
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 10/29まで

中部 台北 127/128 運休 7/31まで

小松 台北 157/158 運休 7/31まで

BX エアプサン LCC 中部 プサン 131/132 運休 -

上海 406/405 運休 －

160/159 運休 －

760/759 運休 －

151/150 運休 －

155/154

静岡 台北 169/168 運休 7/31まで

富山 台北 171/170 運休 7/31まで

533/532 運休 10/29まで

539/536 運休 10/29まで

台北・香港 531/530 運休 10/29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 7/31まで

上海 883/884 運休 7/31まで

天津 841/840 運休 7/31まで

ホノルル 794/793 運休 7/31まで 8月より週2便運航予定

744/743 運休 －

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 -

292/291 運休 －
720/719 運休 －
上記以外 運休 －

北京 744/743 運休 －

121/122

123/124 運休 －

セブ 479/480 運休

中部 シンガポール 671/672

645/644

647/646 運休 10/29まで
10/29まで 成田発　毎日、関空発　毎日 運航、

羽田発　毎日運航

TW ティーウェイ航空 LCC 中部 ソウル 238/237 運休 －

136/137 運休 － 8/1～（月金）週2便運航 予定

172/171 運休 －
成田発着 7/31迄週14便、8/1～週21便、

関空発着 週3便 運航

VJ ベトジェット LCC 中部 ハノイ

ハノイ 347/346

ホーチミン 341/340

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 5039/5038

1607/1608 運休 -

1601/1602 運休 -

7G スターフライヤー航空 中部 台北 811/810 運休 10/29まで

7/3～（月水金日）の週4便にて新規就航予定　

VN

ソウル7C 中部

10/2まで（火水木土日）の週5便、　10/3～（毎日）運航予定

10/29まで（月火木土）の週4便運航

ベトナム航空

LCC

フィリピン航空

ソウル

MU 中国東方航空

大韓航空

中部ユナイテッド航空

　　　　10/29まで（月水木金日）の週5便 運航

437/438

タイ国際航空

シンガポール航空

グァム

TG

UA

中部

SQ

成田、羽田、関空、福岡発着はお問い合わせ下さい。

中部

10/30まで名古屋（日）発、デトロイト（金）発 週1便、
11/1～名古屋（火金日）発、デトロイト（水金日）発 運航 予定

6/30まで 成田 毎日、関空（火水金土日）、福岡（金日）運航予定

7/4まで（月水金土日）週5便、
7/5～10/29（月火水金土日）週6便 運航予定

マニラ

7/31まで（水木土日）の週4便 運航予定

上海 　　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

ソウル

JL

PR

OZ

10/29まで（水日）の週2便運航

上海吉祥航空

中部

成田発着 7/2、16、24、25、30、31、8月は（水土日）の週3便予定

KE

バンコク

中部

7/25まで成田発（火木土日）の週4便、7/26より毎日、7/23まで羽田発（火木日）の週3便、7/24より毎日、
関空発着 毎日、福岡発 （木土）の週2便　運航

（水土日）の週3便 運航 　　 

中部

毎週（水）（金）の週2便運航

日本航空

中部アシアナ航空

中部 ヘルシンキ 080/079
成田発 毎日運航

AY

◇NRT　9/30迄　成田発（火木金）、香港発（火木金
土）、関空発（金土）、香港発（金土）、10/1～29成田発

（月水木金土日）、香港発（毎日）、◇KIX　9/30迄
関空発着（金土）、10/1～29関空発（火金土日）、

香港発（火木金日）運航予定

BR エバー航空

中国国際航空

台北

香港

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

チャイナエアライン

中部

中部

チェジュ航空

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　〈2022年7月1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

（水金）の週2便 運航予定

中部キャセイパシフィック航空

羽田/台北(松山) 火木日 週3便 運航

中部

中国南方航空

フィンエアー



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 10/29まで

成田 ドバイ 319/318

羽田 ドバイ 313/312 運休 －

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 7/31まで

デンパサール 883/882 運休 7/31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 5055/5054

関空 マニラ 827/828

福岡 マニラ 923/922 7/31まで（火）の週1便運航予定

9/30まで（月水金日）の週4便、10/1～29まで毎日の運航予定

5J
8/3まで（月水金）の週3便、8/4～9/30まで（月水木金日）の週5便

10/1～毎日の運航予定
セブパシフィック航空

8/15まで HND/JKT（木土）発 、JKT/HND（水金）発の週2便 運航

関西

GA

成田発　7/10まで週1便、7/11～週2便、8/1～週3便 運航予定

成田発直行便として10/30まで（月水金）の週3便 運航予定

 （火木金土） 週4便運航

（月火水金土日）週6便運航

ガルーダインドネシア航空

航空会社 ◆国際線②◆

エミレーツ航空EK

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）
関西

NEWS  &  INFORMATION
全日空、成田―北京便を７月１１日再開…感染流入の警戒で「北京発」のみの片道　　（7/1付　読売新聞オンライン）

全日本空輸は３０日、成田―北京間の旅客便を７月１１日に再開すると発表した。新型コロナウイルス感染拡大で２０２０年３月に中断して以来の運航となる。海外
からの感染者流入を懸念する中国側の規制で、北京発成田行きに限って運航が認められた。当面は毎週月曜の１便のみで、日中双方の航空当局から許可が出
れば増便を検討する。成田発北京行きは、搭乗客がいない貨物便として運航する。現在、全日空による日中間の旅客便は、いずれも成田発着で上海、広州、杭
州、青島、深セン、香港への往復便を運航している。中国の航空当局は首都防衛への警戒感が依然として強い。今回のような片道だけの運航は「極めて異例」（全
日空関係者）とされ、日本の航空会社や当局は、北京着の便の再開も認めるように働きかけている。

大韓航空ら、羽田〜ソウル/金浦線を2年4か月ぶり再開　4社で週8往復   (6/29付　TRAICY)
大韓航空は6月29日、東京/羽田〜ソウル/金浦線を再開した。コロナ感染拡大の影響で運休した2020年3月9日以来、約2年4か月ぶりの運航再開となる。当面は、
ビジネスクラス8席、エコノミークラス165席の計173席仕様のボーイング737-900ER型機を使用し、水・土曜の週2便の運航となる。再開初便のKE707便は、ソウル/
金浦を午前9時1分に出発し、同11時4分に東京/羽田に到着した。同社によると、初日の乗客数は出発・到着ともに約50名程度にとどまるが、7月6日以降は100名
以上の利用を見込んでいるという。再開初日を迎え、同社の妹島禎也東日本支店長は、「羽田〜金浦線は日韓の経済交流を支える基幹路線。（再開は）一言で嬉
しい」と話した。東京/羽田〜ソウル/金浦線は日韓両政府の合意を受け、大韓航空のほか、日本航空（JAL）、全日本空輸（ANA）、アシアナ航空の3社も6月29日か
ら順次再開する。当面は4社で各週2便の計週8便を運航する。各社の運航計画は、JALが6月30日から木・日曜の週2便、ANAが7月1日から月・金曜の週2便、アシ
アナ航空が6月29日から水・土曜の週2便となる。妹島支店長によると、コロナ禍以降は出張利用のビジネス客が月曜日にPCR検査を受け、水曜日に出発する
ケースが増えているという。7月中のビジネスクラスは全便満席となっており、同クラス8席のボーイング737-900ER型機では「明らかに足りない」（同支店長）ため、
近日中にボーイング777型機への大型化を計画しているという。時期については「機材のメンテナンスや運用の関係でもう少し時間がかかるが、夏休みシーズン前
には投入したい」としており、増便についても「政府の認可が下り次第対応したい」とした。韓国政府は6月1日から、外国人観光客向けの短期滞在ビザ発給を再
開。6月29日現在、ワクチンの接種有無にかかわらず隔離なしでの入国が可能となっているものの、コロナ禍以前に日韓間で実施されていたノービザ渡航制度の
再開の見通しは立っていない。

ミャンマー入国時、新型コロナワクチン接種者の陰性証明書が不要に　　(6/29付　JETROビジネス短信)

ミャンマー保健省は6月15日付の通達で入国に必要な条件を改定した。到着14日前までに保健省が指定する新型コロナウイルスワクチンの接種を完了した者は、
これまで入国時に必要だった到着前48時間以内に取得したRT-PCR検査による陰性証明書が不要となった。入国時には、（1）ワクチン接種証明書（注）、（2）国営
保険会社Myanmar Insuranceの医療保険加入書類、（3）入国ビザが必要となる。到着後はRDT検査（迅速抗原検査）を受け、陰性であれば空港を出ることができ
る。ワクチン未接種者やワクチン接種証明書を所持していない場合は、引き続き到着前48時間以内に取得した陰性証明書の提示が必要となる。到着後はRDT検
査を受け、陰性の場合でも到着翌日を1日目として3日間の隔離対象となる。隔離3日目に再度RT-PCR検査を受け、陰性の場合は隔離を終了することができる。
（注）12歳未満で、同伴する保護者が接種証明書を所持する場合、ワクチン接種証明書の所持は不要だが、陰性証明書が必要となることがあるため、留意が必要

中国 海外からの入国者の隔離期間 7日間に短縮する方針を発表　　（6/28付　NHK）
中国政府は、新型コロナウイルスの感染対策として海外からの入国者に義務づけている隔離の期間を14日間から7日間に短縮する方針を発表しました。中国政府
は、28日、海外からの入国者に対して義務づけている隔離期間の見直しなどを盛り込んだ、最新の新型コロナウイルス対策のガイドラインを発表しました。それに
よりますと、これまでは、ホテルなどの指定施設での隔離を14日間行ったあと、自宅での健康観察を7日間行うとしていましたが、今後は、指定施設での隔離を7日
間行ったあと、自宅での健康観察を3日間行うことにするとしています。保健当局の担当者は、28日開いた記者会見で、隔離期間の短縮について感染の主流と
なっているオミクロン株の潜伏期間が短いことなどを理由として挙げました。そのうえで、「決して感染対策を緩和するものではない」として、今後も感染を徹底的に
抑え込む「ゼロコロナ」政策を堅持する方針に変わりはないことを強調しました。中国では、今回のガイドラインをもとに各地方政府が今後具体的な対策の見直しを
行うことになるとみられます。中国の保健当局は、27日、一日の感染者数は海外からの入国者を除いて22人と発表しましたが、このうち北京と上海はいずれもゼロ
でした。北京で一日の感染者数がゼロとなるのはおよそ2か月半ぶりで、上海では今月24日に一日の感染者数がおよそ4か月ぶりにゼロとなり、その後も確認され
た感染者は4人にとどまっています。こうした中、上海では、感染の拡大の影響でことし3月21日から休園していたディズニーランドが、30日から営業を再開すると発
表しました。ただ、再開にあたっては、入場者数を制限するほか、72時間以内のPCR検査の陰性証明の提示を来場者に求めるなど感染対策を講じたうえで営業す
るとしています。

