　大阪/
関西（18：05）〜香港（21：35）／水（〜11月30日）、土（12月1日〜31日）、CX506　香港（10：45）〜大阪/関西（15：15）／水・土（〜12月31日）

ルフトハンザ・ドイツ航空、名古屋/中部〜フランクフルト線再開　2022年2月28日から週3便　　（TRAICY　10/25付）

イギリス政府、航空旅客税を見直しへ　日本路線は増税へ　　（TRAICY　10/29付）
イギリスのリシ・スナック首相は10月27日、2023年4月から航空旅客税を見直す意向を示した。イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの各空港間
のフライトを対象に、航空旅客税を半減する。これにより、約900万人が恩恵を受け、地方空港の経営改善に繋がるとしている。また、現在の距離に応じた2段階設
定も見直し、新たに超長距離帯を設定する。飛行距離が5,500マイル以上の路線では、エコノミークラスで91ポンドの航空旅客税を設定する。ロンドンと日本の間の
利用は、超長距離帯が適用されることになる。現在、ロンドンから日本へのフライトを利用する場合、エコノミークラスで82ポンド、ビジネスクラス以上では180ポンド
の航空旅客税を徴収している。

セブパシフィック航空、全客室乗務員へのワクチン接種完了　　（TRAICY　11/4付）
セブパシフィック航空は、全ての客室乗務員に対し、新型コロナウイルスのワクチン接種を完了した。従業員向け予防接種プログラム「COVID Protect」と、フィリピ
ン国内の各地方自治体との提携を通じて行われたもの。全従業員のワクチン接種率は98％に達した。セブ・パシフィック航空のフェリックス・ロペス人事部長は、「こ
のニュースを発表できることを大変嬉しく思います。今後の旅行需要の増加に対応するため、まずはフィリピン国内のネットワーク強化を進めています。セブパシ
フィック航空は安全基準を強化し続けており、全ての客室乗務員がワクチン接種を完了しているという事実により、お客様が少しでも安心して搭乗いただけることを
祈っています」とコメントしている。セブパシフィック航空ではこの他に、フィリピン国内へのワクチン輸送も担い、中国からフィリピンへ1,650万回分、フィリピン国内28
か所に2,500万回分のワクチンを輸送した。

キャセイパシフィック航空、日本線2路線の運航継続　　（TRAICY　11/3付）

エミレーツ航空、大阪/関西〜ドバイ線を増便　11月3日から週5便   (TRAICY　10/23付)
エミレーツ航空は、大阪/関西〜ドバイ線を11月3日から増便する。運航日は大阪/関西発、ドバイ発ともに、火・水・木・金・土曜の週5便を運航する。水曜の運航が
増える。機材はボーイング777-300ER型機を使用する。これにより、東京/成田〜ドバイ線の1日1便を合わせ、日本路線は2路線週12便を運航することになる。
■ダイヤ：EK317　大阪/関西（23：30）〜ドバイ（05：45）／火・水・木・金・土、EK316　ドバイ（03：05）〜大阪/関西（17：05）／火・水・木・金・土

キャセイ航空、3つの新エコノミー運賃を導入、座席指定や受託手荷物の数など柔軟なオプション選択が可能に　　　　　　（ト
ラベルボイス　11/10付）

日本経済団体連合会(経団連)は、国民のワクチン接種率が7割以上になったことから、社会経済活動の回復、さらなる活性化に向けた取り組みを加速させていくこ
とが必要として、政府に対して「感染症対策と両立する社会経済活動の継続に向けて」とする提言をまとめた。そのなかで、医療提供体制の再構築、「ワクチン・検
査パッケージ」を活用した社会経済活動の活性化、「GoToトラベル」再開など経済振興策の早期展開などに加えて、データを踏まえた入国管理の適正化を提言し
た。経団連では、ワクチン接種証明を有するビジネス目的の入国者について、自宅等待機期間を3日間に短縮したことを評価。そのうえで、入国管理手続きの簡素
化・効率化・迅速化に向けて、年内にも接種証明のデジタル化を進めるべきだとしている。このほか、空港検疫について、今後入国者の増加に伴い、検査・待機場
所の不足や 所要時間の長時間化が想定されることから、出国前72時間以内検査証明の提示を前提として、ワクチン接種証明保持者を対象に、到着地空港内で
の検査を免除することを求めた。

