
lufthansagroup.com

新型コロナ状況下での安全な
ご旅行とその他のご案内

ルフトハンザグループ航空会社情報キット

2021年9月8日版



ルフトハンザエクスプレス鉄道の拡大
空港アクセスは便利な列車移動で

ルフトハンザのお客様は、ドイツ国内19都市とフランクフルト空港を結ぶ超

高速列車での移動により、最適なお乗り継ぎ時間でフライトと列車の便利な
接続が可能です。また、遅延が発生した場合は、次のフライトや列車に自動
的に無料で予約変更されます。

新:

 2021年7月以降、ハンブルク、ミュンヘン路線が追加。

 2021年12月より、ベルリン、ブレーメン、ミュンスター路線接続。ミュ

ンヘン、ニュルンベルクからフランクフルトまでの所要時間が、最新の
「スプリンター」列車で短縮。

 2021年夏以降、列車とフライトの接続が最適化：

 標識やルート案内の改善

 手荷物の迅速な搬出

 エクスプレス鉄道専用の優先レーン「セキュリティファストレーン」



Sleeper‘s Row: ルフトハンザの長距離路線フライトでさらに広い空間

ルフトハンザエコノミークラスのお客様には、飛行時間
が約11時間以上の長距離路線でSleeper’s Rowをご利用い

ただけるオプションがございます。このお座席は、フライ
トの直前、チェックイン時または搭乗口でお申し込みいた
だけます。

この新しい魅力的なオファーにより、フライト中はずっと、
隣り合った3席または4席のシート一列をお一人でご利用

いただけます。このオファーでは、ビジネスクラスクオリ
ティの枕、毛布、マットレストッパーをご用意しています。

追加料金は、フライト1区間につき159～229ユーロです。
事前予約はできません。

ルフトハンザは、このSleeper’s Rowをボーイング 747-8、
エアバス A350、エアバス A340-300の機材でご提供して
います。



Austrian Melangerie（オーストリアンメランジェリー）
雲の上の楽しみ

オーストリア航空は短・中距離路線のエコノミークラスに新
しい機内食サービスAustrian Melangerieを導入しました。こ

の新しい有料でのケータリングは品質、選択肢、地域性、持
続可能性を重視しています。

新鮮な料理はDO & COのブランドHenry for Austrian、コー

ヒーと紅茶はユリウス・マインル社から提供されます。デ
ザートや美味しいオーストリアのスナックとソフトドリンク
は、ヨーロッパのすべてのフライトでご利用いただけます。

50分以上のフライト：より多くのセレクションからお選びい

ただけます。温かいお飲み物、オーストリアのワインやビー
ルもご用意しています。

85分以上のフライト：メインディッシュに加えてジンやシュ

ナップスなどのアルコール類もご用意しています。その他、
皆様にザルツブルグ・ショコラーデ社のチョコレートをご用
意しています。

詳細はaustrian.comでご覧ください。

https://www.austrian.com/jp/en/austrian-melangerie


Lufthansa Onboard Delights
新鮮で、持続可能で、高品質

ルフトハンザでは、短・中距離路線の新しい機内食サービス
Onboard Delightsにより、エコノミークラスのお客様に、幅広く高
品質なお食事とお飲み物を有料でご提供します。
ケータリングパートナーにはスタートアップ企業の dean&david

（ディーン＆デイヴィッド社）とミュンヘンを拠点とした伝統のあ
る Dallmayr（ダルマイヤー社）が選ばれました。

このメニューは、60分以上のフライトでご利用いただけます。ま
た、メニューは3カ月ごとに更新されます。

お食事はサーモンアボガドボウル、ファラフェルタヒニサラダ、
クランチーチキンボウル、スイートチリチキンサンドなどを予定

しています。こちらのメニューに加えて、ケーキやスナック、アル
コール飲料やノンアルコール飲料もご用意しています。価格は2
ユーロから12ユーロ程度です。

飛行時間に関わらず、無料のお水とチョコレートもご用意していま
す。

詳細はこちらから → lufthansa.com

https://www.lufthansa.com/jp/en/onboard-delights


SWISS Saveurs（SWISS サヴール）:
受賞暦のあるSWISSエコノミーのお食事コンセプト

SWISSは、受賞暦のあるお食事コンセプトをスイス発着のほ
とんどの欧州内路線SWISSエコノミーのフライトに拡大し

ました。これにより、地元の食材を使用した、持続可能な
パッケージによる、質の高い豊富な種類の軽食よりお選び
いただけます。

新鮮な軽食は、世界的に有名でスイスの伝統あるConfiserie
Sprüngli（コンフィズリー・シュプルングリー社）から提供
されます。メニューは3カ月から6カ月ごとに更新されます。

これらの幅広い軽食メニューに加えて、アルプスのミネラ
ルウォーターのペットボトルとスイスチョコレートをご用
意しています。SWISS Saveursのメニューは50分以上の短・
中距離路線でご購入いただけます。