香港、入境時のホテル隔離短縮を検討－コロナ対応で中国本土に追随か　　（6/29付　Bloomberg）
香港政府は新型コロナウイルス対策として入境者に義務付けているホテルでの隔離期間の短縮を検討している。金融ハブである香港の対外開放を妨げてきた政
策の変更を示唆している。情報が公になっていないとして匿名を条件に話した関係者によると、香港当局は航空便での入境者の隔離についてホテルで５日間、そ
の後自宅で２日間とする可能性がある。最終決定には至っていないが、李家超氏が行政長官に就任する来月１日以後のどこかの時点で短縮される見通しだとい
う。香港は現在、入境者にホテルで７日間の隔離を義務付けている。李次期長官の下で医務衛生局長を務める盧寵茂氏は地元メディア商業電台との先週のインタ
ビューで、５日間への短縮を目指す考えを示していた。また、有線電視はこの５日間の後には２日間の自宅隔離を伴うと28日報じた。李次期長官のオフィスに電子
メールでコメントを求めたが、返信がなかった。香港では一時、ホテルで最長21日間の隔離が求められていたことを考えると、期間が一段と短縮されれば一部の住
民から歓迎される可能性はあるが、コロナとの共生に軸足を移した国・地域との隔たりは大きいままだ。移動に制限が残る限り、世界の金融ハブとしての香港の評
判が脅かされると、経済団体は警鐘を鳴らしている。厳格な規制で香港を離れる人も増えており、頭脳流出も懸念されている。中国政府は28日、海外からの入国
者に義務付ける隔離期間を従来の最大３週間から10日間に短縮すると発表した。

ユナイテッド航空、成田－サイパン9月就航　週3往復　　（6/27付　Aviation Wire）
ユナイテッド航空（UAL/UA）は6月27日、成田－サイパン線を9月1日に開設すると発表した。週3往復を運航し、サイパン発は翌2日が初便となる。同路線はユナイ
テッド航空としては初就航となる。成田発は火曜と木曜、日曜、サイパン発は月曜と水曜、金曜に運航する。運航スケジュールは、サイパン行きUA825便が成田を
午後9時25分に成田を出発し、翌日午前2時着。成田行きUA824便は午前7時にサイパンを出発し、午前9時35分に到着する。機材はボーイング737-800型機（2クラ
ス166席：ビジネス16席、エコノミー150席）を投入する。同路線の就航は、サイパンとテニアン、ロタへの日本人観光客誘致再開を狙うマリアナ政府観光局らが進め
る観光復興投資計画「TRIP」（Tourism Resumption Investment Plan）によるもの。新型コロナ以降では初の日本－マリアナ間の直行便となる。成田－サイパン線
は、ユナイテッド航空としては初就航となる。同社によると、ユナイテッドと2010年に合併した旧コンチネンタル航空が、2003年9月末まで運航していたという。同路
線はコロナ前にスカイマーク（SKY/BC）も運航していたが、現在は運休が続いている。スカイマークの成田－サイパン線は2019年11月29日に開設し、2020年3月25
日まで運航していた。スカイマークは同路線について、「当面運休する」と同年8月に発表している。



エールフランス航空、東京/成田〜パリ線の運航計画変更　　（6/21付　TRAICY）
エールフランス航空は、東京/成田〜パリ線の運航計画を変更した。パリ発6月19日まで週5便、6月20日から28日まで1日1便、6月29日から8月31日まで週5便、9月
1日から10月29日まで週4便を運航する。東京/成田発は翌日となる。9月7日（東京/羽田発翌8日）からは、東京/羽田〜パリ線を週3便で再開することから、東京と
パリをあわせて週7便で運航することになる。
■ダイヤ：AF275　東京/成田（09：35）〜パリ（17：40）／火・水・金・土・日（〜6月20日）、毎日（6月21日〜29日）、月・火・水・土・日（6月30日〜8月31日）、月・火・土・
日（9月1日〜）、AF276　パリ（10：35）〜東京/成田（06：55+1）／月・火・木・金・土（〜6月19日）、毎日（6月20日〜28日）、月・火・金・土・日（6月29日〜8月31日）、
月・金・土・日（9月1日〜）

タイ国際航空、羽田〜バンコク線7月再開　成田増便、新仕様777投入　　（6/20付　TRAICY）
タイ国際航空は、東京/羽田〜バンコク線の運航を再開し、東京/成田〜バンコク線を増便すると発表した。東京/羽田〜バンコク線は、7月1日から東京/羽田を午
前に発着する1日1便の運航を再開する。機材はロイヤルシルククラス22席、エコノミークラス234席の計256席を配置した、ボーイング787-8型機を使用する。東京/
成田〜バンコク線は、7月1日から東京/成田を午後に発着する便を増便し、1日2便を運航する。機材はロイヤルファーストクラス8席、ロイヤルシルククラス40席、エ
コノミークラス255席の計303席を配置した、新仕様のボーイング777-300ER型機で運航する。これにより、ファーストクラスを設置した新仕様のボーイング777-
300ER型機は、東京/成田・大阪/関西〜バンコク線の日本2路線に投入することになる。
■ダイヤ：TG683　東京/羽田（10：35）〜バンコク（15：05）／毎日（7月2日〜）、TG682　バンコク（22：45）〜東京/羽田（06：55+1）／毎日（7月1日〜）、TG677　東京/
成田（17：25）〜バンコク（21：55）／毎日（7月1日〜）、TG676　バンコク（07：35）〜東京/成田（15：45）／毎日（7月1日〜）

「ダナン三日月JAPANESE RESORTS ＆ SPA」、6月1日にグランドオープン　　（6/20付　TRAICY）
ホテル三日月は、「ダナン三日月JAPANESE RESORTS ＆ SPA」を6月1日にグランドオープンした。既存のレジャー・レストラン施設に加え、オールオーシャン
ビューのホテル棟を追加した。客室数は294室。全客室のバルコニーにダナン湾を望む露天風呂を完備している。客室数は最終的に500室に拡大する見通し。6月8
日には披露式典を開き、日本やベトナムの政財界トップや450名以上の来賓が参加し、駐ベトナム日本国特命全権大使山田滝雄氏、ダナン市のLe Trung Chinh市
長が挨拶したほか、安倍晋三元首相、麻生太郎元首相、二階俊博前幹事長らが祝辞ビデオ、岸田文雄首相らが祝電を寄せた。創業60周年記念事業として、「日
本品質・日本文化の情報発信基地」を設計・サービスコンセプトとして、ベトナム・ダナンのダナン湾エリアに進出。2017年3月にプロジェクトを開始し、ベトナムの観
光開発会社の株式を取得して合弁会社化の後、全株式を取得した。広さは約13ヘクタールで、投資額は約120億円。商工中金がシンジケートローンで総額90億円
を融資した。

大韓航空が国際線正常化計画、２か月でコロナ前の半分まで旅客数回復　　（6/28付　KOREA ECONOMIC DAILY）
大韓航空が、新型コロナウイルス感染症で影響を受けた国際線路線の正常化に乗り出す。航空便(旅客)の供給量を2か月以内にコロナ以前の半分まで回復させ、
来月から機内食や毛布など機内サービスも全て提供する予定だ。大韓航空は、旅客路線増便、旅客機再整備、機内サービス正常化などの内容を盛り込んだ「旅
客早期回復計画」を28日発表した。7~8月の夏のピーク期を迎え、国際線路線を増やし、貨物専用旅客機として活用した航空機も再び旅客機に戻す。旅客路線は、
9月までにコロナ以前の50%以上に回復する。米州路線の場合、来月から仁川~ニューヨーク路線は週7回から12回に、8月からは週14回運航する。この期間、仁川~
ワシントン路線と仁川~ホノルル路線は週5回から7回に増やす。これまで運航を休んでいた仁川~ラスベガス路線は、来月から週3回運航する。その他、ヨーロッパ
路線は、仁川~パリ路線を来月から週5回から7回に、仁川~バンコク、仁川~シンガポール路線は週10回から14回などに増便する。椅子を取り外して貨物機に改造し
た旅客機は、再び旅客事業に投入する。貨物路線に投入されたボーイング777機種10機のうち3機を7月から旅客機に転換する。座席を貼り直して客室を復元する
作業は、航空機当たり10日ほどかかる。大韓航空関係者は「座席を取り外さず貨物専用として活用した一部の航空機はピーク期を迎え旅客路線に投入する予定」
と話した。機内食、飲み物、ヘッドホン、毛布などの機内サービスも新型コロナウイルス以前に正常化する。休職していた職員たちも帰ってくる。3か月以上、勤務空
白がある乗務員にサービス教育を追加で実施し、整備士を対象にした整備安全教育も強化する。会社関係者は「相当数が休業中の客室乗務員の場合、旅客需要
回復状況により新規採用を考慮中」と話した。

海外旅行での邦人のコロナ感染増加、在外公館が注意呼びかけ   (6/27付　TRAICY)
海外の日本大使館や総領事館が、出張や旅行での海外渡航者が新型コロナウイルスに感染し、予定通りに帰国できなかった事例が発生しているとして、相次い
で注意喚起を行っている。在フィンランド日本国大使館は、帰国時のPCR検査で新型コロナウイルスの陽性が判明した人が、先週だけで10名以上発生し、相談を
受けたことを明らかにした。診察費や検査費、延泊の宿泊費などは自己負担になるとして、不要不急の渡航は止めるよう求めている。在デンパサール日本国総領
事館でも、同様に帰国前検査で陽性が判明し、対応に窮して複数の相談が寄せられたことを明らかにしている。ホテルによっては、隔離のための宿泊を認めない
場合や、隔離先や移動の手配などの対応が得られない場合があるとしており、ホテルを選ぶ際には、ランクや設備などのハード面だけではなく、陽性時の隔離可
否や対応などをあらかじめ確認するよう呼びかけている。

ヤンセン製ワクチン接種者、海外在留邦人向けワクチン接種の対象に追加　　（6/25付　TRAICY）
日本国内でヤンセン製の新型コロナウイルスワクチンが薬事承認されたことを受け、ヤンセンのワクチンを接種した海外在留邦人を対象としたワクチン接種事業で
の取り扱いを変更する。すでにヤンセン製ワクチンを1回接種した人を、6月24日以降は3回目接種の対象者とする。ヤンセン製ワクチンを2回接種した人は、追加
接種を完了したものとみなされる。2回目の接種以降、3回目に接種するワクチンがファイザー製の場合は5か月以上、ノババックス製の場合は6か月以上経過して
いることが条件となる。