キャセイパシフィック航空は、エコノミークラスの運賃体制を刷新し、新たに「ライト」「エッセンシャル」「フレックス」の3種類の新運賃を導入した。これにより、予約の
柔軟性を高める。 「ライト」では、受託手荷物は23キロ／1個でポイント・マイルも付与。「エッセンシャル」は受託手荷物は23キロ／2個で、無料の座席事前指定、マ
イルによるアップグレードも可能。「フレックス」では、「エッセンシャル」での提供内容に加えてエクストラ・レッグルームの無料事前指定、無料のフライト変更なども
可能になる。 同航空では、「ライト」は週末旅行、「エッセンシャル」は家族旅行や長期旅行、「フレックス」は出張や自由な旅行にそれぞれ最適な運賃と説明してい
る。

経団連、年内の接種証明のデジタル化を提言、ワクチン接種証明保持者を対象に到着時の空港での検査免除も　　　　　　
（トラベルボイス　11/9付）



ワクチン接種証明、スマホで即発行　マイナカード活用　年内に　　（日本経済新聞　9/17付）
政府は17日、新型コロナウイルスワクチンの接種情報をオンラインで証明する仕組みを公開した。スマートフォンのアプリ上で申請すれば直ちに発行される接種証
明書を年内に使えるようにする。日本国内では現在、ワクチンの接種を済ませた人に「接種済み証」を渡している。海外のように行動制限の緩和やサービスを認め
るための「接種証明書」はない。政府は入国時に接種証明書を求める国に行く場合に、渡航目的に限って書面の接種証明書を発行している。国内向けの利用は想
定していない。政府は10～11月に飲食店の営業時間の延長や、会食やイベントの参加人数の拡大を検討している。緊急事態宣言を解除した地域の一部などで、
接種を受けた人に限定して会場への入場を認めるような実証実験をする予定だ。その時点では接種証明書はないため、確認には「接種済み証」やPCR検査などの
「陰性証明」の提示を求める見込みだ。こうした実験に使う既存の文書とは別に、公式の接種証明書を国内向けに発行する。原則としてスマホで利用する方針だ。
スマホを使わない高齢者らへの対応は検討中で「接種済み証」などを代用してもらう案が出ている。スマホ向けはオンラインで本人を証明する機能がある。国のワ
クチン接種記録システム（VRS）につなげて情報を共有する。利用者はアプリを通じて発行を申請する。マイナンバーカードを読み取って4桁の暗証番号を入力す
る。地方自治体の窓口に赴く必要なく、すぐに利用できるようになる。発行されれば、スマホのアプリに表示するQRコードが接種証明書になる。生年月日などの本
人情報や接種歴の情報を表示する。偽造防止の電子署名もつく。国内向けの仕組みができあがれば、海外渡航用の接種証明書もスマホに搭載できるようにす
る。政府はスマホの接種証明書とは別に、ネットで接種情報を確認するシステムをつくる。接種券番号と生年月日を入力すると、国のVRSから最終接種日や接種
回数の情報が返ってくる仕組みだ。飲食店の予約サイトなどで活用できるようにする。民間企業が同システムを利用すれば、接種済み証や接種証明書がなくても
その場で接種済みの人と確認できる。デジタル庁の担当者は「12月前に開始できる」と話す。仕様案を公開し、事業者や個人から意見を募る。

「さっぽろ雪まつり」2022年も縮小開催へ…大雪像は断念 "イルミネーション"は感染防止対策し実施　　　　　　　　　　　　　
（北海道ニュースUHB　9/21付）

