
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 -

小松 台北 157/158 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 10/29まで

富山 台北 171/170 運休 10/29まで

533/532 運休 11/30まで

539/536 運休 11/30まで

台北・香港 531/530 運休 11/30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 10/31まで

上海 883/884 運休 10/31まで

天津 841/840 運休 10/31まで 成田/天津（土）の週1便運航

ホノルル 794/793

744/743 運休 8/31まで

742/741

プサン 754/753 運休 8/31まで 成田発着　9/2より（水金日）の週3便運航

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 - サマースケジュール期間中　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 －

マニラ 437/438

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 － （月金）の週2便運航

172/171 運休 － 成田発着 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 9/30まで

1601/1602 運休 9/30まで

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

080/079
成田発 毎日運航

中国南方航空

フィンエアー

中部

チェジュ航空

日本航空

中部アシアナ航空

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）、10/1～11/30

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

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
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CA

CI

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

8/29まで（水金）の週2便、8/30～9/30まで（火水金）の週3便 運航予定

羽田/台北(松山) 火木日 週3便 運航

中部 ヘルシンキ

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

8/31まで（月火水金土日）週6便、9/1～毎日 運航予定

8/31まで（水木土日）の週4便 運航

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

香港

中部

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
タイ国際航空

シンガポール航空

グァム

TG

UA

中部

バンコク

中部

成田発　毎日、羽田発　毎日、関空発 毎日、福岡発 （木土）の週2便　運航

中部

8/16まで（水金土日）週4便、8/17～10/29まで（水金）の週2便運航予定
※9/5（月）、19（月）追加運航

（水土日）の週3便 運航 　　 

VN

ソウル7C 中部

8/31まで（火水木土日）の週5便運航

10/29まで（月火木土）の週4便運航

ベトナム航空

CX キャセイパシフィック航空 中部

成田発着、関空発着の12/1～1/31までの香港便に関しましては別途お問い合わせください

運航日はお問い合わせください

LCC

成田発着 （水土日）の週3便、関空発着9/15、19、22、26運航予定

（月水金日）の週4便にて運航　

KE



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 8/31まで

ジャカルタ 889/888 運休 8/31まで

デンパサール 883/882 運休 8/31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

NEWS  &  INFORMATION

関西

GA

成田発　8/28まで（火木）の週2便、8/29～10/29（火木土）の週3便
オークランド発　8/28まで（火土）、8/29～10/29まで（火木土）の週3便

成田発直行便として10/30まで（月水金）の週3便 運航予定

 （火水木金土） 週5便運航

毎日運航

関西

8/31まで（火木土）の週3便運航

8/31まで毎日運航

5J 8/31まで（月水木金日）の週5便運航セブパシフィック航空

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

8/31まで HND/JKT（木土）発 、JKT/HND（水金）発の週2便 運航

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）

中国着の国際航空便、コロナ陽性発生時の運航停止期間を短縮    (8/8付　ロイター)
中国は７日から、同国に向かう国際航空機で新型コロナウイルス検査の陽性者が出た場合の運航停止期間を短縮した。航空当局は７日に発表した声明で、中
国到着便の旅客の４％が陽性だった場合は１週間、８％が陽性だった場合は２週間、その路線の運航を停止する。１０人以上の旅客が陽性となった場合は、４週
間の停止となる。これまでは、陽性者５人で路線が２週間停止されていた。

エミレーツ航空、ドバイ〜テルアビブ線を増便　10月30日からダブルデイリー　　(8/5付　TRAICY）
エミレーツ航空は、ドバイ〜テルアビブ線を10月30日から1日2便に増便する。ドバイ、テルアビブともに午前中に発着する便を増便することで、オークランド、ブリ
スベン、パース、バリ、ソウル、シンガポール、インドなどへの接続も強化する。機材はボーイング777-300ER型機を使用する。エミレーツ航空は、ドバイ〜テルア
ビブ線を6月23日に就航し、イスラエルへ初めて乗り入れた。
■ダイヤ：　EK933　ドバイ（08：15）〜テルアビブ（09：50）、EK934　テルアビブ（11：50）〜ドバイ（16：50）

（中国）全土でPCR検査結果の相互認証を推進、省・市またぐ移動の利便性向上へ　　（8/4付　JETROビジネス短信）
中国国務院は7月29日、「新型コロナウイルPCR検査結果ノ全国相互認証のさらなる推進に関する通知」を発表した。これまで省や市をまたぐ移動では、出発地
で受けたPCR検査の結果が到着地で無効とされ、到着地であらためてPCR検査を受けることが求められるケースがあった。今回の通知は、国内のPCR検査結果
の相互認証を進め、移動の利便性向上を図ることを目的としている。主な内容は以下のとおり。各地域の健康コードのほか、スマートフォンの各種アプリケーショ
ン、検査機関のウェブサイト上などで提示される、または紙面によるPCR検査の結果は、各地域の防疫政策によって定めた有効時間内である限り、全て同等に
効力を有するものとして扱う。各地域で健康コードなどを確認する際には、これら全てを認めるべき。到着先でPCR検査を受けていないことなどを理由に、通行や
公共の場への入場、公共交通機関の利用を拒絶してはならない。（出発地で受けているにもかかわらず）重複して到着先でPCR検査を受けることを要求してはな
らない。同通知の内容について速やかに実行に移すよう各地域に求める。国務院新型コロナウイルス防疫メカニズム総合チームは関連部門とともに監督、指導
を強化する。通知発表後に依然としてPCR検査結果の相互認証を認めず、悪影響を及ぼしている地域について通報する。また、8月1日付の「央視網」の報道に
よると、幾つかの地域の健康コードでは、他省でのPCR検査結果も検索可能となるなど、地域間の相互認証を進める事例がみられる。例えば、上海市の健康
コードでは江蘇省や浙江省、安徽省のPCR検査結果、広東省の健康コードでは隣の湖南省のPCR検査結果がそれぞれ検索可能となった。