JAL、国際線燃油サーチャージを引き上げ　欧米往復9.4万円　　（6/24付　TRAICY）
日本航空（JAL）は、国際線の燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）を8月発券分からさらに引き上げる。航空燃料のシンガポールケロシンの市況価格の2か月間
の平均を、2か月間の為替レート平均で円換算した際の金額に応じて燃油サーチャージの徴収すると定めている。5月から6月までのシンガポールケロシンの市況
価格は1バレルあたり平均138.52米ドル、1米ドル127.38円だったため、円貨換算額は17,644円となった。8月1日から9月30日までの発券分の日本発旅程では、いず
れも片道あたり、韓国・極東ロシア線は5,900円、韓国・モンゴル以外の東アジア線は11,400円、グアム・パラオ・フィリピン・ベトナム・モンゴル・ロシア（イルクーツク）
線は17,800円、タイ・マレーシア・シンガポール・ブルネイ・ロシア（ノヴォシビルスク）線は24,700円、ハワイ・インドネシア・インド・スリランカ線は30,500円、ハワイを
除く北米・ヨーロッパ・中東・オセアニア線は47,000円となる。
■燃油サーチャージ額（2022年8月～9月／日本発旅程・片道）　韓国・極東ロシア 5,900円、韓国・モンゴル以外の東アジア 11,400円、グアム・パラオ・フィリピン・ベ
トナム・モンゴル・ロシア（イルクーツク） 17,800円、タイ・マレーシア・シンガポール・ブルネイ・ロシア（ノヴォシビルスク） 24,700円、ハワイ・インドネシア・インド・スリ
ランカ 30,500円、ハワイを除く北米・ヨーロッパ・中東・オセアニア 47,000円

【フィリピン】セブパシ航空、23年に人員正常化　　（6/24付　NNA）
フィリピンの格安航空会社（ＬＣＣ）セブ・パシフィック航空は22日、新型コロナウイルス感染拡大の影響で激減した旅客便運航の正常化を見込み、人員増強を進め
る方針を明らかにした。2023年初めまでにコロナ禍前の水準の4,000人体制を見込む。23日付インクワイラーが伝えた。コロナ禍が深刻だった時期に解雇したパイ
ロットや客室乗務員、カスタマーサービス要員などを優先的に再雇用する。 　20年以降にセブ・パシフィック航空を解雇された従業員の数は明らかになっていない。
同社の財務報告書によると、21年末時点の従業員は3,046人で、1,000人近くを雇用するとみられる。

香港の水上レストラン、沈んでいない?　運営会社が発表を一転　　（6/24付　毎日新聞）
長年にわたり香港の観光名所として知られた水上レストラン「珍宝王国（ジャンボ・キングダム）」（全長約76メートル）を巡る情報が錯綜（さくそう）している。運営会
社は南シナ海の西沙諸島近海で「沈没した」と発表していたが、24日になって一転、「沈んでいない」と述べた。香港メディアが報じた。1976年に開業した珍宝王国
は、一度に2000人以上の客を収容できる大型船で、エリザベス英女王や米俳優のトム・クルーズさんが来店したこともある。日本人にも人気だった。新型コロナウ
イルスの感染拡大に伴う経営難のため、2020年に営業を停止。今月14日に停泊していた香港南部の香港仔（アバディーン）を離れ、海上をえい航されていた。運営
会社は、珍宝王国が19日に沈没したとの声明を発表。報道を受けて日本人からも「悲しい最期だ」といったツイートが相次いだ。ところが24日になって報道担当者
が「沈んでいない」「転覆した状態にある」と述べ、詳細の説明は避けている。　香港メディアによると、運営会社は、カンボジアの港に停泊させてコストを削減し、船
の引受先を探す予定だった。

ユナイテッド航空、名古屋/中部・福岡〜グアム線を8月再開　　（6/22付　TRAICY）
ユナイテッド航空は、名古屋/中部・福岡〜グアム線の運航を再開すると発表した。名古屋/中部〜グアム線を8月1日から月・金曜の週2便、福岡〜グアム線を8月4
日から木・日曜の週2便を運航する。機材はビジネスクラス16席、エコノミークラス150席の計166席を配置した、ボーイング737-800型機を使用する。また、現在週11
便を運航している東京/成田〜グアム線を7月1日から週14便、8月から週21便に増便する。大阪/関西〜グアム線を7月1日から週3便で再開する。
■ダイヤ：UA136　名古屋/中部（11：30）〜グアム（16：10）／月・金、UA137　グアム（07：30）〜名古屋/中部（10：15）／月・金、UA166　福岡（11：05）〜グアム（16：
05）／木・日、UA165　グアム（07：05）〜福岡（10：10）／木・日



ベトナム航空、日本路線の運航計画更新　2路線減便、成田〜ダナン線再開延期　　（6/20付　TRAICY）

ベトナム航空は、日本路線の運航計画を更新した。東京/成田〜ホーチミン線を7月10日から31日まで週3便、東京/羽田〜ハノイ線を8月15日から週3便に減便す
る。東京/成田〜ダナン線の運航再開日も9月1日に延期する。福岡〜ハノイ線は8月3日から週3便、東京/成田〜ハノイ線は8月15日から週4便にそれぞれ増便す
る。これにより、大阪/関西〜ダナン線を除く日本路線の運航を再開することになる。

7月1日「タイランドパス」撤廃～保険推奨、空港チェックインで接種証明確認　　（6/19付　タイランドハイパーリンクス）

タイCOVID-19状況管理センター（CCSA）は2022年6月17日、タイ入国前に登録する必要のある「タイランドパス」を廃止する決定を行ったと発表しました。タイ政府
広報局（The Public Relations Department）による「タイランドパス」最新情報によると、7月1日以降は・・・ 外国人旅行者に対する新型コロナウイルス治療のための
現在の10,000米ドル保険要件は、もはや義務ではなくなりますが、保険加入が推奨されます。旅行者はワクチン接種証明書かRT-PCR検査での陰性証明書（72時
間以内）のいずれかを提示する必要があります。 各証明書は空港でチェックイン時に航空会社スタッフが確認し、旅行者がタイに到着した際にも再度確認します。

米国、空路入国者への新型コロナ検査義務付けを6月12日から撤廃    (JETROビジネス短信　6/13付)
米国疾病予防管理センター（CDC）は6月10日、米国への空路入国者に対して義務付けていた、搭乗1日前までの新型コロナウイルス感染検査の陰性証明書の提
示を米東部時間6月12日から撤廃すると発表した。新型コロナウイルスに感染していた場合に、過去90日以内に回復した証明の提示も合わせて撤廃される。ただ
し、新たな変異株が出現した場合などには、再導入の可能性があるとしている。なお、米国市民でない者は引き続き、ワクチン完了証明の提示は必要となる。CDC
は2021年1月に、全世界からの空路入国者に対して搭乗3日前までの検査での陰性証明提示義務を導入し、同年12月からは検査の期限を搭乗1日前までに短縮
していた。米国では2021年末から2022年初頭にかけて流行したオミクロン型変異株による感染増が落ち着きを見せて以降、州・自治体レベルを含めて新型コロナ
ウイルス関連の行動規制を撤廃してきたが、空路入国者に対する陰性証明の提示義務は継続していた。これに対して、米国の航空業界や旅行業界が早期に撤廃
するようバイデン政権に働きかけていた。主要な米航空会社などで構成するエアラインズ・フォー・アメリカは6月10日の声明で「航空業界は、現在の疫学的環境を
踏まえて政権が出発前検査の義務付け撤廃を決断したことを評価する。検査義務の撤廃は米国への空路渡航を奨励・回復し、観光業に深く依存している全米の
各地域に恩恵を与える」と歓迎している。米国観光協会の試算によると、検査義務撤廃は2022年の残りの期間に、540万人の空路入国者の増加、90億ドルの観光
関連支出の増加につながり、年間合計でそれぞれ5,330万人（パンデミック前の2019年比：67.1％）、1,098億ドル（同60.7％）になるとしている。CDCは検査の義務付
けは撤廃したものの、米国への空路入国者に対して搭乗3日前までの検査受診と、体調が悪い場合には渡航を中止するよう推奨している。今回の検査義務付け
撤廃の詳細についてはCDCの説明ページを参照。

ピーチ・アビエーションは6月16日、7月1日から14日にかけての減便を決めた。15路線の208便を減便する。当初計画便数は5,355便、運航便数は5,147便で、当初
計画比の運航率は96．1％となる。対象路線は、大阪/関西〜札幌/千歳・女満別・新潟・長崎・宮崎・鹿児島線、東京/成田〜札幌/千歳・女満別・釧路・福岡・長崎・
大分・宮崎線、福岡〜沖縄/那覇線、札幌/千歳〜仙台線。予約客には、振替や返金を案内する。

シンガポール航空、東京/羽田・東京/成田〜シンガポール線を増便　7月から1日3便に　　（6/15付　TRAICY）
シンガポール航空は、東京とシンガポールを結ぶ路線を増便する。7月24日から東京/羽田〜シンガポール線を週3便から1日1便、7月26日から東京/成田〜シン
ガポール線を週11便から1日2便にそれぞれ増便する。入国規制の緩和に伴う旅行需要の増加や、継続する貨物需要に対応するものだという。東京/羽田線はエ
アバスA350-900型機、東京/成田線はボーイング787-10型機とボーイング777-300ER型機を使用する。この他に、大阪/関西〜シンガポール線を1日1便、名古屋/
中部〜シンガポール線を週3便、福岡〜シンガポール線を週2便運航している。東京/成田〜シンガポール線のうち1日1便は、東京/成田経由でロサンゼルスへ運
航している。

入国前後で2回PCR検査、韓国など8カ国・地域のみ…旅行客から不満噴出　　（6/18付　朝鮮日報）
新型コロナウイルス感染症のエンデミック（風土病）移行で国際線利用が広がっているが、防疫当局が入国前後のPCR検査など新型コロナ検査義務を維持してい
るため、海外旅行客の費用負担や不便な状況が続いている。特に、世界の主要国のうち、ワクチン接種の有無にかかわらず入国前後で2回新型コロナ検査を義務
化している国は韓国を含めて8カ国・地域に過ぎないことが分かった。仁川国際空港公社が17日に韓国を含め全世界主要58カ国・地域の入国前後防疫規制現況を
調査した結果、14日時点でワクチン接種の有無にかかわらず、海外を出発する前と入国後に新型コロナ検査を義務化している国・地域は韓国、中国、台湾、香港、
マカオ、ミャンマー、ニュージーランド、パラオの8カ国・地域だった。入国前にのみ検査を義務化している国は日本、カタール、エチオピアの3カ国だ。入国後にのみ
新型コロナ検査を受けるようにしている国はマレーシア、タイ、オーストラリアの3カ国となっている。ヨーロッパのほとんどの国ではPCR検査などの診断検査結果を
要求せず、要求してもワクチン接種者には免除している。入国前PCR検査を義務化している米国（ハワイ、グアム含む）も今月12日（現地時間）から陰性確認書提
出をなくした。旅行客らは「ほかの国では一度も受けない新型コロナ検査をなぜ韓国だけは2回受けなければならないのか」と不満を口にしている。帰国直前に海
外で現地の病院を訪れて新型コロナ検査を受けるのは容易でない上、費用負担もかなりなものだからだ。米国、欧州では4人家族がPCR検査を受けると100万ウォ
ン（約10万円）以上かかる。旅行業界関係者は「家族旅行で子どもが新型コロナ陽性判定になれば、家族全員が現地で足止めとなる。そうした負担から旅行そのも
のをあきらめることも多い」と話した。特に家族での東南アジア旅行客が主な顧客である格安航空会社（LCC）では「既に有名無実となっているPCR検査をなくす
か、せめてサンプル調査などの緩和措置を施行すべきだ」と主張している。韓国旅行業協会も、ワクチンを接種した韓国人だけでも入国時にPCR陰性確認書提出
を免除するよう繰り返し要請している。