北京冬季五輪、観客入れて開催へ　中国在住者のみ、国外客は断念　　（朝日新聞DIGITAL　9/30付）
国際オリンピック委員会（IOC）は29日に理事会を開き、来年2月の北京冬季オリンピック（五輪）・パラリンピックを有観客で開催する方針を発表した。新型コロナウ
イルスの予防策として、来場できるのは中国本土在住者のみで、ほかにも条件が付けられる予定。国外からの一般客受け入れは、今夏に開かれた東京夏季大会
に続き断念した。コロナ対策の一環として、来年1月23日からパラリンピックが終わる3月13日まで大会会場周辺を「閉鎖」して運営する。外部との接触を遮断する
ため、大会参加者は競技会場や宿泊先など限定された場所にしか行き来できない。スタッフを含めて毎日検査を実施するという。入国する際、ワクチン未接種の人
に対しては現行のまま21日間の隔離措置を講じる。2度のワクチン接種が完了している人は短縮される見込みだ。医学的な理由で接種できない人は、個別に相談
して決めていく。理事会には国際パラリンピック委員会（IPC）も同席し、3月4日開幕のパラリンピックでの採用を承認した。またIOCは東京大会同様に、大会関係者
の人数を削減するためゲストの同伴プログラムの中止も決めた。IOCは「大会組織委員会の方針を歓迎する。しかし、大会を安全に開催するためには、中国本土
以外からの観客を制限する必要がある。選手や世界中の観客の残念な気持ちを察している」と声明を出した。

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2022年3月まで継続　　（TRAICY　9/29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、2022年3月26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。2022年3月27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
ランド政府の入国条件を満たしている人に限られる。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。ニュージーランド政府は、年内に新型コロナウイルスワクチンの接種を完了し、
2022年以降に入国要件を緩和する方針を示している。低・中・高リスク国の3段階に分け、低リスク国からの入国するワクチン接種者の隔離免除、中リスク国から
入国するワクチン接種者の隔離措置を緩和、高リスク国からのすべての入国者には14日間の管理隔離と検疫を義務化するとしている。
■ダイヤ： 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〜
2022年3月26日）、NZ99　オークランド（09：50）〜東京/成田（16：50）／木（9月30日〜2022年3月24日）

北海道を代表する冬のイベント「さっぽろ雪まつり」が、2022年も規模を大幅に縮小しての開催となることが発表されました。さっぽろ雪まつり実行委員会によります
と、世界的に新型コロナウイルスの感染拡大が収束していない中、現時点で大雪像を中心とした従来通りの開催は困難であると判断したということです。雪まつり
については大雪像の制作を取り止め、中小の雪像などによる規模を縮小する可能性や、オンライン開催などを検討するとしています。あわせて東区の「つどーむ会
場」、大通会場での「国際雪像コンクール」も実施を見送ることにしています。また「ホワイトイルミネーション」は2020年同様、感染防止対策を施したうえで開催。
「ミュンヘン・クリスマス市」はオンライン形式での実施となります。

日本政府、インド血清研究所製造の「コビシールド」も隔離緩和対象に　有効な接種証明発行国・地域も追加　　　　　　　　　　
　　　　　　　（TRAICY　10/9付）

政府は10月8日、新たな水際対策措置を決定した。日本での入国後、水際措置緩和の対象となる対象のワクチンに、アストラゼネカから技術供与を受けてインド血
清研究所が製造する「コビシールド（Covishield）」も、すでに対象となっている「バキスゼブリア（Vaxzevria）筋注／アストラゼネカ（AstraZeneca）」と同一のものとして
取り扱う。また、有効とするワクチン接種証明書の発行国・地域に、アメリカ（オレゴン州・グアム・カリフォルニア州・アリゾナ州）、カナダ（ニューブランズウィック州、
マニトバ州、サスカチュワン州、ノバスコシア州、ノースウエスト準州、ヌナブト準州）、スイス、モルディブ、パプアニューギニア、コスタリカ、パラグアイを加える。いず
れも10月12日以降、適用を開始する。