ガラガラの金浦－羽田線、高運賃・PCR検査がハードルに　　（8/4付　朝鮮日報）
韓国と日本の首都を結ぶ金浦－羽田間の航空路線が運航を再開して1カ月が過ぎたが、航空会社は座席を半分も埋められずにいる。新型コロナ流行前に比
べ、航空券の価格が2倍近くに値上がりしたほか、ビザ発給手続きに2－3週間を要する点などが原因に挙げられる。出入国時ににＰＣＲ検査を受けなければなら
ないことも旅行客には負担だ。韓国国土交通部の航空情報ポータルシステムによると、大韓航空は金浦－羽田線が再開された6月29日から7月29日までの1カ
月間、26便を運航し、2303人を輸送した。1便当たりの乗客は89人だった計算だが、同社が羽田線に投入しているエアバスA330－200型旅客機（218席）、ボーイ
ング737－900ER型旅客機（173席）の座席数に比べると搭乗率は40－50％だ。同じ期間にアシアナ航空はA330-300（290－298席）を投入し、1便当たり89人を輸
送し、搭乗率は34％だった。金浦－羽田線は6月29日、コロナの影響で運航が中断された2020年3月から2年3カ月ぶりに運航を再開した。過去には年間205万人
が利用し、平均搭乗率が98％に達する「黄金路線」だった。両空港ともソウル・東京の都心まで30分で移動でき、出張などビジネス目的の乗客が多いのが特徴
だ。搭乗率が伸び悩む背景には、航空運賃の高さがあるとみられている。7日後に戻ってくる大韓航空の往復航空券の価格は、燃油サーチャージを含め70万
ウォン（約7万1800円）で、同じ条件の仁川－フィリピン・セブ線の往復航空券価格とほぼ同じだ。コロナ前には30万－40万ウォンだったわけで、2倍も割高だ。ビ
ザ発給の困難さも原因だ。日本は今年6月から外国人観光客の入国を許可したが、添乗員が同行する旅行会社の団体観光だけが可能だ。自由旅行による観光
目的での入国はまだできない。旅行会社関係者は「自由旅行ができないという日本政府の指針が発表された後、日本旅行商品の予約をキャンセルするケース
が多かった」と話した。団体観光ビザの発給にも2－3週間が必要だという。 　出入国時にPCR検査を受けなければならない点も負担だ。日本は入国前72時間以
内に受けたPCR検査による陰性証明を要求しており、韓国も入国時24時間以内の抗原検査または48時間以内のPCR検査による陰性証明を要求している。もし
日本で陽性判定を受け、症状がある場合、10日間の隔離を受けるが、発生する宿泊費、食費、航空券の再発行費用などはすべて個人が負担しなければならな
い。航空・観光業界は、以前のようなノービザ制度が再開されなければ、旅行需要は回復しないとみている。7月18日に日本を訪れた韓国の朴振（パク・チン）外
交部長官は「日本側もノービザ入国が必要だという点で一致した」としたが、「いつどのような方式で実施するかについては今後協議する」と述べるにとどめた。
業界関係者は「日本国内の自由旅行が難しいという点が最も大きな障害となっている。ビザなし制度さえ再開されれば、日本への旅行需要は爆発的に増えると

韓国 8月限定ビザなし渡航認める　日本や台湾の観光客に　　（8/3付　NHK）
韓国政府は外国人観光客の増加を促そうと、日本や台湾などからの観光客を対象に8月に限り、ビザなしの渡航を認めることになりました。これは外国人観光客
の誘致を図るソウル市が韓国法務省や保健当局などと協議した結果として8月3日、発表しました。それによりますと、新型コロナウイルスの感染拡大前に、韓国
への旅行客が特に多かった日本と台湾、それにマカオからの観光客は、8月31日までに限り、観光ビザを取得することなく韓国を訪れることができるということで
す。韓国政府は、2020年3月から日本に対するビザの免除を停止していて、期間限定ではあるものの、およそ2年5か月ぶりにビザなしの渡航が再開することにな
ります。ただ、韓国への入国の際には、新型コロナの陰性証明書が必要なほか、出発の72時間前までに電子渡航認証システムで承認を受ける必要があります。
韓国では新型コロナの新規感染者が再び増加傾向にあり、ソウル市や保健当局では外国人の入場を見込んでいるK-POPコンサートの入場客を定員の50％ま
でに制限するなど徹底した感染対策をとるとしています。

（フランス）8月1日付で衛生パスと新型コロナ関連の入国規制を廃止　　（8/3付　JETROビジネス）
フランスで新型コロナウイルス感染症の拡大に対応するために導入した特別措置を終了する法律が8月1日に施行された。これにより、これまで医療機関や高齢
者施設を訪問する際に提示を求められていた衛生パス（注）が廃止された。医療機関や高齢者施設でのマスク着用義務も8月1日付で解除された。ただし、政府
は、こうした施設では引き続きマスク着用が強く奨励されるとしている。高齢者や病弱な人に対しても、密閉空間や混雑した場所、大規模な集会でのマスク着用
を奨励した。同法により新型コロナ感染症に関わる入国規制も8月1日付で全廃された。フランスへの渡航者はいかなる国・地域からでも入国時にワクチン接種
証明や陰性証明などの入国書類を提示する必要はなくなった。ただし、今回の法律によって政府は、2023年1月31日までの期限付きで、新型コロナウイルスの新
たな変異株が出現し、これが拡大して衛生上深刻な脅威となる可能性がある場合、12歳以上の渡航者に陰性証明の提示を求める措置をデクレ（政令）で最大2
カ月にわたって実施する権限を与えられた。感染者や濃厚接触者に関わる自主隔離のルールに変更はなかった。フランスでは、6月に到来した新型コロナウイ
ルス感染の第7波はここにきて収束に向かっている。1日当たりの新規感染者数（政府の新型コロナ接触追跡アプリ）は7月5日に20万人を超えるピークだった後、
緩やかな減少に転じ、31日には3万1,500人となった。政府は4回目のワクチン追加接種について、1月28日から免疫不全症疾患者、3月14日からは80歳以上の高
齢者と高齢者施設の入居者に推奨していたが、4月7日に3回目接種から6ヶ月以上経った60～79歳に対象を広げた。7月29日におけるワクチンの4回目接種率は
80歳以上で32.5％だった。（注）ワクチン接種証明書、24時間以内のPCR検査または抗原検査の陰性証明書、回復証明書のいずれか。