タイ、空路での入国は出入国カードが不要に　一時的な措置で開始日については今後発表
（6/15付　アジアトラベルノート）

現在、タイに入国する際には出入国カード（TM.6）の記入・提出が必要となっていますが、空港の入国審査場における混雑を緩和するためにカードの提出が一時的
に免除されます。昨日行われた政府閣議で承認されたもので、開始時期については今後発表されることになります。一方、陸路や海路からタイに入国する場合は
これまで通り同カードの提出が必要なので注意が必要です。現在、入国審査場ではコロナに対する予防措置に従って内容をチェックしているために通常よりも時間
が掛かっていることが今回の免除理由とのこと。また、カードを印刷・発行するためには1枚あたり0.7バーツの費用が必要で、経費削減にも繋がるとしています。

カナダ政府、国内渡航と出国者に対するワクチン接種義務撤廃も、入国者のワクチン接種要件は継続
（6/15付　JETROビジネス短信）

カナダ政府は6月14日、国内及び国外に向かう渡航者、連邦政府が規制する輸送部門や政府職員に対する新型コロナワクチン接種義務を6月20日付で撤廃する
一方、入国者のワクチン接種要件は継続することを発表した。カナダ政府は、国内の公衆衛生状況に改善がみられることから、ワクチンの接種義務を6月20日付で
撤廃する。他方、入国者に対する国境でのワクチン接種要件については、新型コロナウイルスが変異を続けながらカナダや世界で引き続き流行しており、他国の
ワクチン接種率やウイルス対策が大きく異なることを考慮して継続する。カナダ政府は声明文の中で、「ワクチン接種の要件を継続することで、海外からの渡航者
によるカナダの医療制度への潜在的な負荷が軽減され、今後の変異株に対する追加の防御策として機能するだろう」と説明した。併せて、連邦政府の規制対象で
ある飛行機や列車での移動については、飲食などの短時間を除いて、引き続きマスク着用を義務付けるとした。カナダ政府は2021年10月30日付で、連邦政府の規
制対象である航空、長距離鉄道および海上輸送部門の従業員、カナダ発の航空便や長距離鉄道、旅客船の利用者、ならびに連邦政府職員に対するワクチンの
完全接種を義務付けた。その後、2022年4月1日にワクチン接種完了者に対する入国前の検査義務が撤廃され、同25日には、渡航時に必要だった自己隔離計画
の提出や入国後14日間のマスク着用義務などの国境措置が緩和されていた。カナダ公衆衛生庁の6月3日付の発表によれば、入院患者数は全国的に高い水準に
あるものの、新型コロナウイルスの感染者数は減少傾向にあるという。ドミニク・ルブラン政府間関係相は会見で、「状況が悪化した場合は、カナダ国民を守るため
に必要な措置を復活させる用意がある」と述べ、今後の方針を説明した。また、トロント大学生体医工学・免疫学部のオマール・カーン教授は、ファイザーとモデル
ナの両社がオミクロン変異株とその亜種を標的とした改良型ワクチンの後期臨床試験を行っていることに関し、「（ワクチン接種義務撤廃に関して）どのような決定
がなされるにせよ、これら改良型ワクチンの当局への許認可手続きが終了すれば、決定が再考される可能性が高いのではないか」とコメントしている。

全国対象の観光需要喚起策、7月前半から実施　割引率は40％　　（6/17付　TRAICY）
観光庁は、全国を対象とした観光需要喚起策を7月前半から実施すると発表した。6月中の新型コロナウイルス感染状況を見極めた上で、改善が確認できることが
条件。感染状況を踏まえて、実施を希望しない都道府県から申し出があれば、当該都道府県への旅行を対象から除外する。最繁忙期を除き、8月末までを措置期
間とする。割引率は40％で、1泊あたりの割引上限額は交通付き旅行商品が8,000円、それ以外が5,000円。また、クーポン券も平日3,000円、休日1,000円とする。
旅行需要の分散や、地方への観光に対する配慮の観点から、割引率や上限額を新たに設定した。また、実施中の県民割期間は7月14日宿泊分（翌15日チェックア
ウト）まで延長する。

ピーチ、15路線208便を減便　7月1日〜14日　　（6/16付　TRAICY）



チェックインの待ち時間、15分⇒”2〜3分”に　「ANA Travel Ready」の使い方　　（TRAICY　6/6付）
海外へのフライトが増え、渡航者数が増加している中で、空港のチェックインカウンターでの混雑が増してきた。中でも時間がかかっているのは、渡航先に応じて異
なる渡航書類の確認。全日本空輸（ANA）でGWにハワイに渡航した筆者は、事前に渡航書類を確認し、待ち時間を短縮できるサービス「ANA Travel Ready」を使っ
てみた。「ANA Travel Ready」は、渡航先の入国条件を事前に確認した後、書類を出発12時間前までにウェブサイト上から登録しておくことで、書類の準備漏れを防
ぐとともに、搭乗手続きの時間が短縮されるというもの。登録の結果は出発6時間前までにメールで送付され、全て揃っていればオンラインチェックイン後に搭乗券
が発券される。羽田空港には専用レーンも設置されており、手荷物をスムーズに預け入れることができる。申請方法は、ウェブサイト上から、出発日や便名、予約
番号、氏名などの必要情報を入力し、写真（スクリーンショットも含む）やPDFで必要書類をアップロードするだけ。申請画面には、渡航先別の入国要件が記載され
ており、必要な情報もわかりやすくまとめられている。必要書類は完全に揃っていなくても部分的な登録ができるほか、自動チャット機能での質問にも対応してい
る。ANAによると、コロナ拡大初期には搭乗手続きに1時間程度を要することがあったものの、現在は約10〜15分に短縮しているといい、中でも「ANA Travel
Ready」の事前登録者は2〜3分ほどと、ほぼコロナ前と同程度の時間で手続きが完了するという。

米CDC、旅行者にサル痘への警戒強化呼びかけ　レベル引き上げ　　（6/8付　TRAICY）
アメリカ疾病対策センター（CDC）は、世界の複数の国でサル痘の症例が確認されたとして、予防強化を促す「レベル2」に警戒レベルを引き上げた。コンゴ民主共
和国やナイジェリアなど、発生が確認サれている中央アフリカや西アフリカ以外で広まりを続けている。致死率は1〜11％で、天然痘ワクチンが有効である可能性
がある。旅行者は、皮膚病変や性器病変がある人を含む、病気の人との密接な接触や、ラットやリスなどの齧歯類、猿などの小型哺乳類との接触を避けるよう求
めている。さらに、野生動物の肉を食べること、アフリカの野生動物由来のクリームやローションなどの粉末の使用を避けることも促す。一般人への感染リスクは低
いものの、発熱や悪寒の有無に関わらず、原因不明の新しい皮膚の発疹が発生した場合にはすぐに治療を受け、他の人との接触を避けること、可能であれば医
療機関に向かう前に電話するか、難しい場合には到着後すぐにサル痘が心配であることを伝えるように促している。

韓国、すべての入国に対する隔離義務解除　　（6/8付　TRAICY）
韓国は、すべての入国に対する隔離義務を解除する。6月8日から、ワクチン接種の有無や国籍に関係なく、隔離を行わない。これまで、ワクチン未接種者は7日間
の隔離を義務化していた。入国前後2回の検査は継続され、入国後の検査結果が陽性だった場合、隔離措置が必要となる。入国前はPCR検査か迅速抗原検査、
入国後は3日以内のPCR検査を受検することが求められる。韓国では6月1日から、入国時の検査を入国前後2回に縮小するなど、水際対策を緩和していた。

ANA、燃油サーチャージを約30％引き上げ　8～9月発券分、欧米往復9.8万円　　（6/13付　TRAICY）

全日本空輸（ANA）とエアージャパンは、国際線の燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）を8月発券分から各路線で約30％引き上げる。燃油サーチャージは、シン
ガポールケロシンの市況価格の2か月間の平均を、為替レートの2か月間の平均で円換算した際の金額に応じて徴収すると定めている。いずれも日本発着の片道
あたり、ハワイを除く欧米・中東・オセアニア線は49,000円、ハワイ・インド・インドネシア線は31,100円、タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア線は
25,800円、ベトナム・グアム・フィリピン線は16,000円、韓国を除く東アジア線は15,100円、韓国・ロシア（ウラジオストク）は5,600円となる。イギリスで購入する場合は
ポンド、イギリスを除く欧州で購入する場合はユーロ、それ以外の国で購入する場合は米ドル建てとなる。一部の国を出発する旅程では別途設定されている。
■燃油サーチャージ額（2022年8月～9月／日本発旅程・片道）：韓国・ロシア（ウラジオストク） 5,600円、韓国以外の東アジア 15,100円、ベトナム・グアム・フィリピン
16,000円、タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア 25,800円、ハワイ・インド・インドネシア 31,100円、ハワイを除く北米・ヨーロッパ・中東・オセアニア
49,000円

入国規制緩和へ 検疫日数3日に短縮＝15日から／台湾　　（6/11付　フォーカス台湾）
中央感染症指揮センターは11日、新型コロナウイルスの水際対策として入国者に義務付けている外出禁止の検疫措置について、日数を15日午前0時以降、現行
の7日間から3日に短縮すると発表した。同センターの陳時中（ちんじちゅう）指揮官は記者会見で、今回の措置について国内外の感染と医療体制の状況に基づ
き、経済・社会活動と国際的に必要な交流を促進するためと説明。入国者数の上限は毎週2万5000人にするとした。また今後は台湾での乗り継ぎも認めるとした
他、入国者が親族や友人らが運転する車などに乗り、空港を離れることもできると語った。検疫措置後は4日間の自主防疫期間を設けるとし、現行の7日間の自主
健康管理期間を取り止める。不要な外出は認めないが、外出の2日以内に家庭用簡易検査キットを使った検査で陰性となった場合、仕事や生活必需品の購入など
ができるとした。台湾を訪問する旅行者は航空機の出発時間の2日以内に行ったPCR検査証明書を持った上で、入国時には空港で唾液によるPCR検査を受ける
必要がある。空港では家庭用簡易検査キット2組を配布し、検疫期間に症状が現れた場合や、自主防疫期間に初めて外出する前に使ってもらう。検疫場所につい
ては、現在と同様に1人1戸の条件を満たす自宅や友人・親族の家または防疫用ホテルの利用を求める方針。

