
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 10/29まで

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 12/31まで

富山 台北 171/170 運休 12/31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 成田/上海（土）の週1便運航

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 10/29まで

742/741

プサン 754/753 運休 10/29まで
10/12まで成田発着（水金日）週3便、

10/13～毎日運航予定

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 10/29まで 10/29まで 羽田発 （水金日）の週3便運航

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 成田発　毎日、関空発　毎日、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 3/25まで

中部

チェジュ航空

日本航空

中部アシアナ航空

　　成田発着 上海浦東 （金）週1便、
成田発着 西安 （火）週1便運航

ソウル

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

10/29まで（水金）の週2便運航予定

（水土日）の週3便 運航 　　 
シンガポール航空

グァム

運航日はお問い合わせください

（月水金日）の週4便にて運航　

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）、10/1～11/30

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

香港

中部

中部

成田発着、関空発着の12/1～3/25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

080/079
10/29まで成田発 毎日運航、10/30～羽田発　毎日運航に変更予定

中国南方航空

フィンエアー

SQ

成田、羽田、関空、福岡発着はお問い合わせ下さい。

中部

毎日 運航

10/29まで（水木土日）の週4便 運航

上海

JL

PR

OZ

10/29まで（水日）の週2便運航

上海吉祥航空

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

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9月20日現在〉

CA

CI

CZ

DL

HO

航空会社 ◆国際線①◆

成田発着 上海浦東 （木）週1便、
成田発着 杭州 （水）週1便運航、

成田発着 北京（火）週1便運航予定北京

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

9/30まで（火水金）週3便、10/1～11/30まで（火水木金）の週4便 運航

成田発着　（火水金日）、関空発着　（水金土日）、
福岡発着　（水金日）運航予定

中部 ヘルシンキ

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

CX キャセイパシフィック航空

7C 中部

9/23～25（火水木金土日）の週6便、9/26～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

　　　　10/29まで（月水木金日）の週5便、10/30～毎日　運航予定
タイ国際航空

成田発着 9/30まで（土日）、10/1～29（水土日）運航予定

LCC

TG

UA

KE

VN

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 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 10/31まで 11/1～（火木土）週3便運航予定

ジャカルタ 889/888 運休 10/31まで

デンパサール 883/882 運休 10/31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

チャンギ・エアポート・グループは、シンガポールのチャンギ国際空港の出発客に課している、旅客サービス・保安料（PSSF）、航空徴収金（AL）を11月1日から引
き上げる。旅客サービス・保安料は40.40シンガポールドルとなり、現在より5シンガポールドル引き上げる。2023年4月には43.40シンガポールドル、2024年4月に
は46.40シンガポールドルに引き上げられる。航空徴収金は9シンガポールドルとなり、現在より1.90シンガポールドル引き上げる。2023年、2024年は据え置きとな
る。2018年に、段階的に引き上げる計画を発表していたものの、新型コロナウイルスの流行に伴い、2021年と2022年に予定していた値上げを中止し、2020年4月
から据え置いている。また、全便の着陸・駐機・エアロブリッジ（LPA）料金も、11月に2％、2023年4月と2024年4月にそれぞれ1％ずつ引き上げる。チャンギ・エア
ポート・グループでは、世界の航空ハブとしてのシンガポールの地位を再構築するのに伴い、拡大が見込まれる航空ハブ開発および規制機能に充当されるとし

ガルーダ・インドネシア航空、東京/成田～デンパサール線を11月1日に再開　　（9/14付　TRAICY）
ガルーダ・インドネシア航空は、成田～デンパサール線を11月1日に運航再開する。火・木・土曜の週3便を運航する。同路線は2020年4月から、新型コロナウイ
ルスの影響により運休していた。現在、東京/羽田～ジャカルタ線を直行便で週2便運航しており、11月以降の日本路線は2路線週5便態勢となる。大阪/関西～
デンパサール・ジャカルタ線は運休を継続している。
■ダイヤ：GA880　デンパサール（00：25）～東京/成田（08：40）／火・木・土、GA881　東京/成田（11：00）～デンパサール（18：05）／火・木・土

（韓国）入国後１日以内のＰＣＲ検査義務解除も　韓国防疫当局が検討    (9/20付　聯合ニュース）
韓国政府の中央防疫対策本部は２０日、新型コロナウイルスの感染再拡大が落ち着く方向に進んでいるとして、韓国入国者に義務付けている入国後１日以内の
ＰＣＲ検査を含め、防疫政策の追加解除や緩和を検討していることを明らかにした。防疫対策本部の林淑英（イム・スギョン）状況総括団長は同日の記者会見で
「いくつかの防疫政策に対し、海外の動向や専門家の意見などを総合的に考慮しながら追加の部分（調整）を準備している」と述べ、入国後１日以内のＰＣＲ検査
に言及した。防疫対策本部によると、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国のうち、海外からの入国者を対象とした措置を取っている国は韓国を含めて１０カ国あ
る。ワクチン未接種者に対する入国制限または入国前の検査、あるいは全ての入国者に対し入国後の検査を求めている。韓国は６月８日にワクチン未接種者を
含め全ての入国者に対し入国後の隔離義務を解除し、さらに９月３日からは入国前の検査義務もなくした。変異株の流入を防ぐために入国後１日以内のＰＣＲ検
査義務は残したが、実際に検査を受けない人も多く、これに対する実質的な措置と管理は現実的に難しいと指摘されてきた。この検査義務も廃止されれば、入国
者への制限は全て撤廃されることになる。

エル・アル航空、来年3月にテルアビブー東京便開設　　（9/19付　ARAB NEWS JAPAN）
エルサレム：2022年9月19日月曜日、エル・アル・イスラエル航空が、テルアビブから東京への直行便を来年3月に開設すると発表した。新型コロナウィルス流行
により延期されてから2年後となる。エル・アル航空は第2四半期決算で、パンデミック時の旅行需要低迷からの回復が示されたため、東回りの便の増設を検討し
ていた。この計画は、サウジアラビアが2022年7月、ジョー・バイデン米大統領の訪問中に、全ての外国の航空会社に領空通過を認めると発表したことにより支え
られてきた。実現すれば、イスラエルからアジアへの飛行時間が短縮されることになる。近隣国オマーンを含むと考えられるコリドー（空中回廊）が、いつ正式に
開通されるかはまだ明らかとなっていない。イスラエルは、サウジアラビア、オマーンとも二国間関係を持っておらず、サウジアラビア上空の飛行許可はこれまで
アメリカの仲介が必要だった。2022年9月16日金曜、イスラエル運輸・道路安全大臣のメラフ・マイケリ氏は、テルアビブのラジオ局102FMで、サウジアラビア政府
の決定が実現する時期について「まだ答えることができません」「残念ながらこの外交的問題は、私にはまだどうすることもできません。」と答えた。長距離路線の
需要に応えるため、エル・アル航空は、2023年に16機目となるボーイング787を追加すると発表した。新設される週2便の東京行きには、ボーイング787が使用さ
れることになる。