（マレーシア）8月から新型コロナ入国規制を再緩和、トラベラーズカード不要に   (8/1付　JETROビジネス短信)
マレーシア保健省は7月30日、新型コロナウイルス感染症に関わる入国規制を一段と緩和すると発表した。マレーシアへの入国に先立ち、政府の新型コロナ対
策アプリ「MySejahtera」（マイセジャテラ）内で発行するトラベラーズカードについて、8月1日以降は取得を不要とした。トラベラーズカードは、4月の国境開放に際
して新規導入された手続きで、アプリ内の出国前フォームに必要事項を記入すると、電子的に発行される仕組みだった。5月1日以降、ワクチン接種完了者に関し
ては全ての検査を廃止するなど、大幅な規制緩和を実施していたが、それ以来3カ月ぶりの再緩和だ（注1）。なお、ワクチン接種未完了者に関しては特段の追加
発表はないため、年齢によっては検査や隔離が課される。また、空港などの入国地点では、体温測定を行うなど引き続き旅行者の症状をモニタリングするとい
う。何らかの症状を感知した場合にはさらなる健康診断を行い、「検診の結果、新型コロナ、サル痘、中東呼吸器症候群（MERS）などの感染症の疑いがある場合
は、近隣の医療機関を受診し、精密検査や治療を行うことになる」と、カイリー・ジャマルディン保健相は述べた（注2）。マレーシアでは、1日当たりの新型コロナウ
イルスの新規感染者数は3,000～5,000人台で推移し、7月以降緩やかに上昇しつつあるが、現在のところ爆発的な増加には至っていない。医療体制も健全で管
理された状態であることから、入国手続きは新型コロナウイルス感染拡大前の運用にさらに近づいた。（注1）マレーシア人に対しては、7月4日に既にトラベラー
ズカードの運用を廃止していた。今回の緩和措置はこれを外国人に対しても拡大したもの。（注2）政府は5月以降、サル痘流行地域からの入国者に対して、マイ
セジャテラを通じた健康状態の報告を21日間にわたり求めている。感染者には同アプリを通じて自宅隔離命令を出し、濃厚接触者の追跡も行う。新型コロナウイ
ルスで培ってきたアプリの機能を、サル痘、デング熱、手足口病といった他の感染症の追跡・監視にも応用しつつある。

ルフトハンザ・ドイツ航空、日本路線の運航計画更新　羽田線以外の運休継続　　（7/29付　TRAICY）
ルフトハンザ・ドイツ航空は、日本路線のスケジュールを更新した。東京/羽田〜フランクフルト線はボーイング747-8型機で週3便、東京/羽田〜ミュンヘン線はエ
アバスA350-900型機で週5便の運航を10月29日まで継続する。名古屋/中部〜フランクフルト線と大阪/関西〜ミュンヘン線の運休は継続する。グループのスイ
ス・インターナショナル・エアラインズの東京/成田〜チューリッヒ線、オーストリア航空の東京/成田〜ウィーン線の運航も継続する。
■ダイヤ：　LH717　東京/羽田（11：35）〜フランクフルト（19：15）／水・金・日、LH716　フランクフルト（13：55）〜東京/羽田（09：45+1）／火・木・土、LH715　東京/
羽田（09：50）〜ミュンヘン（17：30）／月・火・木・土・日、LH714　ミュンヘン（12：50）〜東京/羽田（08：20+1）／月・水・金・土・日

外務省、サル痘への感染に注意を促す広域情報を発出　　（7/28付　TRAICY）
外務省は、海外渡航者や在留邦人にサル痘への感染に注意するよう呼びかける広域情報を発出した。世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長が7月23日、サ
ル痘の世界的な感染拡大が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」に認定したことを受けて、外務省は7月25日、全世界に感染症危険情報の「レベル1」
を発出していた。海外からの帰国者に対し、体調に異常がある場合には、到着した空港などの検疫ブースで検疫官に申し出るとともに、帰国後に症状が認めら
れた場合は、医療機関を受診し、海外渡航歴を告げるよう求めている。サル痘は、サル痘ウイルスによる感染症で、中央アフリカから西アフリカで流行している。
潜伏期間は6〜13日とされており、潜伏期間の後に発熱や頭痛などが続き、発疹が出現。2〜4週間で治癒するとされており、今回の流行で先進国での死亡例は
報告されていない。げっ歯類や猿・うさぎなどの動物との接触、感染者の飛沫や体液を避けることなどが感染予防につながるといわれている。

JAL、成田〜コナ線2年4か月ぶり再開　初便は搭乗率80％超　　（8/3付　TRAICY）

液体・PC出さずに手荷物検査OK　JAL、羽田にスマートレーン12台導入　　（8/3付　TRAICY）
日本航空（JAL）は8月2日、羽田空港第1ターミナルの保安検査場に、パソコンやペットボトルなどの液体物を取り出さずに手荷物検査ができるスマートレーン
「JAL SMART SECURITY」の導入を完了した。手荷物の3次元画像を用いたX線検査を行うことができるため、パソコンや液体物を取り出す必要がない。1レーン
につき3か所の台があり、準備ができた利用者から先に保安検査に進める。検査を通過した手荷物と、追加検査が必要な手荷物のレーンが分かれていることか
ら、よりスムーズに手荷物を受け取れる。また、手荷物用のトレイは紫外線殺菌装置で最大99.9%殺菌できるという。4月から順次導入を進めており、全12レーンの
導入が完了した。内訳は、保安検査場Bに4レーン、CとFに各3レーン、Eに2レーン。従来のレーンも一部残っている。

エールフランス航空、東京/成田〜パリ線の運航計画を変更　　（8/3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。パリ発のAF276便は、8月31日までは月・火・金・土・日曜の週5便、9月1日から16日までと10
月16日から29日までは月・金・土・日曜の週4便、9月17日から10月15日までは月・金・日曜の週3便を運航する。東京/成田発のAF275便は翌日となる。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最大で週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・土・日（〜8月31日）、火・土・日（9月1日〜17日、10月17日〜29日）、火・土（9月18日〜10月16
日）、AF275　東京/成田（10：25）〜パリ（18：20）／月（〜10月29日）、AF276　パリ（10：35）〜東京/成田（06：55+1）／月・火・金・土・日（〜8月31日）、月・金・土・日
（9月1日〜9月16日、10月16日〜29日）、月・金・日（9月17日〜10月15日）

日本航空（JAL）は8月2日、東京/成田〜コナ線の運航を再開した。2020年3月24日を最後に運休して以来、約2年4か月ぶりの再開となる。9月末までの2か月間、
ボーイング767-300ER型機で基本的に火・木・土曜の週3便運航する。再開初便の東京/成田発JL770便（機体記号：JA619J）は全199席のところ、166名（うち幼
児2名）が利用。ビジネスクラスは24席が満席になった。夏休みシーズンとあって、多くの家族連れが搭乗ゲート前に設けられたパネルの前で記念撮影する姿が
見られた。駐機場でJALのスタッフが横断幕とペンライトを持って見送る中、同便は午後9時57分に出発した。コナには現地時間午前10時50分に到着する。JALの
ハワイ路線は、8月1日に名古屋/中部〜ホノルル線の運航が再開した。現在では、今般再開した東京/成田〜コナ線に加えて、東京/羽田〜ホノルル線が1日2
便、東京/成田〜ホノルル線が1日1便と臨時便、大阪/関西〜ホノルル線が週3便程度、名古屋/中部〜ホノルル線が週2便程度運航。グループのZIPAIR Tokyo
も東京/成田〜ホノルル線を1日1便運航している。JALによると、8月2日は東京/成田を出発するJALとZIPAIRのホノルル線2便、コナ線1便で、計約600名が出発
した。また、東京/羽田・大阪/関西発を合わせた2社計6便では、約1,200人がハワイに向かったという。8月のハワイ線全体では、路線によって満席便があるな
ど、お盆期間を中心に「予約率は想定より高く推移している」（JAL・大八木淳子成田空港支店長）という。
■ダイヤ　：JL770　東京/成田（22：00）〜コナ（10：50）／火・木・土、JL779　コナ（12：50）〜東京/成田（16：35）／火・木・土