日本帰国・入国時のPCR検査証明フォーマットを更新　7項目削除　　（6/11付　TRAICY）
日本政府は、日本への帰国や渡航に必要となるPCR検査の証明フォーマットを6月10日付けで更新し、多くの項目を削除した。削除したのは、パスポート情報、国
籍、性別、結果判明日、医療機関の住所、医師名、医療機関の印影の7項目。これまでの様式も引き続き利用できる。日本への帰国・入国には、ワクチン接種の有
無や滞在国に関わらず、出国前72時間以内のPCR検査による、新型コロナウイルスの陰性証明書の提示が求められる。

フィリピン航空、東京/成田〜セブ線増便　7月から月6便に　　（6/6付　TRAICY）
フィリピン航空は、東京/成田〜セブ線を7月2日から増便する。これまで、第1・第3土曜の月2便のみ運航してきたものの、月6便に増便する。運航日は東京/成田
発、セブ発ともに、7月2日・16日・24日・25日・30日・31日となる。機材はエアバスA321型機を使用する。
■ダイヤ：PR433　東京/成田（14：40）〜セブ（19：00）／7月2日・16日・24日・25日・30日・31日、PR434　セブ（07：45）〜東京/成田（13：40）／7月2日・16日・24日・25
日・30日・31日

デルタ航空、名古屋/中部〜デトロイト線を増便　10月30日から週3便　　（6/7付　TRAICY）

タイ入国時の300バーツ徴収、2023年開始になる可能性も　　（6/9付　タイランドハイパーリンクス）

タイ観光・スポーツ省によると、タイに入国する外国人から300バーツを徴収する外国人観光客料金徴収制度の開始は遅れが出ており、早くて2022年第4四半期、
さらに遅れれば2023年第1四半期になる予定です。2022年6月9日のバンコクポストが伝えています。300バーツの徴収について、陸路でタイに入国する観光客の平
均滞在日数が1～2泊であることから、金額を下げるかどうかなど、さらなる検討が必要のようです。同省は2ヶ月以内に内閣に再提案し、官報に掲載されてから90
日後に料金徴収を開始する予定です。当初は2022年の8月から9月に開始予定でしたが、第4四半期か2023年第1四半期にずれ込む可能性があるとのことです。

ドイツへの入国規制を緩和、暫定的に観光目的の入国も可能に　　（6/15付　JETROビジネス短信）
ドイツ連邦政府は6月11日、新型コロナウイルスに関連する入国規制を、新型コロナウイルスに関連する入国規制を暫定的に全面撤廃する新たな入国規制緩和措
置を発表した。ドイツ入国者に課していた新型コロナワクチン接種証明書など各種証明書の提示義務は6月1日に解除したが、その対象者は6月10日まで欧州域内
からの入国者に限定していた。今回の発表では、日本を含む欧州域外からの入国でも、各種証明書提示が求められなくなったことが明らかになった。すなわち、日
本を含む欧州域外からのドイツ入国に際しては、6月11日から新型コロナワクチン接種証明書や陰性証明書、回復証明書の提示義務が撤廃されている。また、こ
れまではワクチン接種証明書または回復証明書がなく、陰性証明書のみ所持の場合には、入国理由を証明する疎明書類として、ドイツ側の受け入れ企業などによ
る署名がある「出張理由書」の準備が必要だったが、疎明資料の提示は不要となった。これにより、全ての場合で、観光や知人訪問を目的とした入国も可能となっ
た。なお、中国在住者（中国在住のドイツ国籍者を除く）のドイツ入国については、新型コロナウイルス関連の証明書提示義務は撤廃されたが、引き続き入国の際
に重要な渡航理由が必要となる。今回の措置はあくまで「暫定的」な緩和措置としていることから、今後変更となる可能性もある。このため引き続き、渡航前には在
ドイツ日本大使館のウェブサイトなどでドイツの入国規制措置について最新情報を確認するなどの留意が必要だ。

デルタ航空は、名古屋/中部〜デトロイト線を10月30日から増便する。現在は、名古屋/中部発が日曜、デトロイト発が金曜の週1便を運航している。冬期には法人
需要の高まりが見込まれることから、名古屋/中部発は火・金曜、デトロイト発は水・日曜の週2便を追加し、週3便を運航する。機材は、フルフラットとなる「デルタ・
ワン」を34席、プレミアムエコノミー「デルタ・プレミアムセレクト」を21席、足元の広いエコノミー「デルタ・コンフォートプラス」を24席、エコノミー「メインキャビン」144席
を配置した、エアバスA330-200型機で運航する。デトロイトからは、レキシントン、インディアナポリス、ノックスビル、ハンツビルなど、アメリカの主なビジネス拠点へ
の利便性の高いアクセスを提供する。
■ダイヤ：DL94　名古屋/中部（12：00）〜デトロイト（09：50+1）／火・金・日、DL95　デトロイト（12：30）〜名古屋/中部（16：00）／水・金・日

フィリピン航空、大阪/関西〜セブ線の運航再開　7月21日から　　（6/7付　TRAICY）
フィリピン航空は、大阪/関西〜セブ線の運航を、7月21日から再開する。7月は木・日曜の週2便を、エアバスA321型機で運航する。この他に、東京/成田〜セブ線
も7月から、月2便から月6便に増便する。フィリピン航空の日本発着セブ線はコロナ前、東京/成田発着を1日2便、名古屋/中部・大阪/関西発着を1日1便運航して
いた。フィリピンの無査証短期滞在での入国要件は5月30日に改定されており、外国籍で18歳以上かつ3回目のワクチン接種を終えている場合、渡航前の検査は
不要となった。コロナの治療費をカバーする海外旅行保険の加入は必須ではなくなっている。
■ダイヤ：PR409　大阪/関西（15：25）〜セブ（19：10）／木・日（7月21日〜）、PR410　セブ（08：55）〜大阪/関西（14：25）／木・日（7月21日〜）



カンタス航空は、東京/羽田〜シドニー線の運航を、9月12日から1日1便で再開する。機材はビジネスクラス28席、エコノミークラス269席の297席を配置した、エアバ
スA330-300型機を使用する。当初は6月13日から週4便での運航再開を目指していた。所要時間は東京/羽田発が9時間50分、シドニー発が10時間5分。すでに航
空券の販売を開始している。
■ダイヤ：QR26　東京/羽田（22：00）〜シドニー（08：50+1）／毎日（9月13日〜）、QF25　シドニー（20：55）〜東京/羽田（06：00+1）／毎日（9月12日〜）

ニュージーランド航空、東京/成田〜オークランド線の増便計画変更　7/11から週2便、8/1から週3便
（5/27付　TRAICY）

ニュージーランド航空は、東京/成田〜オークランド線の運航計画を変更する。当初は7月4日から週3便に増便する計画だったものの、7月10日まで週1便での運航
を継続し、7月11日から週2便、8月1日から週3便を運航する。機材はボーイング787-9型機を使用する。ニュージーランド政府は、5月1日から新型コロナウイルスの
ワクチン接種が完了し、陰性証明を持つ人の入国後の隔離を免除すると発表した。出発前にウェブサイト上で、旅行申告書（NZTD）を提出する必要がある。日本を
含むビザ免除国からの入国では、NZeTAの取得も求められる。
■ダイヤ：NZ90　東京/成田（18：30）〜オークランド（08：05+1）／土（4月2日〜7月3日）、火・木（7月11日〜31日）、火・木・土（8月1日〜9月23日）、NZ90　東京/成田
（18：30）〜オークランド（09：05+1）／火・木・土（9月24日〜10月29日）、NZ99　オークランド（08：50）〜東京/成田（16：50）／木（4月3日〜7月3日）、木・土（7月11日
〜31日）、火・木・土（8月1日〜9月24日）、NZ99　オークランド（09：50）〜東京/成田（16：50）／火・木・土（9月25日〜10月29日）

3回目のワクチン接種者、197か国・地域からの入国で検査なしに　出発前検査は維持　　（5/27付　TRAICY）

雇用調整助成金の特例措置 9月末まで延長で最終調整 厚労省　　（5/30付　NHK.JP）
新型コロナの影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例措置について、厚生労働省は来月末までとなっていた期限を9月末まで3か月延長する方向で
最終調整を進めています。雇用調整助成金は、事業主が従業員の雇用を維持した場合に休業手当などの一部を助成する制度で、新型コロナの影響を受けた事
業主に対しては、助成金の上限や助成率に特例措置が設けられています。具体的には、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の対象地域で、休業や営業
時間の短縮の要請に応じた事業主や、直近3か月の売り上げなどが、3年前までのいずれかの年と比べて30％以上減少している事業主を対象に▽助成金の上限
を一日当たり1万5000円に▽助成率は大企業・中小企業とも最大100％にそれぞれ引き上げています。またそれ以外の事業主も、▽助成金の上限を1日当たり
9000円に▽助成率を中小企業は最大90％、大企業は最大75％に引き上げています。こうした特例措置は来月末が期限となっていましたが、厚生労働省は厳しい
雇用情勢が続いているとして、今の内容のまま9月末まで3か月延長する方向で最終調整を進めていて、31日に審議会を開いて最終的な方針を決定することにし
ています。

ノーザンパシフィック航空、日本と韓国に11月就航へ　アンカレッジ拠点　　（5/28付　TRAICY）
ノーザンパシフィック航空は、2026年までの事業計画を明らかにした。日本と韓国には11月にも就航する。破産したアラスカの地域航空会社Ravnを買収し、社名を
ノーザンパシフィック航空に変更。アメリカン航空とユナイテッド航空から中古のボーイング757-200型機を調達し、アンカレッジを拠点にアジアや全米主要都市へ
の乗り入れを検討している。日本と韓国の国境開放やリベンジトラベル需要の獲得には絶好の機会としており、すでにアメリカ運輸省はら8機の運用権限を取得し
ているとした。アイスランド航空やコパ航空のようなハブ・アンド・スポークモデルを採用し、運賃は従来より最大25％少なく、燃料の削減も見込めるという。2021年
10月と11月、今年3月にすでに4機のボーイング757-200型機を調達済みで、5月には同型機8機の調達に合意。11月に3機、2023年5月に1機をアイスランド航空か
らウェットリースで調達する。アンカレッジ国際空港ノースターミナルも改修し、ラウンジも用意する。2026年までにドライリース機を含めて50機体制に拡大し、売上
高13億米ドル、最終利益1億2,000万米ドルを見込んでいる。将来的にはエアバスA321XLR型機などの導入を検討するとしたものの、運航コストはボーイング757-
200型機より安くなる一方で、導入コストが大きいことから機材の高稼働が必要になり、ボーイング757-200型機に優位性があるとしている。他社が同様にアンカ
レッジを拠点とする可能性は、空港スペースの都合上少ないとした。資金調達はあと1回実施を予定している。