タイ国際航空、受託手荷物のルール変更　日本路線でも個数制を採用　　（9/16付　アジアトラベルノート）
タイ国際航空(Thai Airways International)は受託手荷物に関するルールを変更すると発表しています。これまで日本を含むアジア路線では受託手荷物の個数に
は制限を設けず、許容重量内であれば何個でも無料で預けることができる重量制(Weight Concept)を採用していましたが、2022年10月15日以降に発券、2023年
4月1日以降に旅行開始となる航空券からは個数制(Piece Concept)を導入するとしています。新ルールにおける各クラス・ステータスごとの許容個数及び条件は
以下の通り（座席を確保していない2歳未満の子供は1個、23kgまで）。
ファーストクラス3個（1個あたり32kgまで）、ビジネスクラス2個（1個あたり32kgまで）、プレミアムエコノミークラス2個（1個あたり23kgまで）、エコノミークラス（Y/B/M
クラス）2個（1個あたり23kgまで）、エコノミークラス（それ以外のクラス）1個（23kgまで）　また、上記の個数に加えロイヤルオーキッドプラス(ROP)やスターアライア
ンスの会員は各ステータスに応じて許容個数がプラスされる特典を受けることができます。ROPプラチナムメンバー　プラス3個（1個あたり23kgまで）、ROPゴール
ドメンバー及びスターアライアンスゴールドメンバー　プラス2個（1個あたり23kgまで）、ROPシルバーメンバー　プラス1個（23kgまで）　なお、預けることができる各
荷物の大きさについてはこれまで通り全てのクラス・ステータスで共通。3辺（縦・横・高さ）の合計が158cm以内が条件となります。

入国者数の上限撤廃など 水際対策 来月以降早期に緩和へ 政府　　（9/16付　NHK）
新型コロナの水際対策について、政府は来月以降、できるだけ早く緩和し入国者数の上限を撤廃するとともに、自由な個人旅行を認め、短期滞在のビザを免除
する方向で調整を進めています。新型コロナの水際対策について、政府は段階的に緩和を進めていて、今月7日からは1日当たりの入国者数の上限を5万人に引
き上げたほか、観光目的の外国人の入国について、ツアー形式なら添乗員を伴わなくても認めています。政府は、感染者の減少傾向が続いているほか、円安を
背景に海外からの観光客の増加が見込まれ経済効果が期待できるとして、来月以降、できるだけ早くさらに緩和する方針です。具体的には　▽1日当たり5万人
となっている入国者数の上限を撤廃するとともに、▽ツアー以外の個人旅行も認めるほか、▽およそ70の国や地域からの入国者を対象に、90日間以内の短期
滞在のビザを免除する措置を再開する方向で調整を進めています。政府は、引き続き感染状況などを見極めたうえで、具体的な緩和時期を判断することにして

台湾、早ければ来月にも入国隔離「0日」に 初旬は実施可能性低く＝指揮センター　　（9/15付　フォーカス台湾）

航空会社 ◆国際線②◆

エミレーツ航空

NEWS  &  INFORMATION

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

EK

10/31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）

関西

中央感染症指揮センターの荘人祥（そうじんしょう）報道官は15日の記者会見で、新型コロナウスルスの水際対策として入国者を対象に実施している検疫措置に
ついて、来月にも入国後の在宅検疫（外出禁止）期間を「0日」とする可能性があると明らかにした。一方で、全体の感染状況を分析する必要があるとし、来月初
旬に実施する可能性は低いとの見通しを示した。 現在は在宅検疫を3日間、必要最小限の外出を認める「自主防疫」を4日間としている。実施を予定している緩
和措置では、在宅検疫期間をなくす一方で、自主防疫を7日間とする方針。

チャンギ国際空港、出発客の空港利用料を11月引き上げ　　（9/15付　TRAICY）

GA

成田発　10/29まで（火木土）の週3便、
10/30～11/27（水金日）の週3便、11/28～12/11（水金土日）の週4便、

12/12～2/12（月火水金土日）の週6便、2/13～毎日の運航予定

9/30まで（火木土）の週3便運航

9/30まで毎日運航

5J 9/30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



日本が台湾人向け電子ビザ発給開始、旺盛な需要に対応―香港メディア　　（9/14付　Record China）
日本政府は14日、台湾在住の台湾人を対象にビザのオンライン申請と電子ビザ発給の試行運用を開始した。香港メディアの香港01が同日付で報じた。報道によ
ると、同日から90日以内の短期滞在ビザを「Japan eVISA」のサイトから申請することが可能になった。なお、犯罪歴のある者、二重国籍者、数次ビザ申請希望者
はオンライン申請はできず、現地の日本の窓口機関で申請する必要がある。同システムはこれまで、米国人とカナダ人向けにサービスを開始していた。関係者
によると、特に問題がない場合、電子ビザは申請の翌日から5営業日程度で発給されるが、日本台湾交流協会の窓口で費用を現金で支払う必要がある。台湾創
新旅行社の李奇岳（リー・チーユエ）代表は、「今日本に行くにはまず交流協会で面会の予約をしなければならない。しかし、申請者の増加に伴い人手不足にな
り、今予約しても面会は11月上旬になる。“渋滞”がかなり深刻なため、日本側はビザ申請手続きを簡素化することにした。これは日本に行きたい人にとっても便
利で良いことだ」と述べたという。同氏によると、同協会は面会の予約をしている人にオンライン申請に変更するよう促している。同協会のウェブサイトには「多数
の方からの申請が予想されます」と記されており、台湾人の日本旅行への需要はかなり旺盛なようだ。記事によると、台湾人の日本旅行需要が高まり、航空各
社も増便しているものの、入国者数の制限が緩和されない場合は（需要に）対応しきれないといい、早ければ今年11～12月にもさらに制限緩和があると見込まれ
ているという。