詳細はswiss.comでご覧ください。

https://www.swiss.com/jp/en/fly/on-board/swiss-economy/swiss-saveurs


ラウンジへようこそ
快適な旅が可能となりました

今後、徐々にラウンジを再開する予定です。

各空港のラウンジや、サービス内容はラウンジ検索からご覧
いただけます。また、営業時間や現在の規制内容、ラウンジ
の場所もご確認いただけます。

お客様がいつでも安全で快適な滞在をお楽しみいただけるよ
うに、距離を考慮したり、FFP2マスク、KN95、N95規格の医

療用マスクやサージカルマスクを着用するなどの確立された
対策により、すべてが安全性と衛生基準を満たしていること
を確認しています。

https://www.lufthansa.com/jp/en/lounges


ラウンジへようこそ
ドイツのルフトハンザラウンジご利用について

現在のお食事とお飲み物のご提供
ドイツのラウンジでは、順次サービスを再開しています。もちろん、
お食事やお飲み物もご用意しております。充実したお飲み物と、
限られた数ではありますが、温かいお料理や冷たいお料理をご
用意しております。

ドイツ国内のラウンジ利用規定について

ドイツでは州によって、ラウンジ利用規定が異なる場合が
あります。新型コロナウイルス検査結果が陰性であること
（24時間以内）、COVID-19の予防接種を受けていること、
またはSARS-CoV-2ウイルスの感染から快復していることの
証明が必要なラウンジもありますので、ご注意ください。

また、一部のラウンジでは連絡先をご提供いただくことが
義務付けられており、そのためにLucaアプリ (→ Android app 

on Google Play, → Download on the App Store) を使用していま

す。ご旅行前に携帯端末でアプリの設定を済ませておくと、
ラウンジへのアクセスが簡単です。

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.culture4life.luca
https://apps.apple.com/de/app/luca-app/id1531742708


ラウンジへようこそ

フランクフルト空港のルフトハンザファーストクラスター
ミナルが2021年9月1日より再開

ルフトハンザのファーストクラスターミナルでは、ファー
ストクラスとHON Circle会員のお客様を再びお迎えできる
ようになりました。2021年9月1日より、広範囲にわたる

サービス（リムジンサービス、個別の手荷物検査とパス
ポート審査を含む）を再びご利用いただけます。（毎日
5:30～22:00）。なお、ラウンジご入場に際しては、新型コ
ロナに関するの規制がございます。

ミュンヘン空港のルフトハンザファーストクラスラウンジ
が再開

ミュンヘン空港のルフトハンザファーストクラスラウンジ
（シェンゲン圏出発階レベル04、ゲート G21）が再開しま
した。営業時間は毎日5:00～19:45です。ラウンジご利用の
お客様には、冷たいお食事と温かいアラカルト料理のほか、
幅広い種類のお飲み物をお楽しみいただけます。リムジン
サービスは、引き続き休止とさせていただきます。



エコノミークラスのお客様のラウンジご利用
39ユーロからご利用いただけます

エコノミークラスをご利用のお客様も、ご出発前にゆっくり
とお過ごしされたい場合には、有料でルフトハンザのラウン
ジをご利用いただけるようになりました。ラウンジのご利用
料は39ユーロからで、オンラインでご予約いただけます。

まずはドイツ、英国、米国のルフトハンザラウンジのみが対

象となります。当サービスは、今後多くのラウンジが再開さ
れるにつれて、継続的に拡大していく予定です。

→ オンラインでのご予約はこちらから

https://lufthansa.travelintegration.com/lounges


エクストラシートでより快適に

予約状況にもよりますが、さらに機内で快適にお過ごしい
ただけるよう、隣の席を有料で予約することが可能となっ
ております。その場合、隣の席の空席は保証されます。

ご予約はサービスセンターまたは旅行会社にてお願い申し
上げます。

詳細は、航空会社のウェブサイトでご確認ください。



スターアライアンス・バイオメトリクス
生体認証システムで接触を少なく

スターアライアンスの生体認証システム「スターアライア
ンス・バイオメトリクス」をご利用いただくとご旅行がよ
りタッチレス（非接触）なものになります。

将来的には搭乗券や携帯電話を利用せずに、カメラを覗く
だけでご搭乗いただけるようになります。ルフトハンザか
SWISSのフライトをご利用のMiles & More会員の皆様は、

フランクフルト空港とミュンヘン空港でご利用いただけま
す。

詳細は lufthansa.comからご覧ください。

https://www.lufthansa.com/de/en/star-alliance-biometrics


ドイツでの入国時・乗り継ぎ時に適用される規則
概要

コロナ検査
陰性証明

デジタル入国登録
（DEA）

隔離

非リスク地域

ワクチン接種者／快復者 不要 不要 不要

ワクチン未接種者 要 不要 不要

12歳未満の子供 不要 不要 不要

乗り継ぎ旅客 不要 不要 不要

高リスク地域

ワクチン接種者／快復者 不要 要 不要

ワクチン未接種者 要 要 10日*

12歳未満の子供 不要 要 5日

乗り継ぎ旅客 不要 不要 不要

変異株蔓延地域

ワクチン接種者／快復者 要 要 14日

ワクチン未接種者 要 要 14日

12歳未満の子供 不要 要 14日

乗り継ぎ旅客 不要 不要 不要

* ワクチン接種証明書／

快復証明書または入国か
ら5日後以降の陰性証明

書を提出することで、隔
離の早期終了が可能

2021年8月5日現在



ドイツでの入国時・乗り継ぎ時に適用される規則
補足情報

• 新型コロナウイルス検査: 新型コロナウイルス検査の陰性証明書が入国時に必要とされる場合、その検査はドイツ入国前
48時間以内（抗原検査）**または72時間以内（PCR法、RT-LAMP法、TMA法の検査）に行われたもの（検体採取時点が