中部国際空港、国際線本格回復を見据えて「Fly Again」プロジェクト実施　　（8/2付　TRAICY）
中部国際空港は、国際線本格回復を見据えて「Fly Again」プロジェクトを開始する。海外旅行再開の機運醸成に加え、「感染拡大に注意しながら、以前のように
制限なく海外旅行ができる状況」を見据えたキャンペーン。実施期間は2023年3月31日まで。第1弾として、パスポートの有効期限を確認するとともに、海外旅行
再開に向けた準備をしてもらうSNSキャンペーン、「チェックパスポートアクション」を実施する。セントレア公式のTwitter、Instagramアカウントをフォローし、ハッ
シュタグ「#チェックパスポート」を付けて「パスポートのスタンプ写真」または「海外旅行の思い出の写真」を投稿し、応募規約に同意することで参加できる。抽選で
10名にオリジナルパスポートケースをプレゼントする。中部国際空港には現在、国際線は10社が8都市に週38便を運航している。8月には日本航空（JAL）のホノ
ルル線とユナイテッド航空のグアム線、9月にはタイガーエア・台湾の台北/桃園線が運航再開を予定している。

大韓航空、東京/成田〜釜山線の運航再開　9月2日から週3便、737-8で　　（8/2付　TRAICY）
大韓航空は、東京/成田〜釜山線の運航を9月2日から週3便で再開する。水・金・日曜の週3便を、ビジネスクラス8席、エコノミークラス132席の計140席を配置し
たボーイング737-8型機で運航する。大韓航空は、東京/成田〜釜山線を1979年に開設。2019年夏ダイヤでは1日2便を運航していたものの、新型コロナウイルス
の影響で2020年3月8日から運休していた。2年5か月ぶりの運航再開となる。
■ダイヤ　：KE716　東京/成田（12：45）〜釜山（14：55）／水・金・日、KE715　釜山（09：20）〜東京/成田（11：35）／水・金・日

ベトナムから日本への入国者、ワクチン3回目未接種者の待機期間5日間に短縮　　（7/28付　VIET JO）
日本政府は27日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の水際対策措置を見直し、オミクロン株が支配的となっている国・地域からの全ての入国者について、7
月28日午前0時から入国後の自宅等待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用の期間を原則7日間から原則5日間に変更した。6月1日午前0時
から適用している措置では、各国・地域を「赤」「黄」「青」の3つに区分して有効なワクチン接種証明書の有無などによって検査と待機期間を定めている。今回の
新たな措置は、「赤」区分のワクチン3回目接種者、「黄」区分のワクチン3回目未接種者に適用される。ベトナムは「黄」に区分されており、入国時検査を実施した
上で、原則5日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。こ
のうち、ワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めない。　詳細は以下の通り。＜有効なワクチン接種証明書なし＞
◇出国前72時間以内の検査：検査あり　◇入国時の検査：検査あり　◇入国後の待機期間：「3日間自宅等待機＋自主検査陰性」(検査を受けない場合は5日間
待機)　＜有効なワクチン接種証明書あり＞　◇出国前72時間以内の検査：検査あり　◇入国時の検査：検査なし　◇入国後の待機期間：「待機なし」　また、7月
31日午前0時以降、日本入国時の水際防疫措置緩和の対象として、バーラト・バイオテック(Bharat Biotech)製ワクチン「コバクシン(COVAXIN)」を新たに3回目以
降の接種に有効なものとして取り扱うこととした。これに先立ち、3回目以降の接種に有効なワクチンとして、◇コミナティ(COMIRNATY)筋注(ファイザー(Pfizer)
製)、◇スパイクバックス(Spikevax)筋注(モデルナ(Moderna)製)、◇ヌバキソビッド(Nuvaxovid)筋注(ノババックス(Novavax)製)、◇バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注
(アストラゼネカ(AstraZeneca)製)、◇ジェコビデン(JACOVDEN)筋注(ヤンセン(Janssen)製)の5種類が認められている。



バリ島から帰国できない日本人旅行者が増加、PCR検査陽性で足止め、現地の日本総領事館が注意喚起
(7/27付　トラベルボイス　)

外務省は、7月27日から6か国・地域の水際措置を見直す。対象となるのは、パキスタン、フィジー、ネパール、ペルー、モルドバ、西サハラの6か国。パキスタンと
フィジーは「赤」から「黄」、それ以外は「黄」から「青」に区分を変更する。「黄」区分の国・地域からの帰国・入国者に対しては、入国時検査を実施した上で、原則7
日間の自宅などでの待機となるものの、3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の待機は求められない。3回目のワクチンを接種して
いる人には、入国時検査や自宅待機を求めない。「青」区分の国・地域からの帰国・入国者に対しては、3回目のワクチン接種の有無に関わらず、入国時検査を
実施せず、入国後の自宅などでの待機も求められない。

（カンボジア）新型コロナワクチン未接種でも入国時の隔離不要に　　（7/21付　JETROビジネス短信）
カンボジアでは7月11日から、新型コロナウイルスワクチン未接種の旅行者に対する入国規制を緩和し、これまで求めていた保健省が指定するホテルでの7日間
の隔離が不要となった。ワクチン未接種の場合の入国時の手続きは以下のとおり。1.入国時に抗原検査を実施する。検査料は外国人は1人5ドル。a. 陰性であれ
ば、隔離なしで旅行を継続することが可能。b. 陽性でも軽症の場合は、標準手順書に従って自宅などで隔離・療養が可能。かかる費用は旅行者の自己負担。c.
陽性でかつ重症の場合は、新型コロナウイルス感染症の治療施設として指定されている医療機関で治療を受ける必要がある。かかる費用は外国人は自己負
担。2.ワクチン未接種の旅行者は、カンボジア国内のワクチン接種センターで接種（費用は無料）することを推奨。ワクチン接種完了済みの場合は、その旨を証明
する書類を提示することで、入国後の隔離や抗原検査、陰性証明書の提出が引き続き不要となっている。