カンタス航空、羽田/シドニー線を再開 約2年ぶり   (9/13付　FLY TEAM )
カンタス航空は2022年9月12日、2年以上運休していた羽田/シドニー線を運航し、日本/オーストラリア間の直行便を再開しました。羽田/シドニー間の運航は週3
便、機材はフルフラットベッドのビジネススイートを備えるエアバスA330-300型機です。
■カンタス航空 羽田/シドニー線スケジュール：QF26便　羽田 22:00 / シドニー 08:50 (翌日) (火・金・日)、QF25便　シドニー 20:55 / 羽田 06:00 (翌日) (月・木・
土)
なお、カンタス航空は、10月末には羽田発着のメルボルン、ブリスベン線を再開する予定です。

マリオット、マクタン島に「シェラトン・セブ・マクタンリゾート」を9月1日開業   （9/13付　TRAICY）
マリオット・インターナショナルは、マクタン島に「シェラトン・セブ・マクタンリゾート」を9月1日に開業する。客室は、デラックスキングルーム、ジュニアスイート、エグ
ゼクティブスイート、246平方メートルのプレジデンシャルスイートなど、全261室を設ける。室内には、50インチのLEDテレビ、高速ワイヤレスインターネットを用意
する。館内には、グランドボールルーム1室とミーティングルーム4室を含む、合計1,400平方メートルのイベントスペースのほか、フィットネスセンターや屋外プー
ル、スパを設ける。ダイニングは、タホ、シクワテ、タブレアなど地元セブ州の郷土料理を含む多国籍料理を味わえ、文化・芸術・高級料理が全て揃ったオールデ
イダイニング「5 Cien（ファイブ シエン）」をはじめとした、4か所を設ける。アクセスは、マクタン国際空港から車で30分。

大韓航空、ソウル/仁川〜釜山線の「乗り継ぎ専用便」再開　9月30日から1日2往復　　（9/12付　TRAICY）
大韓航空は、ソウル/仁川〜釜山線の「乗り継ぎ専用便」の運航を、9月30日から再開する。ソウル/仁川発着の国際線との乗り継ぎ利用者のみ搭乗できる便で、
1日2往復をボーイング737-8型機（ビジネスクラス8席、エコノミークラス138席）で運航する。運航再開は2年6か月ぶり。日本から利用する場合、ソウル/仁川到着
後に同便に乗り換え、釜山で入国・税関審査や検疫手続きを受けることができる。釜山を出発する際には、釜山で出国審査や荷物の預け入れができる。
■ダイヤ：KE1401　ソウル/仁川（09：30）〜釜山（10：35）、KE1407　ソウル/仁川（18：45）〜釜山（19：50）、KE1402　釜山（07：00）〜ソウル/仁川（08：10）、KE1408
釜山（15：25）〜ソウル/仁川（16：35）

香港エクスプレス航空、名古屋/中部〜香港線を10月24日再開　週4便で　　（9/8付　TRAICY）
香港エクスプレス航空は、名古屋/中部〜香港線の運航を、10月24日から再開する。名古屋/中部発、香港発ともに、月・火・木・土曜の週4便を運航する。2020年
3月の運休以来、2年7か月ぶりの運航再開となる。同路線はコロナ前、キャセイパシフィック航空が週21便、香港エクスプレスが週10便、全日本空輸（ANA）が週7
便の週38便が運航されていた。香港エクスプレス航空は現在、東京/成田・大阪/関西・福岡〜香港線の、日本と香港を結ぶ3路線を運航している。
■ダイヤ：UO681　名古屋/中部（15：45）〜香港（19：00）／月・火・木・土、UO680　香港（09：45）〜名古屋/中部（14：45）／月・火・木・土

米ユナイテッド航空、JFK空港から撤退示唆　11月にも　　（9/7付　日本経済新聞）

米航空大手のユナイテッド航空が6日、米ニューヨーク州のジョン・F・ケネディ空港（JFK）での運航を全て取りやめる可能性を示唆した。1年以上にわたり米連邦
航空局（FAA）に同空港での発着枠数を増やすよう求めてきたが、認められる兆しがないことにしびれを切らした。ユナイテッドが従業員に宛てた電子メールで撤
退の可能性を示唆した。同社はJFKから米西部カリフォルニア州のサンフランシスコ市とロサンゼルス市に1日2便ずつ運航している。競合他社の米ジェットブ
ルーやアメリカン航空はロサンゼルス行きの発着枠数が4～6倍あるという。引き続き増便が認められなければ10月いっぱいでJFKでの運航を取りやめるとしてい
る。FAAは日本経済新聞の取材に対し「発着便数の変更による近隣空港への影響を知る必要がある。（増便は）FAAの確立されたプロセスにそって公平に判断
する」とコメントした。

タイ国際航空、札幌/千歳・福岡〜バンコク線を再開　名古屋/中部線増便　　（9/7付　TRAICY）
タイ国際航空は、10月30日から始まる冬スケジュールで、日本線の運航を大きく増やす。福岡〜バンコク線を、10月30日から1日1便で再開する。機材はロイヤル
シルククラス31席、エコノミークラス263席の計294席を配置した、エアバスA330-300型機を使用する。運航再開は約2年7ヶ月ぶり。また、札幌/千歳〜バンコク線
を、12月2日から1日1便で再開する。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。名古屋/
中部〜バンコク線も、10月30日から週2便増やし、1日1便で運航する。東京/羽田・東京/成田・大阪/関西〜バンコク線の1日1便での運航も継続する。
■ダイヤ：TG649　福岡（11：40）〜バンコク（15：40）、TG648　バンコク（01：00）〜福岡（08：10）、TG671　札幌/千歳（10：00）〜バンコク（15：50）、TG670　バンコク
（23：55）〜札幌/千歳（08：20+1）