インドネシアの新型コロナウイルス対応タスクフォースは5月18日、新型コロナウイルスのパンデミック時の海外旅行の保健プロトコルに関する通達を発出した。こ
れまで入国時に求めていた、出発前のPCR検査による陰性証明書の提示を同日から不要とした。これまでにインドネシアはワクチン接種完了者に対して入国時の
隔離を求めないなど、入国手続きの正常化を進めてきた。今回の通達により、事前のPCR検査不要となったため、外国人が入国時に必要な書類・対応は、（1）政
府指定アプリ「PeduliLindungi」（プドゥリリンドゥギ）のダウンロード、（2）ワクチン接種証明書、（3）海外医療保険加入書（新型コロナウイルス感染症の場合に、治療
費や緊急移送が必要になった際の経費が補償される内容のもの）の提示の3点となった。なお、ワクチン接種証明書についてはこれまでと変わらず、出発の少なく
とも14日前までに2回目のワクチン接種を受けたことを示すものとした。6～17歳の者、外交許可証などの保持者、限定滞在許可証（KITAS）または永住許可証
（KITAP）保持者で、ワクチンを受けていない外国人旅行者は、到着時に空港で行われるRT-PCR検査で陰性の結果が出た後、または2回目のRT-PCR検査で陰性
の結果が出た後に、検疫所でワクチン接種を受けられる。なお、ワクチン接種証明書の提示義務を免除されるのは以下の場合だ。大臣レベル以上の外国公務員
の公的／国家訪問に関連する外交ビザ・公用ビザを保持している外国人旅行者、厳格な健康プロトコルを実施しながら相互主義の原則に従ってインドネシアに入
国する外国人旅行者。ワクチン接種を受けておらず、国際線でインドネシア領外への旅行を続けるために国内旅行を予定している外国人旅行者は、輸送中に空港
エリアを離れない場合に限り、ワクチン接種証明書の提示は不要。ただし、地元の港湾保健局（KKP）によって国内旅行が許可されていることと、出発都市から目
的国への最終目的地までの航空券のスケジュールを示す必要がある。18歳未満の旅行者。新型コロナ感染歴があり、出発国の公立病院または保健当局が発行
する回復証明書を提示する旅行者ワクチンを接種できないような特別な健康状態、または併存疾患を伴う旅行者。ただし、出発国の公立病院が発行する、ワクチ
ンを接種できないことを示す診断書を提示する必要がある。

インドネシア入国手続き、事前のPCR検査が不要に   (5/31付　JETROビジネス短信)

ピーチ、運賃や手数料など引き上げ　コロナ長期化や原油高騰など影響　　（5/27付　TRICY）
ピーチ・アビエーションは、運賃や料金、手数料を6月7日午後10時以降販売分から改定すると発表した。新型コロナウイルスの感染拡大と長期化のほか、為替や
原油価格高騰の影響による運航コストの増加を反映したものとしている。運賃は、「シンプルピーチ」が最大3,500円、「バリューピーチ」が最大3,400円、「プライム
ピーチ」が最大3,480円の値上げとなる。値上げ率は最大22％、平均5.7％となる。これにより、「シンプルピーチ」の最低運賃は、東京/成田〜札幌/千歳線は現行よ
り500円増の4,990円から、大阪/関西〜鹿児島線は現行より1,000円増の4,590円からとなる。また、受託手荷物料金が150〜690円、座席指定料金（国内線）が50〜
240円、支払手数料が10〜40円、新規予約手数料（国内線）が200〜300円、手荷物優先返却オプションが100円、予約キープサービス（国内線）が100円、変更手数
料が200円値上げとなる。値上げ率は平均8.7％となる。

カンタス航空、東京/羽田〜シドニー線を9月12日再開　デイリー運航　　（5/27付　TRAICY）

政府は6月1日から、各国・地域での新型コロナウイルスの流行状況や、日本への流入状況などのリスク評価やワクチンの有効性を踏まえて3つのグループに分
け、水際措置を大きく緩和する。最もリスクが低い「青」区分の国・地域（98か国・地域）からの帰国・入国者には、3回目のワクチン接種の有無に関わらず、入国時
検査や入国後の自宅などでの待機を求めない。「黄」区分の国・地域（99か国・地域）からの帰国・入国者には、入国時検査を実施した上で、原則として7日間の自
宅などでの待機を求める。入国後3日目以降に自主的に受けた検査結果が陰性であれば、以降の待機を求めない。3回目のワクチン接種者は、入国時検査を実施
せず、入国後の自宅などでの待機を求めない。「赤」区分の国・地域（4か国・地域）からの帰国・入国者には、入国時検査を実施した上で、検疫所の確保する宿泊
施設での3日間の待機を求める。宿泊施設で受けた検査で陰性であれば、退所後の自宅などでの待機を求めない。3回目のワクチン接種者は、入国時検査を実施
した上で、原則として7日間の自宅などでの待機を求める。入国後3日目以降に自主的に受けた検査結果が陰性であれば、以降の待機を求めない。いずれも、出
国前検査は引き続き求める。入国時検査の対象者を流入リスクに応じて分類することで、空港での待ち時間を短縮でき、スムーズな入国ができるとしている。これ
により、8割以上の入国者には入国時検査と待機を求めないこととなる。

エア・カナダ、東京/成田〜モントリオール線再開　成田からカナダ3都市へ　　（6/4付　TRAICY）
エア・カナダは、東京/成田〜モントリオール線の運航を、2年2か月ぶりに再開した。東京/成田発、モントリオール発ともに火・土曜の週2便で再開し、9月7日以降
は週5便を運航する。機材はビジネスクラス20席、プレミアムエコノミー21席、エコノミークラス214席の計255席を配置したボーイング787-8型機か、ビジネスクラス30
席、プレミアムエコノミー21席、エコノミークラス247席の計298席を配置したボーイング787-9型機で運航する。再開初便の出発に合わせて開催したセレモニーで、
ワイス貴代アジア太平洋地区統括支社長は、「私どもエア･カナダは、国際線の拡充に勢力的に取り組んで参りましたが、コロナ禍において、多くの便を運休せざる
を得ませんでした。世界的に旅行需要が戻りつつある中、このタイミングでアジア発着としては唯一となるこのモントリオールへの直行便を戻すことは、エア・カナダ
の日本市場への期待を示すもの以外の何ものでもありません」と述べた。セレモニーでは機長と客室乗務員へ花束を贈呈し、乗客にはエア・カナダ特製のコース
ターとモントリオールのポストカードを記念にプレゼントした。
■ダイヤ：AC6　東京/成田（17：30）〜モントリオール（16：45）／火・土（6月4日～9月6日）、月・水・木・土・日（9月7日～10月29日）、AC5　モントリオール（13：40）〜
東京/成田（15：45+1）／火・土（6月4日～9月6日）、火・水・金・土・日（9月7日～10月29日）、AC22　東京/成田（17：30）〜トロント（16：20）／月・水・木・金・日（～9月
6日）、毎日（9月7日〜10月29日）、AC21　トロント（13：35）〜東京/成田（15：45+1）／月・水・木・金・日（～9月5日）、毎日（9月6日〜10月28日）、AC4　東京/成田
（16：50）〜バンクーバー（09：25）／毎日（〜10月29日）、AC3　バンクーバー（13：15）〜東京/成田（15：05+1）／毎日（〜10月28日）



カンタス航空、東京/羽田〜メルボルン・ブリスベン線開設　10月末から　　（5/27付　TRAICY）
カンタス航空は、東京/羽田〜メルボルン・ブリスベン線を10月末に開設する。東京/羽田〜メルボルン線は、東京/羽田発が月・火・木・土曜、メルボルン発が火・
水・金・日の週4便を、10月30日から運航する。当初は東京/成田発着から移管する形で、2020年3月29日に開設を予定していた。東京/羽田〜ブリスベン線は、東
京/羽田発が水・金・日曜、ブリスベン発が月・木・土曜の週3便を、10月31日から運航する。9月12日からは、東京/羽田〜シドニー線の運航を1日1便で再開すると
発表している。機材はいずれも、エアバスA330-200型機を使用する。
■ダイヤ：QF80　東京/羽田（21：30）〜メルボルン（10：00+1）／月・火・木・土、QF79　メルボルン（11：30）〜東京/羽田（20：00）／火・水・金・日、QF62　東京/羽田
（21：30）〜ブリスベン（07：35+1）／水・金・日、QF61　ブリスベン（11：40）〜東京/羽田（20：00）／月・木・土

ユナイテッド航空、大阪/関西〜グアム線の運航再開　7月1日から週3便　　（5/26付　TRAICY）
ユナイテッド航空は、大阪/関西〜グアム線の運航を、7月1日から週3便で再開する。機材はビジネスクラスを16席、エコノミークラスを150席配置した、ボーイング
737-800型機を使用し、水・金・日曜の週3便を運航する。この他に、東京/成田〜グアム線も6月4日から週11便、7月1日から週14便にそれぞれ増便する。朝便を水
曜を除く週6便、夕方便を1日1便、夜便を日曜の週1便、いずれもボーイング737-800型機を使用して運航する。これにより、日本とグアムを結ぶ路線は7月1日以
降、2路線週17便に増える。
■ダイヤ: UA150　大阪/関西（11：50）〜グアム（15：55）／水・金・日、UA151　グアム（07：20）〜大阪/関西（10：10）／水・金・日

キャセイパシフィック航空、東京/成田〜香港線の運航拡大　7月は週3.5往復　　（5/25付　TRAICY）
キャセイパシフィック航空は、東京/成田〜香港線の運航を、7月から大幅に拡大する。5月は東京/成田発3便、香港発6便の計9便、6月は東京/成田発8便、香港
発10便の計18便の運航にとどまっていた。7月は、東京/成田発のCX505便を火・木・金曜と27日・30日（29日は除く）、香港発のCX520便を火・木・金曜と30日、
CX500便を土曜（30日は除く）に運航する。
■ダイヤ：CX505　東京/成田（18：15）〜香港（22：20）／火・木・金（7月1日〜31日、29日を除く）、7月27日・30日、CX520　香港（11：30）〜東京/成田（16：35）／火・
木・金（7月1日〜31日）、7月30日、CX500　香港（16：00）〜東京/成田（21：10）／土（7月1日〜31日、30日を除く）

米国税関国境保護局（CBP）は5月24日、電子渡航認証システム（ESTA）申請料を5月26日以降の申請分から、21ドルに値上げすると発表した（現行14ドル）。ESTA
は2009年1月に導入された制度で、査証（ビザ）免除プログラム（VWP）が認める日本を含む40カ国の国民に対して、米国に短期商用・観光などで90日以内の滞在
を目的に旅行する場合（乗り継ぎを含む）、ビザの取得を免除するもの。事前にオンラインでの申請・承認取得が必要であり、2010年9月以降、申請料は14ドルに設
定されていた。この度、2018年と2020年に成立した法律に基づき、この申請料が21ドルに引き上げられるとともに、2027年まで継続することが決定された。CBPは5
月26日以降、値上げ後の申請料を徴収するとしている。それより前に承認が下りているESTAを保持している場合は、現時点で再申請は不要としている。なお、
ESTAの有効期限が2年間である点に変更はない。