（インド、バングラデシュ、パキスタン、スリランカ）南西アジアで新型コロナ感染者数ぶり返すも、目立った制限措置なし
（7/20付　JETROビジネス短信）

世界的に新型コロナウイルスの新規感染者が再拡大している。南西アジア主要4カ国のインド、バングラデシュ、パキスタン、スリランカをみると、スリランカ以外
は大きく増加している。英国オックスフォード大学の研究者らが運営するデータベース「アワー・ワールド・イン・データ」によると、インドの7月17日の新規感染者数
は1万6,935人で、感染が比較的落ち着いていた4月1日時点と比較して13.4倍にもなっている。バングラデシュは同11.1倍の900人と、インドに近い増え方となって
いる。同様に、パキスタンは2.4倍の492人と急増しているが、スリランカは0.2倍の34人で4月1日よりも新規感染者数は減少した。新規感染者数の拡大がみられ
るものの、各国は経済活動を動かすことに力点を置く。感染者数が大きく増えたインドでも、規制を強化する動きはみられない。州によっては公共の場でマスク着
用義務が課されるものの、事業活動制限措置は導入されていない。バングラデシュでは、公的機関が5月以降、「BA.5」型の感染が拡大しているとの調査結果を
発表した。ただし、インド同様に新たな事業活動制限措置の導入はなく、ワクチン接種や適切なマスク着用、ソーシャルディスタンス維持、せっけんによる頻繁な
手洗い推奨にとどまっている。パキスタンは、感染拡大に歩調を合わせるように、6月以降に規制を強化・強調してきた。航空当局は6月、国内線でのマスク着用
を義務付けた。7月に政府は、ワクチン接種者のみが事業活動の実施・移動が可能とするこれまでの措置をあらためて強調した。しかし、あくまで経済を動かしな
がら感染拡大回避を図るという点に政策の目的もあり、事業活動に表立った支障が生じているわけではない。対照的に、スリランカは6月にマスク着用義務を解
除するなど制限措置緩和の方向にある。

大韓航空、東京/羽田〜ソウル/金浦線を増便　7月25日からデイリー化　　（7/20付　TRAICY）

インドネシア・バリ島から帰国できない日本人旅行者が増加しているようだ。在デンパサール日本総領事館は2022年7月26日付で、バリ島旅行を計画中の日本
人旅行者に対し、帰国時PCR検査陽性による帰国困難事案が増加しているとして注意喚起を発出した。現在、海外から日本への渡航（帰国）の際にはPCR検査
陰性証明の提示が求められている。バリ島へ旅行に出た日本人旅行者が現地で陽性結果となり、帰国困難となるケースが増加。インドネシアでは、新型コロナ
ウイルスの陽性が判明すれば、最大10日間（5日目のPCR検査で陽性であれば追加で5日）の隔離が規定されている。在デンパサール日本総領事館によると、
帰国困難になり、バリ島での私費による延泊や治療を余儀なくされた旅行者からの相談が相次いでいるという。同総領事館は、新型コロナの症状が回復し無症
状であり、10日目（3回目）の検査でも陽性が続く場合には、必要書類に応じて帰国援護が可能な場合があるとして、電話やメールでの相談を呼びかけている。帰
国援護のために必要な書類（・陽性者（無症状）の日本国パスポート　・医師の証明書（規定の10日間隔離を完了して無症状と記載あるもの）　・帰国のために受
検した3回分のPCR検査結果　・帰国便の確認ができるもの）現在、旅行者は特別到着ビザ（VOA）でバリ島に行くことが可能だが、VOAの有効期間は30日間（更
新1回可能）で、感染隔離が理由でも更新手続きをおこなっていない場合は、オーバーステイとして1日あたり100万ルピアの罰金が科される。同総領事館は、バリ
島へ旅行する際は、マスクをはじめとした感染予防対策、余裕をもった旅行行程、新型コロナウイルス感染を補償できる海外旅行保険加入を推奨している。

6か国・地域の水際対策緩和　パキスタンやフィジーなど　　（7/22付　TRAICY）

大韓航空は、東京/羽田〜ソウル/金浦線を7月25日から1日1便に増便する。新型コロナウイルスの感染拡大前、東京/羽田路線は、ソウル/金浦へ1日3便、ソウ
ル/仁川へ1日1便を運航していた。2020年3月からは全便を運休しており、6月29日から週2便で、約2年4か月ぶりに運航を再開していた。機材はビジネスクラス
30席、エコノミークラス188席の計218席を配置したエアバスA330-200型機、もしくはビジネスクラス8席、エコノミークラス165席の計173席を配置したボーイング
737-900ER型機を使用する。
■ダイヤ： KE708　東京/羽田（12：25）〜ソウル/金浦（14：45）、KE707　ソウル/金浦（09：00）〜東京/羽田（11：10）

ワクチン接種証明書を即時発行　全国のセブン-イレブンで８月１７日から   (7/23付　産経新聞)
コンビニエンスストア大手のセブン‐イレブン・ジャパンは、全国のセブン-イレブン店舗でマルチコピー機を活用した「新型コロナワクチン接種証明書」の即時発行
サービスを８月１７日から開始する。サービス開始時に一部自治体では非対応となるが、全国７割強をカバーするという。海外渡航時や国内ツアー旅行、イベント
参加時などに利用されるワクチン接種証明書。自治体窓口での申請、デジタル庁が提供するスマートフォン専用アプリでの取得に加えて、新たにセブン-イレブン
店舗での即時発行が可能となる。セブン＆アイ・ホールディングスの広報担当者は、「自治体窓口での申請では即日発行できないケースもあった。スマートフォン
を持たない人たちの利用も見込んでいる」と話す。ワクチン接種証明書は、店内のマルチコピー機で発行。操作時はマイナンバーカードも必要となる。利用時間
は、午前６時３０分から午後１１時まで。「日本国内用」「海外用及び日本国内用」のいずれも発行できる。発行料は１２０円。海外用の発行にあたっては、自治体
窓口、もしくはスマートフォン専用アプリで海外用の接種証明書を取得しておく必要がある。コンビニでの即時発行サービスは、セイコーマートが今月２６日から北
海道などの一部地域でスタートするが、全国規模では、セブン‐イレブン・ジャパンがいち早く展開を表明。ローソン、ファミリーマートは導入の検討をしているもの
の、時期については未定としている。