大韓航空、東京/成田〜釜山線を増便　10月13日から1日1便　　（9/9付　TRAICY）
大韓航空は、東京/成田〜釜山線を10月13日から1日1便に増便する。9月2日から水・金・日曜の週3便で、約2年5か月ぶりに運航を再開したばかり。ビジネスク
ラス8席、エコノミークラス138席の計146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。
■ダイヤ：KE716　東京/成田（12：45）〜釜山（14：55）／水・金・日（〜10月12日）、毎日（10月13日〜）、KE715　釜山（09：20）〜東京/成田（11：35）／水・金・日（〜
10月12日）、毎日（10月13日〜）

エールフランス航空、東京/羽田〜パリ線の運航再開　日本発着3路線がすべて復活　　（9/8付　TRAICY）
エールフランス航空は、東京/羽田〜パリ線の運航を、パリ発は9月7日、日本発は8日から再開した。東京/羽田発は月・木・土曜、パリ発は水・金・日曜の週3便
を、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225席の計276席を配置した、ボーイング787-9型機を使用して運航する。日本発の初便は、定
刻午後0時5分のところ、1時間38分遅れて、午後1時43分に離陸した。日本路線は現在、東京/成田〜パリ線を週3便から4便、大阪/関西〜パリ線を週3便運航し
ている。これにより、全3路線の運航を再開し、合わせて週9便から10便を運航することになる。
■ダイヤ：AF279　東京/羽田（12：05）〜パリ（19：45）／月・木・土（9月8日〜10月29日）、AF272　パリ（13：45）〜東京/羽田（10：00+1）／水・金・日（9月7日〜10月
28日）、AF293　東京/羽田（00：35）〜パリ（08：35）/ 10月10日のみ
AF274　パリ（23：10）〜羽田（20：10+1）/ 10月8日のみ

タイ入国料（300バーツ）は2023年早々から徴収開始    （9/6付　タイランドハイパーリンクス）

タイ観光・スポーツ省ピパット・ラチャキットプラカーン大臣は2022年9月5日、2023年早々に実施される見込みの外国人旅行者からの入国料徴収を承認するた
め、10月に内閣に提案されると述べました。各報道が伝えています。2023年1月からタイに入国するすべての外国人旅行者から300バーツを徴収するという観光・
スポーツ省の提案は、国家観光政策委員会により承認済み。入国料については10月に内閣に提案されて承認される予定で、承認された後に官報に掲載され、
90日後に発効されます。陸路で入国する外国人旅行者からの徴収については、ナレスアン大学が適切な入国料を調査しています。入国料は外国人旅行者の保
険購入に使われ、事故で負傷した外国人旅行者の治療費を政府が一手に引き受ける必要がないようにするとピパット大臣は述べました。さらにピパット大臣は、
新型コロナウイルスが流行する前、政府は負傷した外国人旅行者の治療に毎年約3億から4億バーツを費やしていたことを明らかにしています。

台湾、米国など一部の国の国民を対象にノービザ入国再開へ 日本は含まれず　　（9/5付　フォーカス台湾）
台湾で新型コロナウイルス対応を担う中央感染症指揮センターの王必勝（おうひっしょう）指揮官は5日の記者会見で、米国など一部の国・地域の国民を対象に、
12日から査証免除（ノービザ）措置を再開すると発表した。対象は米国の他、カナダ、ニュージーランド、オーストラリア、欧州、中華民国（台湾）と外交関係を有す
る各国。日本は含まれていない。外交部（外務省）の葉非比（ようひひ）領務局長によれば、今回発表した対象国はいずれも台湾に対し、ビザ免除措置を再開さ
せている。ビザなしで入国した人は、ビジネスや展示会参加、視察、国際交流、親族訪問、社会訪問など申請が不要な活動を行うことができる。1週間当たりの入
国者数の上限は5万人を維持する。入国後にはPCR検査のための唾液採取を受ける必要がある他、入国後3日間の検疫（外出禁止）とその後4日間の自主防疫
を行うことが義務付けられる。



香港と日本の往復について動き　11月前には隔離廃止の可能性も　　（9/2付　香港経済新聞）
香港政府が現在、3日間の政府指定ホテルでの強制隔離を11月より前に廃止する方向で話を進めている。併せて、香港から中国本土への渡航については、香
港内で先に隔離してから中国に向かう「逆隔離」を中国政府に提案している。一方、香港から日本への渡航については、日本政府が外国人の入国者の上限を1
日5万人に増やし、添乗員のいないツアーを「半自由行」（ツアー旅行ではないが、半分、個人旅行が認められた）と呼び、香港人は緩和されたことを前向きに捉
えている。香港は1日現在、検査による陽性反応を示した人は155万1389人、最終確定した累計感染者は38万7307人、死亡者は9701人となっている。新規感染
者は1万686人、うち215人は海外からの輸入症例だ。一方、ワクチン接種者については、1回目が681万6703人（93.5％）、2回目を終えた人は659万1820人
（90.6％）、3回目も終えた人は495万2364人（72.2％）、4回目が32万5132人となっている。香港は段階的にウィズコロナにシフトしてきたが、ゼロコロナを採用する
中国に配慮して3日間の政府指定ホテルでの強制隔離、4日間の「医学的健康管理期間」、3日間の「自主健康観察期間」という方針を取っている。しかし、日々の
陽性者数は高い水準で推移しているものの重症化率は低いことなどから、ワクチンのさらなる接種にフォーカスを置く方針を固めた。中国はゼロコロナ政策を当
面の間、撤廃する気配がないこと、3日まで強制隔離を短縮下にもかかわらず、政府指定ホテルの稼働率が約60％と想定より伸びず香港に観光客が戻ってこな
いこと、11月1日・2日に開催される金融イベントの「国際投資峰会」、11月4日～6日には7人制ラグビーの大会「香港セブンズ」が開催されることから11月1日より
前に3日間の強制隔離を廃止する方向で話を進めているようだ。入境にはワクチンの3回接種は求めるが、それ以外は欧米並みの基準にすることでビジネス客・
観光客を呼び寄せ、できるだけコロナ前の水準に戻したい考えだ。しかし、中国政府はこの方針の下で香港と中国本土との往来で香港市民の入国を受け入れづ
らい。そこで香港政府は、中国政府に対して一定の日数を香港内で隔離する「逆隔離」を提案。隔離終了後、中国に入国するというものだが、中国政府は前向き
に受け止めているようだ。足元での感染者の増大に関しては香港政府も憂慮しており、8月28日より飲食店に9人以上で訪れる人は、24時間以内の抗原検査の
陰性結果について、検査キットに名前、日付、時刻を記入したうえで、スマートフォンで撮影するか、48時間以内のPCR検査の陰性証明書を店のスタッフに提示し
なければならないとした。中高校での終日対面授業をするためには、11月1日までに生徒の90％以上がワクチンを3回接種する必要があるとし、90％に達しなけ
れば半日対面授業に制限すると各校に通知。このように、防疫対策の一部を規制強化に変えた。日本政府は、9月7日より1日当たりの外国人の入国者数上限を
2万人から5万人に引き上げ、全ての国から添乗員を伴わない訪日パッケージツアーでの入国を認める方針を示した。現在、香港からは、既に添乗員を伴うツ
アーが催行されている。今後、添乗員が伴わない旅行が実現することは、観光客に自由行動が増えることを意味する。香港人の間では、渡航の完全自由化では
ないが、さらなる緩和について一定の評価をされている。