ANA、PCR検査サービス拡充　日本発国際線利用者対象　　（TRAICY　10/9付）
全日本空輸（ANA）は、日本発国際線の搭乗者向けに、PCR検査と陰性証明書をセットで提供できる医療機関の紹介を開始する。国際線航空券を購入済みの人を
対象に、にしたんクリニックでの唾液もしくは鼻咽頭による検査を提供する。郵送もしくは来院が必要となる。唾液による検査は16,060円、鼻咽頭による検査は
15,400円。いずれも陰性証明書、唾液検査は送料も含まれている。陰性証明書の発行は、オンライン診療の受診が必要となる。ANAでは、国内線利用者向けにコ
ロナ検査センターでの郵送検査、PCR検査のみを希望する人にコロナ検査センターでの郵送・来店検査と、PROUMED LABの郵送検査を紹介している。

フィンエアー、日本線5路線を復活へ　夏に週40便体制、札幌へ初の夏期運航　　（TRAICY　10/13付）
フィンエアーは、日本路線の2022年夏スケジュールを決定した。大阪/関西〜ヘルシンキ線を午前と深夜便を合わせて週14便、東京/羽田・東京/成田・名古屋/中
部〜ヘルシンキ線をいずれも週7便、福岡〜ヘルシンキ線を週3便、札幌/千歳〜ヘルシンキ線を週2便で運航する。これにより、日本路線は6路線週40便体制とな
る。札幌/千歳〜ヘルシンキ線は初となる夏スケジュール期間の運航となる。冬スケジュールには、東京/成田〜ヘルシンキ線を週4便、大阪/関西〜ヘルシンキ線
を週3便で運航し、段階的に週7便に増便する。名古屋/中部〜ヘルシンキ線は2022年2月から週2便で再開する。

大韓航空（KAL/KE）は現地時間10月20日、ソウル（仁川）－ホノルル線を11月3日に再開すると発表した。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により運
休していたが、ハワイへの韓国人観光客が増加傾向にあることから再開を決めた。同路線は1年7カ月ぶりの再開となる。水曜と金曜、日曜の週3往復を運航する。
運航スケジュールは共通で、ホノルル行きKE53便はソウルを午後8時35分に出発し、午前10時に到着。ソウル行きKE54便は午前11時40分にホノルルを出発し、翌
日午後5時45分に着く。機材はエアバスA330-200型機を投入する。　同路線は新型コロナの影響により、2020年4月3日から運休。コロナ前は1日2往復運航してい
た。韓国ではハワイへの旅行需要が高まっていることから、再開が決まった。同社によると今年1月にハワイを訪れた韓国人観光客は200人だったが、現在は1000
人に増加しているという。　日本の航空各社も、年末年始にホノルル線の臨時便や増便を計画。日本航空（JAL/JL、9201）は羽田発着のほか、運休中の関西・中
部発着で臨時便を設定するほか、全日本空輸（ANA/NH）も羽田－ホノルル線を増便する。またハワイアン航空（HAL/HA）は、12月中旬までホノルル－成田線を
週3往復、ホノルル－関西線を週1往復継続する。◆運航スケジュール：KE53 ソウル（20:35）→ホノルル（10:00）運航日：水金日、KE54 ホノルル（11:40）→ソウル
（翌日17:45）運航日：水金日

ANA、羽田〜ウラジオストク線運航　5都市から中部・関空へ臨時便も　　（TRAICY　10/19付）

大韓航空、ホノルル11月再開　1年7か月ぶり、韓国人客増加で　　（Aviation Wire　10/20付）

ニュージーランド航空 乗客にも接種義務　来年2月から国際線で　　（FNNプライムオンライン　10/4付）
ニュージーランド航空は、国際線の乗客に対して、2022年2月から新型コロナウイルスワクチンの接種が完了していることを義務づけると発表した。ニュージーラン
ド航空は3日、2022年2月1日からの国際線の18歳以上の乗客に対して、ワクチンの接種完了を義務づけると発表した。医学的な理由で接種を受けられない人は、
証明できれば対象外となる。 今回の決定について、ニュージーランド航空は「乗客・乗員全員が接種を完了することにより、安心感を得られる」と説明していて、現
地メディアは、国内線についても検討中だと報じている。