（英国）入国管理のデジタル化計画を発表、貿易手続き簡素化の実証も開始へ　　（7/27付　JETROビジネス短信）
英国のプリティ・パテル内務相は7月20日、国境のデジタル化に向けた計画を発表した。同計画は、事前のスクリーニングと国境での技術活用を通じ、電子ゲート
や入国管理官とのやり取りを経ずに英国への入国を可能にするとしている。内務省は2024年の実証開始を目指す。同計画は内務省が6月に発表した「移民制度
に関する新計画」の一環。この新計画は、渡航計画の段階から出入国関連の手続きを全てデジタルで行うことを目指している。これに向けて以下のような取り組
みを挙げている。渡航申請に当たり、身元情報の取得や認証などの手続きをより簡素化し、シームレスにする。ビザスポンサーとなる企業のライセンス申請を電
子化し、システムを簡素かつ利用しやすくする。電子渡航認証（ETA）の導入を含めたセキュリティーチェックを渡航前に可能にする取り組みのほか、電子ビザを
拡大する。ETAはEU加盟国、日本など渡英に当たってビザが不要な国の国民向けに2023年中に段階的に導入する。英国国境での入国管理については、電子
ゲートの利用が現在認められる人々（注）に対し、対象年齢の拡大などを通じて、2023年末までに利用をさらに促す。同年以降は学生ビザ保有者などに電子ゲー
ト利用対象者を拡大する。さらに、長期的には研究機関や企業などと連携して、国境の自動化に向けた取り組みを実施、特定国からの入国を対象とした事前承
認の実証などを行う。（注）英国、EU・EFTA、オーストラリア、カナダ、日本、ニュージーランド、シンガポール、韓国、米国の国民で、かつ登録旅行者サービスの登
録者である12才以上が対象）

北京が国外からの直行便受け入れを再開、約２年ぶり－制限緩和で　　(7/27付  Bloomberg)
中国の北京市が、約２年ぶりに国外からの旅客機の直行便受け入れを再開している。中国は新型コロナウイルス対応として世界で最も厳しい国境管理を行って
いるが、制限措置は一部緩和されてきている。中国国際航空のウェブサイトによれば、同社はパリからの直行便を週１回の頻度で再開した。ＡＮＡホールディング
スも成田発北京行きの毎週の運航を８月に再開する。このほか中国国営のラジオ局である中央人民放送（ＣＮＲ）が今月伝えたところによれば、アラブ首長国連
邦（ＵＡＥ）のエティハド航空は６月下旬に北京への直行便を再開した。中国が入国する渡航者の隔離施設での隔離期間を従来の半分の７日間に短縮したことが
背景にあるという。中国民用航空局は2020年の早い段階で国外からの北京行き直行便の運航を禁止。北京への渡航者は、まずあらかじめ許可された都市に向
かい、そこで自主隔離をしてから渡航を続ける必要があった。

フライカンウォン、成田-襄陽路線に新規就航　　（7/28付　航空新聞社）
韓国・江原道を拠点とする新規航空会社のフライカンウォン（IATAコード：4V）が、日本に初の直行便を就航することが決定した。9月30日より成田-襄陽路線に週
4便（月・水・金・日）で新規就航する。フライカンウォンにとって成田-襄陽路線は初の日本路線となり、今後は成田路線を皮切りに、関西国際空港、福岡空港へ
の就航も予定するなど、日本路線を拡充していく方針だ。使用機材はB737-800型機で、提供座席数は186席／189席。全席エコノミークラスとなる。フライカンウォ
ンは韓国・江原道の襄陽国際空港を拠点として2019年11月に運航を開始した韓国の新興航空会社。大手航空会社グループに属さない独自のブランドを掲げ、
競争力のある価格とサービスを提供している。



（台湾）入境者数の上限を週4万人に拡大、7月14日から搭乗2日前のPCR検査が不要に　　（7/11付　JETROビジネス)

JAL、成田空港国際線「サクララウンジ」を有料で利用可能に　　（7/19付　TRAICY）
日本航空（JAL）は、成田国際空港国際線「サクララウンジ」を有料ラウンジサービスの対象に加え、7月19日から販売を開始した。JALが発券した国際線エコノ
ミークラス航空券が対象で、午後2時以降に出発する便が対象となる。バンクーバー線は対象外となる。7月21日搭乗分から利用できる。JALは2021年3月から、
ホノルル・サンフランシスコ・フランクフルト・バンコクのラウンジを対象に、有料ラウンジサービスを開始していた。料金は日本地区で購入した場合、4,950円とな
る。羽田空港などの日本国内や海外の国際線サクララウンジの有料販売は、準備が整い次第開始する。

カナダ、新型コロナ入国時無作為検査を7月19日から再開　　（7/19付　JETROビジネス短信）

サウジアラビアの民間航空当局は１４日、政府が当局の要件を満たす全ての航空会社に領空通過を認めることを決定したと発表した。当局は決定について「３大
陸を結ぶ国際ハブ空港としてのサウジアラビアの地位を固め、国際線の接続性を強化するための取り組みの一環」と説明した。米政府当局者はこれに先立ち、
サウジが近くイスラエルの航空会社に自由な領空通過を認め、イスラム教の聖地メッカで毎年行われるハッジ（大巡礼）に参加するイスラム教徒のためにイスラ
エルからの直行チャーター便の就航を許可する予定だとロイターに語っていた。

（香港）入境者のPCR検査回数を増加、航空便の運航禁止ルールは一時停止　　（7/8付　JETROビジネス短信）

韓国疾病管理庁は7月13日、国内の新型コロナウイルス感染者の増加を受け、「コロナ19再流行に対する防疫・医療対応方案」を発表した。水際対策について、
入国後3日以内にPCR検査を受診することになっていたが、これを修正し、7月25日以降の入国者は「入国後1日以内」にPCR検査を受診しなければならない。
PCR検査は、韓国籍または長期滞在の外国人は居住地の保健所、短期滞在の外国人は空港の新型コロナウイルス検査センター（注）または宿泊先近くの医療
機関で受診する。さらに、検査結果が出るまでは「自宅待機」（短期滞在者の場合はホテルなど）となることから、短期の出張や観光の場合、待機期間を考慮した
スケジュール設定が必要となる。また、入国後のPCR検査結果は「検疫情報事前入力システム」（Q-Code）への入力が求められる。国内での防疫措置について
は、以前のような全国的な社会的距離確保ではなく、社会の各分野別に国民による自主的な距離確保の定着を目指す計画だ。日常生活を続けながら感染を最
小限に抑えるため、マスク着用、手洗い、換気などの基本的生活様式の徹底を求めた。感染者数は7月11日時点で1日3万人以上、実効再生産数も6月第5週に
1.00を超え、7月第1週は1.40に増加。モデリングによると、8月中旬～10月中旬に感染者数が1日当たり20万人に達し、重症者、死亡者はそれぞれ最大1,000～
1,450人、90～150人になる見込み。（注）現時点では、新型コロナウイルス検査センターが設置されている空港は、仁川空港と金海空港（釜山）の2カ所のみ。7月
中に済州空港にも設置予定（金浦空港到着の場合は空港で入国後の検査を受診することはできない）。