バンコクのスワンナプーム国際空港は、2022年9月1日から旅客認証システム（Passenger Validation System：PVS）を稼働させます。旅客認証システム（PVS）は、
スワンナプーム空港がデジタル空港を目指し、世界最高レベルの近代的で安全、便利でスピーディなサービスを提供するために、継続的に強化しているサービ
スの一部です。旅客認証システム（PVS）は9月1日午前9時より、旅客ターミナル4階の国内出発検問所の入口と国際出発検問所までの区域で、運用が開始され
ます。 このシステムは、スクリーニング能力を最適化し、安全基準を高めるために、乗客の旅行情報を検証するのに役立ちます。［旅客認証システム（PVS）設置
場所］・8ユニットが設置されたC-D列のチェックインカウンター後方の国内出発検問所への入り口、・ゾーン2の国際線旅客検問所の入口、2ユニットのJ-K列の
チェックインカウンターの後方、及び2ユニットのL-M列のチェックインカウンターの後方、・3ユニットのS-T列のチェックインカウンターの背後にあるゾーン3の国際
出発旅客検問所への入り口。旅客認証システム（PVS）は、乗客が紙または電子搭乗券を機械に置くことによって機能し、それが乗客の旅行情報を読み取って
チェックします。これは、乗客のスクリーニングを正確に行うことを可能にし、許可されていない者が制限された区域及び空域に入ることを防止します。さらに、旅
客認証システム（PVS）は、既にシステムを通過した搭乗券が再び使用されることを防止することができます。旅客認証システム（PVS）は、空港のセキュリティの
効率性を高め、航空会社のスタッフや代表者が乗客情報を確認できるようにすることを目的としています。空港のスタッフは、旅客認証システム（PVS）の利用に
関してアドバイスを提供し、乗客を支援するために待機するとのことです。

日本とサイパン結ぶ直行便、2年半ぶり再開　ユナイテッド航空が週3便運航　　（9/2付　TRAICY）
ユナイテッド航空は9月1日、東京/成田〜サイパン線を開設した。同路線の直行便はスカイマークが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25日から運休しており、再開は2年半ぶりとなる。ボーイング737-800型機で週3便運航する。直行便の再開は、マリアナ政府観光局と政府機関が共同で実施
する観光復興に向けた投資計画の一環で、アメリカ自治領公安局（CPA）の支援によって実現。サイパンやテニアン、ロタへの日本人観光客の誘致を本格化す
る。東京/成田〜サイパン線は2018年5月のデルタ航空撤退後、一時的に直行便がなくなっており、2019年11月にスカイマークが唯一の国際線として就航したも
のの、新型コロナウイルスの影響で運休が続いている。2003年までは、ユナイテッド航空と統合したコンチネンタル航空も就航していた。成田空港では初便となる
UA825便の出発を前に、ラルフ・トーレス北マリアナ諸島知事らがテープカットを行って就航を祝った。初便は71名が利用し、ビジネスクラスは16席が満席となっ
た。UA825便は午後9時25分発のところ同14分に出発し、サイパンにはスケジュールより17分早い現地時刻翌午前1時43分に到着した。
■ダイヤ：UA825　東京/成田（21：25）〜サイパン（02：00+1）／火・木・土、UA824　サイパン（07：00）〜東京/成田（09：35）／月・水・金

中部国際空港、国際線のデイリー運航再開　フィリピン航空とセブパシフィック航空のマニラ線　　（9/1付　TRAICY）
中部国際空港は、発着する国際線がコロナ後初めて、デイリー運航を再開すると発表した。フィリピン航空が9月1日から、セブパシフィック航空が9月20日から、
それぞれマニラ線を1日1便に増便する。フィリピン航空のマニラ線は、コロナ禍以前は1日1便を運航していたものの、2020年3月23日から運休。2020年6月17日
に、コロナ禍の国際線旅客便として初めて乗り入れを再開し、段階的に増便し、7月に週6便にまで増やしていた。セブパシフィック航空のマニラ線は、コロナ禍以
前は1日1便を運航していたものの、2020年3月19日から運休。9月8日から運航を再開し、6月末から週5便を運航している。中部国際空港発着の国際線は9月1日
時点で、大韓航空とアシアナ航空のソウル線、チャイナエアラインの台北/桃園線、フィリピン航空とセブパシフィック航空のマニラ線、ベトナム航空とベトジェット
エアのハノイ線、ベトナム航空のホーチミン線、タイ国際航空のバンコク線、シンガポール航空のシンガポール戦、ユナイテッド航空のグアム線、日本航空（JAL）
のホノルル線、デルタ航空のデトロイト線の週43便が乗り入れている。

（韓国）韓国入国前に受けた新型コロナ検査の陰性証明書の提出義務廃止　　（9/1付　JETROビジネス短信）
韓国の疾病管理庁は8月31日、国内で新型コロナウイルス感染者が減少傾向に転じていることや、重症化率・死亡率が持続的に低下していることを踏まえ、入国
前に受けた新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提出義務を9月3日から廃止すると発表した。他方、入国後1日目の検査は引き続き義務とし、全ての入国者
は検査結果をQ-Codeから登録しなければならないため、注意が必要だ（注）。
（注）9月5日以降、今回の発表内容に対応したQ-Code上の入力内容に変更される。入力内容は、（1）個人情報（パスポート番号など）、（2）入国および在留情報
（出発国、航空便、国内在留地、連絡先など）、（3）検疫関連情報などの入力後にQR発行（または印刷）、（4）入国後1日目の検査登録の4点。