全日本空輸（ANA）は、年末年始期間中の臨時便の運航など、国際線の運航計画を発表した。東京/羽田〜シアトル線を12月4日から週1便で運航を再開する。東
京/成田〜ムンバイ線を12月11日から週2便に増便する。東京/羽田〜ホノルル線を12月12日から週3便に増便するほか、12月22日と29日にも運航する。この他
に、東京/成田〜ウラジオストク線を東京/羽田発着の臨時便として、12月24日と1月9日に運航する。東京/羽田〜シドニー線は週5便を運航する。また、ロサンゼ
ルス発大阪/関西行きを12月19日、サンフランシスコ発大阪/関西行きを12月11日と18日、シカゴ発大阪/関西行きを12月18日と25日、ヒューストン発大阪/関西行
きを12月13日、フランクフルト発名古屋/中部行きを12月20日にそれぞれ運航する。



中部空港FLIGHT OF DREAMS、12/23に展示エリア再開　無料で明るい館内、地元客の誘客強化　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　（Aviation Wire  10/28付）

中部空港（セントレア）を運営する中部国際空港会社は10月28日、改装中のボーイング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）」について、12月23日に再開すると発表した。リニューアル後は一部の遊具を除き、無料で開放する。刷新前の照明を落とした暗めの雰囲気から、明るい
館内に変更。「気軽さ」を軸とし、近隣から訪れる地元客の誘客強化を図る。再開するのは、これまで有料だった「Flight Park（フライトパーク）」と呼ばれる1階エリ
ア。787の実機を展示し、航空や空港を学べる「展示エリア」と、0歳から12歳までの子供を対象として各種遊具を設置する「キッズエリア」の2コンテンツを整備する。
再開後は地域の子育てや学習施設としての活用を目指す。1階部分のリニューアルに合わせ、2階の商業エリア「Seattle Terrace（シアトルテラス）」で新店舗の開
業も予定する。2018年10月12日にオープンしたFLIGHT OF DREAMSは、2019年8月30日に開業した愛知県国際展示場と、同年9月20日に供用を開始したLCC専
用の第2ターミナル（T2）の中間に位置。787-8の飛行試験初号機「ZA001」（登録記号N787BA）を中心に、9種類の体験型コンテンツを提供する有料の展示エリア
「Flight Park」と、飲食や物販などの8店舗が入居する、無料の商業エリア「Seattle Terrace」で構成する。今回の改装に伴い提供を終了したのは、787-8の実機と館
内空間を使用した映像と音のショーを展開する「Fly with 787 Dreamliner」（フライ・ウィズ 787ドリームライナー）や、米シアトル郊外にあるボーイングのエバレット工
場を再現した「Boeing Factory」（ボーイングファクトリー）などのデジタルコンテンツ6種類。いずれもチームラボ（東京・文京区）がプロデュースを担当し、今年3月31
日で終了した。改装中は、ボーイングのオフィシャルグッズを販売する「ボーイングストア」と有料の787シミュレーター体験を継続。リニューアル後も引き続き営業す
る。

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
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

国際線利⽤者・送迎者向け 駐⾞場割引サービスの期間延長について（中部国際空港　NGO NEWSLETTER　7月号）

2020年11月3日（火）より実施している、国際線を利用される方の移動手段確保のための「国際線利用者や送迎者向けの駐⾞場割引サービス」について、2022年1
⾞料金を最大1,600円（1日分の最大駐⾞場料金）

⾞場割引
クーポン」を表示　③ 「駐⾞場割引クーポン画⾯」、「搭乗券」もしくは「航空券」、「駐⾞
象： 航空券・搭乗券に記載されている日付の前日から翌日までに駐⾞
https://www.centrair.jp/covid-19/parking.html

（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。　　