ユナイテッド航空、東京/成田〜グアム線増便　7月1日から週14便　　（5/26付　TRAICY）
ユナイテッド航空は、東京/成田〜グアム線を増便する。現在は週9便を運航しているものの、6月4日から週11便、7月1日から週14便にそれぞれ増便する。朝便を
水曜を除く週6便、夕方便を1日1便、夜便を日曜の週1便、運航する。機材はビジネスクラスを16席、エコノミークラスを150席の計166席を配置した、ボーイング737-
800型機を使用する。
■ダイヤ：UA827　東京/成田（11：00）〜グアム（15：55）／月・火・木・金・土・日、UA197　東京/成田（17：00）〜グアム（21：55）／毎日、UA874　東京/成田（21：05）
〜グアム（01：45+1）／日、UA826　グアム（07：00）〜東京/成田（09：55）／月・火・水・木・金・土・日、UA196　グアム（12：30）〜東京/成田（15：25）／毎日、UA873
グアム（17：00）〜東京/成田（19：55）／日

キャセイパシフィック航空、大阪/関西〜香港線の運航拡大　7月から週2便　　（5/26付　TRAICY）
キャセイパシフィック航空は、大阪/関西〜香港線の運航を、7月から週2便に拡大する。大阪/関西発のCX503便を金・土曜の週2便、香港発のCX506便を土曜、
CX502便を金曜の各週1便運航する。これにより、大阪/関西発は21都市へ、大阪/関西着は15都市から香港経由での乗り継ぎができる。
■ダイヤ：CX503　大阪/関西（22：05）〜香港（01：10+1）／金・土（7月1日〜31日）、CX506　香港（10：20）〜大阪/関西（15：15）／土（7月1日〜31日）、CX502　香港
（16：00）〜大阪/関西（20：55）／金（7月1日〜31日）

2年半ぶり中部―ホノルル定期便　JAL、入国制限の緩和で　　（5/26付　日本経済新聞）
日本航空（JAL）は26日、8月に中部国際空港と米ハワイ・ホノルルを結ぶ定期便を再開すると発表した。中部空港でホノルル線が定期便として再開するのは2020
年3月以来、約2年半ぶり。政府は新型コロナウイルスによる入国制限を緩和する方向で動いており、JALも夏の観光シーズンに合わせ同社が「牙城」とするハワイ
路線を再開する。ホノルル線のような観光需要がメインの路線が中部空港で定期便として再開するのはコロナ禍後初めて。8月1日から週約2便を運航する。使用
する機材は米ボーイングの中型機「767-300」で席数は199。ホノルル線を含むハワイ路線は同社の国際線の主要路線の一つで日本の航空会社では長年旅客数
シェア首位を保ってきた。コロナ禍前は中部空港から毎日1往復運航していた。JALは21年12月から22年1月、ホノルル線で臨時便を運航した。その後、新型コロナ
の感染拡大で、定期便再開には至らなかった。JALは政府の入国制限の緩和を前提に夏の旅行シーズンに向けてホノルル線を再び就航させ、国際線復活の象徴
としたい考えだ。

米国渡航者のESTA申請料が21ドルに値上げ、5月26日以降の申請から　　（5/26付　JETROビジネス短信）

在日中国大使館は5月19日、日本から中国への渡航者に対し、新型コロナウイルスにかかる水際対策として、渡航前に義務付けるPCR検査などの措置の変更を
発表した。現在実施を求めている「搭乗予定日7日前のPCR検査」を廃止し、搭乗予定日の2日前と出発時刻の24時間以内の計2回のPCR検査、また出発時刻の
12時間以内の「迅速抗原検査」（注1）を義務付ける。変更後の措置は5月30日（当日含む）の渡航から適用する。1回目のPCR検査は指定検査機関（注2）での受診
が求められ、2回目のPCR検査は12カ所の特別指定検査機関（注3）かつ1回目と異なる検査機関で受診しなければならない。計2回のPCR検査の検査報告書を取
得後に健康コードを申請する。さらに、出発時刻の12時間以内に指定検査機関で「迅速抗原検査」を行い、その検査報告書を取得する（ただし、出発時刻が午後1
時以前のフライトの場合は、搭乗日前日の午後1時以降の検査を認める）。同報告書は健康コード申請時に提出する必要はないが、搭乗時に航空会社が確認す
る。在日中国大使館は、変更後の措置に沿った手続きフローとして、以下のケース（未感染者で、搭乗予定日が6月6日午前9時15分の場合）を例示している。　6月
4日に1回目のPCR検査を受検、6月5日午前9時15分以降に2回目のPCR検査を受検、上記2回の検査報告書を入手後、6月5日午後6時までに健康コードを申請、6
月5日午後1時以降に「迅速抗原検査」を受検、6月6日にグリーン健康コードと「迅速抗体検査」陰性報告書を持参し搭乗手続き。なお、発表では、新型コロナウイ
ルスの既感染者や濃厚接触者となった場合についても、必要な手続きフローを示している。（注1）ウイルスが持つタンパク質などの抗原を検出する検査方法。PCR
検査よりも精度が劣るものの、短時間（30分程度）で結果を示すことができる。（注2、3）これらの検査は必ず在日中国大使館・総領事館が指定する検査機関で行う
必要がある。同大使館管轄地域の東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県の指定検査機関、12カ所の特別指定
検査機関のリスト、措置の詳細は在日中国大使館のホームページで確認できる。各総領事館管轄地域の指定検査機関は各総領事館に確認が必要。

韓国入国　きょうから迅速抗原検査の陰性証明書でも可能に　　（5/23付　ソウル聯合ニュース）
23日以降に韓国に入国する人は、新型コロナウイルス検査の陰性証明書として24時間以内に受けた専門家（医療機関）用の迅速抗原検査（RAT検査）の陰性証
明書を提出することができる。これまで韓国入国時に提出が求められる陰性証明書は、48時間以内に受けたPCR検査しか認められていなかった。韓国政府は、海
外でPCR検査に替えてRAT検査を実施するようになりPCR検査を受けにくいこと、費用負担も大きいことを考慮し、RAT検査の陰性証明書も認めることにした。ただ
し、自宅でできる検査キットではなく、専門家が検査して証明書を発行するRAT検査の結果だけを認める。政府はまた、療養型病院・施設での直接対面による面会
を23日以降も当面認めることにした。新型コロナの新規感染者数の減少を受け、先月30日から今月22日までの予定で一時的に許可していた。直接面会の対象
は、面会者と入院・入所者の双方が新型コロナワクチン接種を済ませているか、最近感染し隔離期間が解除された場合に限っていた。23日からは、副作用が懸念
されるなどワクチン接種を受けることが難しい未接種の面会者も面会が可能になる。入院・入所者が未接種の場合は、院長・施設長が主治医などから意見を聞い
た上で面会を認めるか判断する。

（韓国）観光などを目的とした短期訪問ビザ（C-3）の発給、6月1日から再開　　（5/23付　JETROビジネス短信）
韓国法務部は5月19日、新型コロナウィルス感染拡大に伴う水際対策として、2020年4月13日以降暫定的に中断していた外国人観光客などを対象とした短期訪問
（C-3、注1）ビザの発給を6月1日から再開すると発表した。具体的には、一般国家（Level 1）に分類される国・地域からの外国人を対象に、短期訪問（C-3）ビザの
発給とオンラインを通じたビザの発給を再開する。また、2020年4月13日付で停止となった複数回の入国を可能とする短期滞在ビザの場合、2020年4月5日以前に
発給されたビザで残存有効期間があれば、別途の措置を要せず使用可能とした。なお、防疫当局が注意国家（Level 2）として分類した国からの外国人の場合は、
これまでと同様、人道的な事由など必須目的による訪問者に限り、ビザの申請が可能となる。今回の措置は、感染状況によって変わる可能性もある。
（注1）市場調査、商談などのビジネス活動、観光、医療観光、親戚訪問、会議参加などの目的で90日以内の滞在に対し発給（詳細は在日本の韓国領事館ウェブサ
イトを参照）。（注2）5月現在、注意国家（Level 2）に指定された国・地域はない。

在日中国大使館、出発時刻12時間以内の「迅速抗原検査」を義務付け　　（5/20付　JETROビジネス短信）



遠鉄バス、中部国際空港直行バス「e-wing」を8月1日から運行再開　　（6/29付　TRAICY）

ニュージーランド航空、成田7月増便　週3往復に、入国制限撤廃で    （5/9付　Aviation Wire）
ニュージーランド航空（ANZ/NZ）は7月から、オークランド－成田線を週3往復に増便する。ニュージーランド政府が、日本などビザ免除国からの旅行者に対する入
国制限を撤廃したことによるもの。同路線は現在週1往復で、オークランド発を木曜、成田発を土曜に運航している。増便は現地時間7月5日からで、往復とも火曜と
木曜、土曜に設定する。運航スケジュールは各日共通で、成田行きNZ99便はオークランドを午前8時50分に出発し、午後4時50分着。オークランド行きNZ90便は午
後6時30分に成田を出発し、翌日午前8時5分に到着する。ニュージーランドが夏時間に切り替わる9月25日以降は発着が1時間遅くなる。成田の着発時間は変わら
ない。機材は従来通りボーイング787-9型機を投入。5月9日からの機内安全ビデオは、ニュージーランドの先住民族・マオリをテーマにした「マオリの神話」を放映
する。ニュージーランド政府は5月2日から、入国制限を撤廃。渡航前に新型コロナウイルスのワクチン接種を2回以上済ませ、陰性証明を保有している場合、隔離
なしでニュージーランドへ入国できるようになった。

マレーシア航空、羽田8月就航へ　週2往復、A330で　　（5/23付　Aviation Wire）
マレーシア航空（MAS/MH）は現地時間8月14日に、クアラルンプール－羽田線を就航する。週2往復運航で、同社4路線目の日本路線となる。運航日はクアラルン
プール発が日曜と水曜で、深夜に出発する羽田発は月曜と木曜。10月29日までの夏ダイヤ期間中の運航スケジュールは、羽田行きMH36便がクアラルンプールを
午後2時45分に出発し、午後10時35分に着く。クアラルンプール行きMH37便は午前0時25分に羽田を出発し、午前6時15分に到着する。機材はエアバスA330-300
型機（2クラス290席）を投入する。ビジネスクラスは27席、エコノミーは263席で、エコノミーのうち16席は足もとが広い「エクストラレッグルーム」となる。同社の日本
路線は、クアラルンプール－成田・関西線、運休中のコタキナバル－成田線の3路線で、羽田就航により4路線に拡大する。