韓国政府、ノービザ渡航を10月31日まで延長　日本など3か国・地域　　（8/31付　TRAICY）
韓国政府は、日本を含む3か国・地域を対象としたノービザ渡航の期間を、10月31日まで延長した。「ソウルフェスタ」が開かれることに合わせ、8月4日からノービ
ザ渡航を認めていた。当初は8月31日に終了を予定していた。日本と台湾、マカオからの渡航を、K-ETAの申請のみで可能とする。在留資格は観光・通過（B-2-
1）で、在留期間は90日間。搭乗の72時間前までの申請を求めている。また、9月1日からは、済州島に入国する外国人にもK-ETAを適用する。

バンコク・スワンナプーム空港、9月1日から旅客認証システム（PVS）稼働でセキュリティ強化
（8/28付　タイランドハイイパーリンクス）

フィンエアー、東京/羽田〜ヘルシンキ線の運航スケジュール決定　10月30日開設　　（9/2付　TRAICY）
フィンエアーは、10月30日（東京/羽田発は翌31日）に開設する、東京/羽田〜ヘルシンキ線の運航スケジュールを決定した。東京/羽田発のAY062便は午後9時
55分に出発し、ヘルシンキに翌日の午前4時25分に到着する。ヘルシンキ発のAY073便は午後5時55分に出発し、東京/羽田には翌日の午後2時25分に到着す
る。発着枠を調整中で、スケジュールが変更になる可能性がある。機材はエアバスA350-900型機を使用し、1日1便を運航する。ロシア領空を回避した飛行ルー
トを採用することから、所要時間は東京/羽田発、ヘルシンキ発ともに13時間30分となる。東京/成田〜ヘルシンキ線は、現状を鑑みて、冬スケジュール期間中は
運休する。予約客には代替便の提供、もしくは払い戻しを案内する。
■ダイヤ：AY062　東京/羽田（21：55）〜ヘルシンキ（04：25+1）、AY061　ヘルシンキ（17：55）〜東京/羽田（14：25+1）

韓国政府、入国時のコロナ陰性証明書提出義務を撤廃　　（9/2付　TRAICY）
韓国政府は、入国時の新型コロナウイルスの陰性証明書の提出義務を、9月3日から停止する。現在は、出発日から2日以内のPCR検査、もしくは1日以内の抗
原検査による陰性証明書の提出を義務付けている。ワクチン接種の有無に関わらず、陰性証明書の提出が不要となる。すべての入国者に対する、入国後1日以
内のPCR検査の受検義務は継続される。陽性が確認された場合には7日間の隔離が必要となる。韓国では現在も、1日あたり10万人前後の新型コロナウイルス
の感染者が確認されている。

シンガポール航空とスクート、日本路線は機内でのマスク着用不要に　　（8/30付　アジアトラベルノート）
シンガポール政府がマスク着用に関する規制を8月29日に緩和したことでシンガポール航空(Singapore Airlines)と子会社のスクート(Scoot)は機内におけるルー
ルを変更。同日より日本路線では往復共にマスク着用義務が解除されました。現在、シンガポール航空は成田、羽田、関西、中部、福岡からシンガポールへの
路線を運航中。一方、スクートは成田線を運航中で9月1日からは関西線も再開します。東南アジアではタイ路線とラオス路線ではマスクは必要なく、それ以外は
着用必須。なお、8月29日からはチャンギ空港内においてもマスク着用は任意となっています。



国土交通省は、仙台国際空港による旅客取扱施設利用料の上限認可申請を、空港法第16条に基づき、8月16日付けで認可した。仙台国際空港は同日、10月30
日以降の発券分の出発・到着利用者を対象に、旅客取扱施設利用料を改定すると発表した。国内線では大人が230円から290円、小人が120円から150円に、国
際線では大人が610円から700円、小人が300円から350円にそれぞれ値上げとなる。航空券発券時に運賃とともに徴収する。仙台国際空港では、2018年10月28
日から、旅客取扱施設利用料を導入している。保安検査場の拡張工事や、搭乗橋のバリアフリー化を目的としたノンステップタイプへの更新工事、館内照明の
LED化といった設備投資を行ってきたことに加え、2021年と2022年の福島県沖地震で損傷したターミナルビルの修繕工事を実施している。

ロンドン・ヒースロー空港、出発旅客数の制限を10月29日まで延長　　（8/16付　TRAICY）
ヒースロー・エアポート・ホールディングスは、ロンドン・ヒースロー空港の出発旅客数の制限を、夏スケジュール期間終了日の10月29日まで延長すると発表し
た。7月に1日あたりの出発旅客数を10万人に制限し、手荷物の処理時間の短縮や欠航便数の減少につながっている。運用状況の改善が続く場合、早期に終了
する可能性がある。すでに、ロンドン/ガトウィック・フランクフルト・アムステルダム/スキポールを含む複数の空港で、同様の乗客数の制限を設けている。アムス
テルダム/スキポールでも10月末まで期間を延長している。

ハワイアン航空、東京/羽田・東京/成田〜ホノルル線を減便　9月からそれぞれ週6便に　　（8/29付　TRAICY）
ハワイアン航空は、東京/羽田・東京/成田〜ホノルル線を9月から週6便に減便する。東京/羽田〜ホノルル線は8月1日から運航を再開し、東京/成田・大阪/関
西〜ホノルル線も同日から増便。現在はそれぞれ1日1便を運航している。東京/羽田〜ホノルル線は、東京/羽田発のHA864便が月・火・水・金・土・日曜、ホノル
ル発のHA863便が月・火・木・金・土・日曜の週6便を運航する。東京/成田〜ホノルル線は、東京/成田発のHA822便が月・水・木・金・土・日曜、ホノルル発の
HA821便が火・水・木・金・土・日曜の週6便を運航する。東京/成田発9月11日、ホノルル発9月12日発は運休する。機材はビジネスクラス18席、エコノミークラス
260席の計278席を配置した、エアバスA330-200型機を使用する。