ロンドン・ヒースロー空港、フライトの削減を要請　9月11日まで　　（7/15付　TRAICY）
ロンドン・ヒースロー空港は、9月11日までのフライトの削減を航空会社に要請した。この数週間で出発旅客数が1日10万人を超えることが常態化し、長い行列や
手荷物の未着、定時性の低下、直前の欠航など、サービスが許容できないレベルに低下しているとしており、他の空港やヨーロッパの空域での遅延による到着
時刻の遅れなどの影響も受けている。運営会社のヒースロー・エアポート・ホールディングスのジョン・ホーランド・キー最高経営責任者（CEO）は声明で、「今夏、
ヒースロー空港を利用される大半のお客様のフライトを保護し、空港を利用されるすべてのお客様が安全で信頼できる旅をし、手荷物を持って目的地に到着され
るという確信を得ることを目的としている」とコメントした。すでに6月には、航空会社に対して罰則なくフライトの運航を止めることができる「スロット・アムネスティ・
プログラム」を実施しており、7月8日に終了していた。現段階で、1日に対応できる出発旅客数は最大10万人と評価しているとしていい、利用予測より1日4,000席
の超過が見込まれている。このうち約1,500席はすでに販売済みであるものの、影響を最小限に抑えるため、航空券の販売停止を要請した。利用者には、フライ
トの3時間前より早く空港に到着しないことなどを求めている。

台湾、25日から外国人の受け入れ条件一部緩和 ワーホリでの入国可能に　　（7/19付　フォーカス台湾）

カナダ公衆衛生庁は7月14日、6月11日付で一時停止していた空港での新型コロナウイルス無作為検査を7月19日から再開すると発表した。バンクーバー、カル
ガリー、モントリオール、トロントのカナダ主要4空港に空路で入国するワクチン接種完了済みの渡航者が対象となる。カナダへの渡航に際しては、これまでどおり
入国時にワクチン接種完了を証明する必要があるほか、「ArriveCAN」という連邦政府指定のアプリを用いた健康情報の提出が義務付けられる。無作為検査は
空港外で行われ、指定検査機関や薬局での対面式面談、または自己採取検査を使ったオンライン面談のいずれかとなる。検査の対象として選ばれ、税関申告
終了後15分以内にEメールで通知が届いた場合には、検査を受けることが義務付けられている。通知Eメールには、検査機関での手続きに関する情報も送付さ
れ、通知を受けた（暦日カウントで）翌日中には検査を完了する必要がある。検査結果が陽性の場合には、結果判明日から10日間は、連邦政府の隔離要件に
従って自己隔離を行う必要がある。仮に、滞在する州・準州の隔離要件が10日間より短い場合でも、連邦政府の10日の隔離要件に従う必要がある。発表を受け
て、ジャンイブ・デュクロ保健相は「国境検査で国外からの新型コロナウイルスや懸念される変異株の伝播（でんぱ）の追跡を行っているので、検査は続ける必要
がある。われわれは、カナダ人を保護しながら経済回復を支援する必要があり、そのバランスをとるために国境措置を今後も適応させていく」とコメントした。

厚生労働省は、海外から日本への入国者に対して実施している検疫手続きの事前審査「ファストトラック」をパソコンで行うことができる「MySOS Web」を、きょう7
月8日から導入した。従来は、スマートフォンにインストールした入国者健康居所確認アプリ「MySOS」を通じて、「ファストトラック」を済ませる必要があった。
「MySOS」のウェブサイトやアプリから、質問票、誓約書、ワクチン接種証明書、検査証明書を登録し、検疫手続確認センターでの審査が完了すると画面が青や
緑に変わる。日本入国時に提示することで、スムーズに検疫手続きを済ませることができる。

香港政府は7月7日、海外からの入境者に義務付けているPCR検査について、7月8日から入境後3日目の検査を追加すると発表した。今回の措置により、入境者
は3日目、5日目、9日目、12日目の計4回、PCR検査を実施することになる。入境後の政府指定検疫ホテルにおける7日間または14日間の強制隔離措置や、隔離
期間中の毎日の迅速抗原検査実施に変更はない。香港では6月中旬以降、毎日1,000～2,000人を超える新型コロナウイルス陽性患者が確認されており、7月7日
には直近3カ月間で最多となる3,028人を記録した。政府衛生署衛生防護センター伝染病処の張竹君主任は同日の会見で、「今後2週間で1日当たりの感染者数
が6,000人に達する恐れがある」とし、「BA.5亜系統の疑いがある感染者の増加に伴い、入院例や死亡例が増加する可能性がある。あらためて市民には、防疫措
置を徹底すること、もし少しでも体調不良を感じたら迅速に医者にかかることを求める」とコメントした。政府は併せて、旅客便の運航停止ルールを一時停止する
と発表した。同ルールは、旅客便1便当たり5人以上もしくは全乗客数の5％以上の感染者が出た場合、当該路線の運航会社の同一路線便の運航を5日間禁止
するものだが、発表即日の7月7日から一時停止する。輸入感染例については、空港および政府検疫指定ホテルにおける強制隔離期間中の検査で大部分を捕
捉できている現状を受け、政府スポークスパーソンは「今回の一時停止措置は、関連データを分析し、また香港人留学生の帰港がピークを迎えることを受けて決
定したものだ。他の方法で輸入感染例の市中流入を食い止められる」と述べた。

台湾の中央感染症指揮センター（CDC）は7月7日、入境者数の上限を現状の1週間当たり2万5,000人から、4万人に即日引き上げると発表した。海外で新型コロ
ナウイルスのオミクロン型変異株（BA.4とBA.5）の感染が拡大しているが、重症化率は上昇していないことを踏まえて判断したという。また、7月14日午前0時か
ら、台湾籍や台湾の居留証を持つ外国人、台湾でのトランジット客を対象に、航空機搭乗前2日以内のPCR検査の陰性報告書の提示を免除する。ただし、入境
時の唾液によるPCR検査は継続するほか、海外滞在中に新型コロナウイルス陽性が確認された場合は、検査日から7日以内は航空機に搭乗できない。検疫措
置などの防疫規定はいずれも現行どおり維持される。詳細は以下参照。○検疫日数と検疫場所　在宅検疫日数は3日間、入境日を0日目として4日目から4日間
を自主健康管理期間とする。自宅または友人・親族の家で「1人1戸」を原則とし、その条件を満たさない場合は、検疫用ホテルに滞在し、3日間＋4日間の検疫期
間が必要。同日に入境した家族や同居者は、同じ自宅や友人・親族宅のほか、検疫ホテルの同室で一緒に検疫を行うことが可能。ただし、シングルの部屋は狭
いため、1室に2人を超えないことを原則とする。　○検査措置　（1）PCR検査：到着時（0日目）に現行措置に従い、PCR検査を実施する。（2）簡易検査キットによる
抗原検査と外出については以下の規定に基づく。検疫満了後の4日間は簡易検査キットで抗原検査を行い、陰性が確認できれば外出（出勤、訪問、講演、会議
出席）が可能。外出の全行程でマスクを着用し、ソーシャルディスタンスを保つ。混雑した場所への立ち入りや、不特定多数の相手との接触を避ける。簡易検査
キットは2歳以上の旅客に対し、入境時に空港係員が２回分配布する。　○空港からの移動手段　空港からの交通手段は、防疫タクシー利用のほか、親族や友
人などの送迎も認めるが、窓を開けて換気を行うなど、感染に留意する。