JAL、ロシア2路線を9月末まで運休　　（5/23付　TRAICY）
日本航空（JAL）は、東京/羽田〜モスクワ線と東京/成田〜ウラジオストク線のロシア2路線を、9月30日まで運休することを決めた。東京/羽田〜モスクワ線は、
2021年4月22日に開設。当初はモスクワの発着空港をシェレメチェボに移転し、2020年3月29日に開設を予定していたものの、新型コロナウイルスの影響で延期し
ていた。延期している間、ヘルシンキ経由の臨時便として運航していた。東京/成田〜ウラジオストク線は、2020年2月28日に開設。開設直後から、新型コロナウイ
ルスの影響で運休していた。ロシア領空の迂回に伴い、欧州路線で運休や減便を行っていたものの、5月8日から全路線の運航を再開している。

中部国際空港、「レンタカー満タン返し不要キャンペーン」を7月21日まで実施　仙台・秋田・新潟行に搭乗で
（6/1付　TRAICY）

中部国際空港は、「Fly＆Drive！レンタカー満タン返し不要キャンペーン」を実施している。対象者は、名古屋/中部発仙台・秋田・新潟行きのいずれかを利用した
人。到着地のトヨタレンタカー対象店舗で、出発同日に借り受けたレンタカーを返却する際、ガソリン満タン返しを不要とする。対象店舗は、トヨタレンタカー仙台空
港店・秋田空港店・新潟空港店。期間は5月27日貸出分から7月21日返却分まで。キャンペーンを利用するには、借用時に利用を申し出て、名古屋/中部発発の搭
乗券とオンラインアンケート回答完了のメール画面を提示する必要がある。なお、同一店舗での貸出と返却の場合のみ対象になる。

国内5空港で運用中の「ファストトラック」、申請締め切りを到着予定6時間前までに短縮　　（5/4付　TRAICY）
外務省は、国内5空港で運用している「ファストトラック」の事前審査の申請締め切り時間を、4月27日午前10時から短縮した。これまでは、日本到着予定時刻の16
時間前までに申請が必要だったものの、6時間前に変更となった。これにより、さらに多くの渡航者がファストトラックをご利用いただけるようになるため、従来よりも
スムーズな入国が可能になるとしている。「ファストトラック」は、MySOSアプリから質問票、誓約書、ワクチン接種証明書を事前に登録することで、入国時の検疫手
続きをスムーズに通過できるもの。審査が完了している場合には画面が緑色になり、画面を見せるだけで審査を終えることができる。

【カンボジア】陰性証明書不要も、乗り継ぎ地の規則に注意　　（5/2付　JETROビジネス短信）
4月28日時点の情報に基づき、ジェトロが整理したところ、カンボジアの入国に必要な書類や入国後の手続き、行動制限などは以下のとおり。（1）入国前に準備す
べき書類・手続きなど　　新型コロナウイルスのワクチン接種が完了している場合、ワクチン接種カードもしくは証明書の提示が求められる。一方、ワクチン接種が
完了していない場合は、カンボジア保健省が指定するホテルでの7日間の隔離が求められるため、同ホテルの予約確認書を携行しなければならない。なお、3月17
日以降、それまで入国時に必要とされていた、カンボジア到着前72時間以内のPCR検査に基づく新型コロナ陰性証明書の提出、および到着後に求められていた
抗原検査の受検は廃止されている。（2）入国手続きの手順　　3月17日以降、全ての渡航者（空路、陸路および海路）に対してアライバルビザ（到着時に取得できる
ビザ）の受け付けが再開されている。4月27日にカンボジアに入国した邦人（ワクチン接種完了）は、「カンボジア到着後、入国審査カウンターでパスポートとワクチ
ン接種証明書を提示すれば、それ以外の手続きはなく、行動制限もない。空港から市内までの移動は、公共交通機関、タクシー、ライドシェアサービスの利用が可
能だった」とコメントした。（3）入国後の必要手続き・行動制限　　ワクチン接種が完了している場合、ワクチン接種証明書の提示以外の入国後の手続きや行動制限
は廃止された。他方、ワクチン接種が完了していない場合、保健省指定のホテルで7日間の隔離が求められる。7日目に抗原検査を行い、陰性であればホテルから
退去することができる。また、4月26日以降は、カンボジア全土でマスク着用義務が廃止された。これを受けて、プノンペン市内ではマスクを着用しない市民が増え
つつあるが、大半の市民は、感染防止への警戒感から依然としてマスクを着用している。（4）留意点など　　在カンボジア日本大使館は、新型コロナウイルス陰性
証明書について、カンボジア入国時の提出義務は廃止されたが、乗り継ぎ地の規則・法令により提示が求められる可能性があるため、航空会社などへの事前確
認が必要とした（2022年4月28日現在、日本・カンボジア間の直行便は再開されていない）。なお、保健省は新型コロナウイルスに感染した場合の治療費をカバー
する保険の加入と、カンボジア到着前72時間以内の抗原検査の受検を推奨している。

遠州鉄道は、中部国際空港直行バス「e-wing」を8月1日から運行再開する。2020年4月11日から、新型コロナウイルス感染拡大の影響により全便運休していた。現
在、中部国際空港の国内線便数はコロナ禍以前の8割程度まで回復し、国際線についても少しずつ復便の兆しが見えていることから再開に至った。まずは、8月1
日から9月30日まで、浜松駅～中部国際空港間のみ1日8往復を運行する。磐田方面の運行便は引き続き運休する。10月1日以降の運行については、利用状況を
ものに再検討し、後日公表する。大人片道運賃は浜松駅・コンコルド浜松駅前・ヤマハ前発着が3,200円、本田技研・浜松西IC駐車場発着が3,000円、東名三ヶ日
発着が2,600円、東名豊川・東名音羽発着が2,000円。小人半額。予約受付開始日は7月19日を予定する。

JAL、羽田発着国際線でエスコートサービス　1グループ1万円　　（5/2付　TRAICY）
日本航空（JAL）は、羽田空港発着の国際線利用者向けに、係員が同行してサポートするサービスを有料で提供する。出発時には待ち合わせ場所で出迎え、搭乗
手続きと保安検査場、出国手続き、到着時には飛行機の側で出迎え、到着ロビーまで係員が同行する。料金は出発・到着ともに10,000円。対象者はJAL国際線航
空券（131で始まる航空券）か、JAL運航のJAL便名の国際線定期便利用者。1グループにつき最大5人まで申し込める。申し込み方法は、便出発の24時間前まで
は指定メールアドレス宛に空メールを送信、出発の24時間前以降はカウンターで係員に申し出る必要がある。マイルとFLY ONポイントの積算対象外となる。

（ニュージーランド）8月1日から国境を全面再開　　（5/12付　JETROビジネス短信）
ニュージーランドのジャシンダ・アーダーン首相は5月11日、10月に予定していた国境の全面再開を前倒しし、7月31日午後11時59分より全ての国からの渡航者に
対して入国を許可すると発表した。また、国内での労働者不足に対処するため、就労ビザの対象職種を拡大し、7月4日より申請の受付を開始するとした。ニュー
ジーランド政府は入国規制の緩和を段階的に進めており、4月13日からはオーストラリア国民や永住者を対象に、また5月2日からは日本を含むビザ免除国からの
渡航者などを対象に、受け入れを再開した。ただし、入国にあたっては引き続き、新型コロナウイルスワクチンの接種完了とともに、出発前の陰性証明が必要にな
る。5月11日時点の情報に基づき、ジェトロが整理したところ、ニュージーランドへの入国手続きは以下のとおり。入国前には、ニュージーランド渡航者申告システム
（New Zealand Traveller Declaration）での申告が必要となり、出発の28日前からウェブサイトで必要事項を入力することができる。申告の際は、ワクチン接種証明
書のほか、出発前の陰性証明（出発前48時間以内のPCR検査、あるいは出発前24時間以内の医療機関での迅速抗原検査（RAT）または遺伝子検査（LAMP）のい
ずれか）が必要となる。申告完了後、QRコードが付いた渡航パスがメールで交付され、搭乗前や入国時に提示する必要がある。なお、日本からの観光やビジネス
目的の短期渡航については、NZeTA（電子渡航証）の申請が必要となっている。入国後、ワクチン接種完了者は隔離する必要はないが、到着時に配布されるRAT
キットを用いて、到着日と到着後5～6日目に検査し、結果を報告する必要がある。陽性の場合は、PCR検査の受検とともに、7日間の自宅隔離が課される。また、
入国後の行動制限は、新型コロナ対策の信号システムの設定によって異なる。現在はオレンジに設定されており、飲食店などは利用可能だが、公共交通機関や
公共施設、小売店などの屋内施設ではマスクの着用が義務付けられている。

ベトジェットエア、名古屋/中部・福岡〜ハノイ線を7月開設　　（5/12付　TRAICY）
ベトジェットエアは、名古屋/中部・福岡〜ハノイ線を開設すると発表した。福岡〜ハノイ線は7月2日から火・木・土曜の週3便、名古屋/中部〜ハノイ線は7月3日か
ら月・水・金・日曜の週4便を運航する。すでに、福岡〜バンコク線を7月15日に開設することを発表している。いずれも航空券の販売を開始しており、片道384,000ド
ン（約2,200円）から販売している。諸税は別途必要となる。ベトジェット航空のグエン・タイン・ソン副社長は、「弊社は、パンデミック以前にすでにベトナムと日本を結
ぶ直行便を5便運航しておりました。既存路線の再開に続き、ハノイとバンコクから福岡と名古屋への新サービスにより、今後は、ベトナムとタイと日本を結ぶ最大8
本の直行便をご提供することとなります」とコメントした。
■ダイヤ：　VJ929　名古屋/中部（09：25）〜ハノイ（12：50）／月・水・金・日、VJ928　ハノイ（01：05）〜名古屋/中部（08：00）／月・水・金・日、VJ959　福岡（09：15）〜
ハノイ（11：45）／火・木・土、VJ958　ハノイ（01：50）〜福岡（08：05）／火・木・土



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。

（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

中部国際空港と航空会社10社、空の旅に関するウェブサイト開設　　（TRAICY　4/12付）
中部国際空港と国内線就航航空会社10社は、空の旅に関するウェブサイト「空をわたると、そこには」を開設した。長引くコロナ禍で縁遠くなった空の旅を思い出し
てもらい、再び空の旅に出ることを後押しすることを目的としており、学び・交流・発見をキーワードとした観光情報や、就航する航空会社からのメッセージを掲載し
ている。開設を記念し、「旅の思い出」や「これから旅行でやってみたいこと」など空の旅に関するメッセージを募集するSNSキャンペーンを、4月11日から22日まで
実施する。Twitterで「空の旅に関するメッセージ」を投稿した人の中から抽選で30名に、航空会社グッズをプレゼントする。

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】

中部国際空港ＰＣＲ検査センター　　（セントレアホームページ）　　