1週間の入国者数、上限5万人に緩和／台湾　　（8/23付　フォーカス台湾）
台湾で新型コロナウイルス対策を担う中央感染症指揮センターは22日、1週間の入国者数の上限をこれまでの4万人から5万人に引き上げたと発表した。9月から
の新学期を前に、国民の帰国需要や外国人留学生の入国ニーズが高まるのに対応するためだとした。 コロナの感染状況が落ち着きを見せていたことで、入国
者数の上限が段階的に緩和されたほか、入国前のPCR検査も15日から全面的に免除された。だが、オミクロン株「BA.5」の感染者が増えつつあることもあり、入
国後の隔離期間は6月中旬以降3日のままだ。

タイ、ビザなしで最大45日間滞在可能に　10月1日～2023年3月末までの期間限定　　（8/19付　アジアトラベルノート）

本日8月19日に行われた政府の新型コロナウイルス感染症対策センター(CCSA)本会議で承認されたもので、会議後の定例会見でタウィーシン報道官が発表。
2022年10月1日～2023年3月31日までの期間限定となります。現在、ビザなしで30日間の滞在が許可されている日本人を含む52か国の旅行者が対象。また、到
着ビザ（ビザ・オン・アライバル）が必要な18か国・地域からの旅行者についても同期間中の滞在期間を現在の15日間から30日間に延長するとのこと。

JAL、国際線燃油サーチャージを引き上げ　欧米往復114,400円、10月発券分から　　（8/18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10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。7月から8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151.56米ドル、1米ドル135.18円だったため、円貨換算額は20,488円となった。10月1日から11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7,700円、韓国・モンゴル以外の東アジア線は12,900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22,900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29,800円、ハワイ・インドネシア・インド・スリランカ線は
37,400円、ハワイを除く北米・ヨーロッパ・中東・オセアニア線は57,200円となる。
■燃油サーチャージ額（2022年10月～11月／日本発旅程・片道）：　韓国・極東ロシア 7,700円、韓国・モンゴル以外の東アジア 12,900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） 22,900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） 29,800円、ハワイ・インドネシア・イン
ド・スリランカ 37,400円、ハワイを除く北米・ヨーロッパ・中東・オセアニア 57,200円

新千歳空港、国内線旅客取扱施設利用料を改定　10月30日発券分から　　（8/16付　TRAICY）

仙台国際空港、旅客取扱施設利用料を改定　10月30日発券分から　　（8/16付　TRAICY）

外務省、96か国・地域の感染症危険情報のレベル引き下げ　　（8/24付　TRAICY）

国土交通省は、北海道エアポートによる、新千歳空港の旅客取扱施設利用料の上限認可申請を、空港法第16条に基づき、8月16日付けで認可した。北海道エア
ポートは同日、10月30日以降の発券分の新千歳空港の国内線出発・到着利用者を対象に、旅客取扱施設利用料を改定すると発表した。大人が270円から370
円、小人が140円から180円にそれぞれ値上げとなる。航空券発券時に運賃とともに徴収する。新千歳空港では、施設の壁・天井等構造部の耐震強化や防災対
策の強化を図るとともに、ビル内の運航情報提供設備の増設、利用者の待機スペースの環境整備、トイレのリニューアル、災害発生時に利用者が滞在できる環
境を整えるなど、施設の機能向上に努めており、こうした整備や対応費用に充当するとしている。

日本入国時の手続きの一部を事前登録できるファストトラック、9月7日にシステム変更　　（8/27付　アジアトラベルノート）

日本政府が2022年9月7日0時（日本時間）から水際措置を緩和することに関連し、入国時の検疫手続きの一部をMySOS WebまたはMySOSアプリで事前に済ま
すことができるファストトラックも同日よりシステム変更されます。具体的には、9月7日以降は有効なワクチン接種証明書がある場合は出国前72時間以内の検査
証明書が不要となるため、ファストトラック登録の際に「ワクチン接種証明書」または「出国前72時間以内の検査証明書」のいずれかが審査完了になるとMySOS
の画面が緑色または青色に変わるとのこと。なお、9月6日から7日にかけてのシステム切り替え前のタイミングでワクチン接種証明書の審査が完了し黄色画面が
表示されている場合は、出国前72時間以内の検査証明書が審査中または差戻の状態でも、システム切替後には画面が緑色または青色に変わり手続きが完了
するとしています。

外務省は、96か国・地域を対象として、感染症危険情報のレベルを引き下げた。41か国をレベル3（渡航中止勧告）からレベル2（不要不急の渡航自粛）に、55か
国・地域をレベル2からレベル１（十分注意）に引き下げた。新たにレベル2となったのは、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、ハイ
チ、キルギス、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、アフガニスタン、イラク、アルジェリア、アンゴラ、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメ
ルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、
赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、ナイジェリア、ナミビア、マダガスカル、マラウイ、南スーダン、モーリタニア、リビア、リベリア。新たにレベル1と
なったのは、インドネシア、パキスタン、東ティモール、フィリピン、ミャンマー、キリバス、ソロモン諸島、ツバル、バヌアツ、パプアニューギニア、アンティグア・バー
ブーダ、ガイアナ、グレナダ、スリナム、ドミニカ国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、バハマ、ベネズエラ、ホンジュラス、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクラ
イナ、ウズベキスタン、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、バチカン、ポーランド、ポルトガル、ロシア、イエメン、オマーン、シリア、ヨルダン、ウガンダ、エジプ
ト、エリトリア、カーボベルデ、コモロ、サントメ・プリンシペ、タンザニア、チャド、トーゴ、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、西サハラ、マリ、
南アフリカ、モロッコ、ルワンダ、レソト。

（中国）長期留学生用のビザ申請受け付けを再開　　（8/24付　JETROビジネス短信）
在日中国大使館は8月22日付で通知を発表し、2022年8月24日午前0時から、有効なAPECビジネストラベルカードを有する者および有効な留学居留許可を持つ
者は、中国入国のためのビザを再申請する必要がなく、上記の書類を所持していれば入国できるとした。また、8月23日付で中国入国ビザ申請に必要な資料を
更新し、長期留学生用のX1ビザの申請受け付けを再開するとした。留学生の中国への入国については、2020年3月26日に外交部および国家移民管理局より出
された「現在有効な訪中ビザや居留許可を有する外国人の中国への入境を暫定的に停止する公告」によって、同年3月28日午前0時から停止されていた。その
後、駐在員やその家族、新規赴任者については入境停止措置が解除され、ビザ申請に当たっての規制も緩和されたが、留学生の中国入国停止や留学ビザの
発給停止の状況は継続していた。在中国日系企業の団体である中国日本商会は、2022年6月17日に王毅国務委員兼外交部長と孔鉉佑駐日中国大使に対して
送付した「日中往来に関する中国政府への要望書」において、要望の1つとして日本人留学生に対する留学ビザの発給再開を求めていた。