「MySOS Web」、サービス開始　パソコンから検疫手続きの事前審査が可能に　　（7/8付　TRAICY）

ルフトハンザ、GDSサーチャージ改定へ、利用GDSによって値上げも値下げも　　（7/15付　trvlwire）
travelmarket reportによると、ルフトハンザグループはGDS経由での予約について徴収するDistribution Cost Charge（DCC）を9月から改定する。現在は1予約あ
たり21ドルだが、アマデウスについては18.5ドルに値下げ。セーバーは20.5ドルでほぼ横ばいだが、トラベルポートについては24ドルと値上げする。変更の理由
は、GDSごとのコストをより正確に反映するためという。DCCは2015年導入で、2020年に値上げしていた。

（韓国）新型コロナ感染者増で、入国後の検査を「1日以内」に実施へ　　（7/15　JETROビジネス短信）

サウジ、全ての航空会社に領空開放へ　イスラエル機念頭か   (7/15付　ロイター)

中央感染症指揮センターは19日、経済・社会活動と国際交流の促進のため、外国人の受け入れ条件を一部緩和し、ボランティアや実習、国際交流、ワーキング
ホリデー、宣教、宗教関連の研修などの目的によるビザ申請を25日から認めると発表した。 外交部（外務省）領事事務局の周中興副局長は、今回入国を認める
対象について、新型コロナウイルス流行前の2019年にはおよそ1万人余りいたと指摘。国際交流や文化交流と密接な関係があり、人数についても制御できる範
囲だと受け入れ理由を説明した。



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。

在タイ日本大使館、大麻解禁について注意喚起   (7/4付　タイランドパイパーリンクス)
タイで合法化された大麻について在タイ日本国大使館より、注意喚起が出ています。タイでは2022年6月9日より、大麻が麻薬リストから削除されました。ただし、
THC含有量が総重量の0.2％を超える大麻抽出物は依然として麻薬リストに残り、娯楽目的の摂取は不可になっています。以下に、在タイ日本国大使館からの情
報を転載します。タイでは大麻に関する規制緩和が進められておりますが、タイ在留邦人の皆様、また、出張・旅行等でタイを訪問される皆様におかれては、以
下の点に十分ご注意ください。　１．タイでは、大麻に関する規制緩和が進められており、大麻を含む飲食物や化粧品等が広く流通しているほか、本年６月９日に
は、大麻が規制薬物のリストから除外され、家庭栽培が解禁されるなどしております。しかし、タイにおいても、解禁されたのは医療等を目的とする使用や栽培で
あり、引き続き娯楽目的での使用は認められておらず、公共の場で大麻を吸引することなども禁止されています。　２．日本では大麻取締法に基づき大麻の所持
等が禁止されており、日本に大麻を持ち込もうとした場合等には同法による処罰の対象となります。また、国外において大麻をみだりに、栽培したり、所持したり、
譲り受けたり、譲り渡したりした場合などに罰する規定があり、罪に問われる場合があります。　３．大麻を乱用した場合には、幻覚作用や記憶への影響、学習能
力の低下等の健康被害が生じることも指摘されています。　４．日本及びタイの法令を遵守の上、トラブルに巻き込まれたり、御自身の健康を損ねたりすることが
ないよう、安易に大麻に手を出さないように御注意ください。

タイに空路で入国する場合、出入国カード(TM.6)の記入・提出が不要になりました。7月1日の官報に掲載され、本日7月2日より正式に発効。但し、陸路や海路で
出入国する場合はこれまで通り同カードを提出する必要があるので注意が必要です。タイ政府の発表ではあくまでも時限的な措置としていますが、再開時期に
ついては未定でこのまま撤廃となる可能性もあります。東南アジアでも出入国カードを既に廃止している国は多く、またシンガポールはオンラインでの電子入国
カードに切り替えるなど紙の出入国カードは徐々に姿を消しつつあります。

（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。

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）
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

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〜）

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

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。

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）

ニュージーランド航空、「ニュー自由ランド」キャンペーン開始　日本人観光客の誘致本格化　　（7/6付　TRAICY）
ニュージーランド航空は、日本人観光客の誘致本格化に向けたキャンペーン「ニュー自由ランド」キャンペーンを、7月5日から開始した。5月2日から、ニュージー
ランド政府が日本を含めたビザ免除国からの旅行者に対する入国制限を撤廃しており、6月21日からは、ワクチンの接種完了を条件に、出発前検査も不要とし
た。8月1日からは、学生ビザなどの長期滞在者の入国も可能となる。ニュージーランド航空では、東京/成田〜オークランド線を8月28日まで週2便で運航し、翌29
日からは週3便に増便する。ピークシーズンを迎える、日本の年末年始に合わせて、需要を喚起したい考え。キャンペーンでは、ニュージーランドの自然や文化に
まつわる、8種類の旅を紹介する。公式SNSでは7月31日まで、ニュージーランド往復航空券が5組10名に当たるキャンペーンを実施する。

オーストラリア、入国規制をすべて廃止、デジタルによるワクチン接種証明の提示も不要に　（7/4付　トラベルボイス）
オーストラリア政府は、2022年7月6日から施行される修正バイオセキュリティ法に基づいて、新型コロナウィルスのワクチン接種証明を求めていた「デジタル乗客
宣言(DPD)」の運用を中止する。これにより、すべての新型コロナウィルス関連の出入国規制が廃止されることになる。クレア・オニール内務大臣は、今回の措置
について、「空港での混雑が緩和されるだけでなく、海外からオーストラリアへの旅行がしやすくなり、オーストラリア人にとっては、帰国がはるかに簡単になる」と
述べている。DPDについては今後、紙ベースの入国旅客カードの代わりになる予定だが、実用化までさらに使いやすさを改善していく。

タイ、空路では出入国カードが不要に　　（7/2付　アジアトラベルノート）



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。

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、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。

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。

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

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）

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）　　