中国のコロナ水際対策、出発前検査と到着時検疫は継続　　（8/26付　ロイター）
中国の税関当局は２６日、新型コロナウイルス関連の入国規制について、出発前の検査と到着後の検疫を引き続き求めると表明した。中国の入国規制は世界
で最も厳しいとされているが、隔離期間を短縮したり一部検査の義務を廃止するなど、段階的に緩和措置を講じている。税関当局は前日、検査結果や感染歴な
ど、税関通過時に海外からの渡航者に義務付けていた新型コロナに関する情報の報告を一部不要にすると発表していたが、これについて２６日の声明で「規制
の緩和でない。海外からの渡航者向けの要件で実質的な変更はない」と述べた。大使館のウェブサイトによると、海外からの入国者は出発前にデジタル健康証
明書を取得するために、引き続き中国大使館に検査、その他関連情報を報告する必要がある。



「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）

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。

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。

（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）

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

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）

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）

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。

（インド）日本からの渡航者、ワクチン接種完了証明書でも入国可能に　　（8/15付　JETROビジネス短信）
インドへの入国に当たり、日本からの渡航者は8月8日以降、新型コロナワクチン接種完了証明書があれば、PCR検査の陰性証明書の提示が不要となった。従
来、日本からの渡航者は、出発時刻の72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書を事前にオンライン申告することが求められていた。ただ、インド政府が指
定する指定国・地域からの入国の場合には、ワクチン接種完了証明書での代替が可能となっており、保健・家庭福祉省は8月8日付で、日本を含めた全133カ国・
地域にまで同対象を拡大した。なお、インド入国に当たっての手続きに大きな変更は生じておらず、入国後も原則として隔離措置などは設けられていない。インド
では7月以降、新型コロナウイルスの新規感染者数は1日当たり2万人前後で推移しており、主要都市には新型コロナウイルス感染拡大前の活気が戻ってきてい
る。一方、首都ニューデリーを有するデリー準州では、8月第2週に入り感染急拡大の兆候が見られるとして、公共の場所におけるマスク着用が再び義務化され
た。デリー準州における新規感染者数は8月3日以降、2,000人を超えて推移しており、8月11日時点では2,726人と全国の1割強を占める。PCR検査数に対する陽
性率は14.38％（同時点）と全国平均（5.44％、8月12日時点）に比べて高水準となっている。

フライカンウォン、東京/成田〜襄陽線の就航延期　10月30日から週4便　　（8/10付　TRAICY）
フライカンウォンは、東京/成田〜襄陽線の就航を10月30日に延期する。当初は9月30日に開設する計画だった。月・水・金・日曜の週4便を、エコノミークラス186
席もしくは189席を配置したボーイング737-800型機で運航する。成田国際空港では第2ターミナルに乗り入れる。韓国の江原道に位置する襄陽は、豊かな自然
に恵まれ、韓流ドラマやK-POPのミュージックビデオの撮影地になるなど、“韓流の聖地が集う場所“として人気を集めているという。フライカンウォンは、襄陽を拠
点に、2019年11月に運航を開始した航空会社。
■ダイヤ：　4V312 東京/成田（14：55）〜襄陽（17：25）／月、4V312 東京/成田（14：25）〜襄陽（16：55）／水・日、4V312 東京/成田（10：55）〜襄陽（13：25）／金、
4V311 襄陽（07：55）〜東京/成田（09：55）／金、4V311 襄陽（11：25）〜東京/成田（13：25）／月・水・日

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）

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

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。

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。

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。

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）



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。

中部国際空港は、「思い出づくり　応援キャンペーン」の第2弾として、「セントレアから行こう今年のうちに空旅を！」を8月15日から開始した。2名1組以上のグ
ループで、12月20日までの間に中部国際空港発着便を往復利用した人のうち先着2,022名に、しまうまプリントで作成できるフォトブック1冊分のクーポンコードを
プレゼントする。先着数に達し次第終了する。フォトブックは、「A5スクエア24Pライト仕上げ」とメール便送料相当分。キャンペーンサイトの申し込みフォームから
申し込むことができる。

中部国際空港「フライト・オブ・ドリームズ」、トヨタ紡織が開発のANA国内線シートを設置　　（8/8付　TRAICY）
中部国際空港は、複合商業施設「フライト・オブ・ドリームズ」1階の「フライトパーク」に、全日本空輸（ANA）国内線ボーイング787型機のシートの展示を開始した。
トヨタ紡織の協賛のもと、ANAと共同開発したシート（3席×2列）の設置を8月8日から開始した。「フライトパーク」は、2021年12月にリニューアルオープンしており、
無料で入場できる。これまでに、新明和工業、川崎重工業、DHLジャパン、岡部、日本航空（JAL）、ANA、東レ、SUBARUが協賛し、様々な協賛品を展示してい
る。ボーイングは2015年にボーイング787型機の試験飛行機を寄贈し、建物内に展示している。

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。

中部国際空港、2名1組以上のグループ旅行者にフォトブックプレゼント　　（8/18付　TRAICY）

中部国際空港、「パスポート取得キャンペーン」を実施中　抽選で100人に1万円分のAmazonギフト　（8/22付　TRAICY）
中部国際空港は、国際線本格回復を見据えた「Fly Again」プロジェクトの第2弾として、「パスポート取得キャンペーン」を実施している。期間は8月15日から10月
21日まで。対象期間中にパスポートを新規取得・切替し、中部国際空港発着便の予約をした人を対象に、抽選で100人に1万円分のAmazonギフトコードを進呈す
る。また、8月1日から10月31日まで、中部国際空港から出発する国際線を利用する人を対象に、アンケートへの回答で免税店で使える1,000円クーポンを進呈し
ている。

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）　　