基準）でなければなりません。陰性証明書、ワクチン接種証明書／免疫証明書（該当する場合）は出発前と入国時にご
提示いただく必要があります。

• ワクチン接種者／快復者:ワクチン接種者とは、EUで承認されているワクチンの一連の接種を完了してから14日以上経

過した人をいいます。現在の承認ワクチンはバイオンテック・ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ジョンソン・
エンド・ジョンソンです。快復証明としては、 28日前から6カ月前までに行われたPCR/LAMP/TMA検査の陽性結果の証
明書が必要です。

• 証明書は英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語のものが受理されます。認定された自己診断検査も有
効です。

• 乗り継ぎ旅客: ドイツ以外の目的地への乗り継ぎ便をご利用のお客様を指します。フランクフルトまたはミュンヘンでの
乗り継ぎ便は24時間以内に出発しなければならず、トランジットエリアの外に出ることはできません。

• デジタル入国登録（DEA）は einreiseanmeldung.deからご利用いただけます。

• 国際的なリスク地域の指定に関する詳細はロベルト・コッホ研究所のウェブサイトをご覧ください。

** 例外: 変異株蔓延地域から到着の場合、抗原検査は24時間以内のものに限られます。

2021年8月5日現在

https://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Risikogebiete/Risikogebiete_aktuell_en.pdf?__blob=publicationFile


常に最新の情報を
渡航規制に関するページでは入国規制と空港情報を集約しています

不確実性が高い時代では、透明性があり、
正確で信頼性の高い情報は非常に価値が
あります。

渡航規制に関するページでは、複数の情
報源から自動的に情報を収集しています。
お客様は十分な情報に基き安全にご旅行
いただけます。

さらに、当ウェブサイトでは新型コロナ
検査の正確な要件について情報を提供し、
すべての目的地における検査センターの
場所をご案内しています。

こちらをクリックしていただくと、情報
ページをご覧いただけます。

https://lufthansa.travel-regulations.com/?language=en&apptarget=external


安全第一
マスク着用義務について

ルフトハンザグループの航空会社は一部のフライト

でのマスク着用義務に関する規則を改定しました。こ
の規則は搭乗時、飛行中、降機時の搭乗客と乗務員に
適用されます。

 オーストリア航空のオーストリア発着路線では全便
でFFP2マスクの着用が必要。

 ルフトハンザグループのドイツ発着路線では全便
で医療用マスク（サージカルマスク、FFP2マスク、
KN95/N95規格のマスク）の着用が必要。

 フェイスシールド、排気弁付きFFP2マスク、ス

カーフ、布製マスクはいずれの航空会社でも認めら
れません。

この規則は健康上の理由により免除される場合があります。免
除には、お客様によって直近（出発時刻の前48時間以内）のコ
ロナウイルス検査の陰性結果とともにルフトハンザグループの
フォームによる医師の診断書をご提示いただく必要があります。



空港でのソーシャルディスタンス

保安検査のプロセスが変更になっている為、保安
検査場やスクリーニングで時間がかかることがあ
ります。時間に余裕をもって空港までお越しくだ
さい。詳細は各空港のウェブサイトをご覧くださ
い。

マスク着用の義務化:

空港でのご滞在中、および機内では口と鼻を覆う
マスクのご着用が義務付けられています

多くの当局や空港が、現在の状況に鑑み機内持ち込
み手荷物を制限しています。これにより、保安検査
場での時間が短縮され、スムーズに搭乗・降機いた
だけます。詳細は機内持ち込み手荷物の規定をご確
認ください。
https://www.lufthansa.com/jp/ja/carry-on-baggage

現在の状況に鑑み、ラウンジ内のお食事とお飲み物
は、限られた範囲での提供となります。また、現在
の規制により、すべてのサービスのご利用が可能と
なっているわけではありません。詳細は以下のリン
クからご確認ください。
ルフトハンザ：
https://www.lufthansa.com/jp/ja/lounges
SWISS：
https://www.swiss.com/jp/ja/fly/airport/lounges-zuerich#t-page=pane2

https://www.lufthansa.com/jp/ja/carry-on-baggage
https://www.lufthansa.com/jp/ja/lounges
https://www.swiss.com/jp/ja/fly/airport/lounges-zuerich#t-page=pane2


搭乗と降機でのソーシャルディスタンス

グループごとに搭乗:
オーストリア航空、ルフトハンザ、SWISSの大陸

内路線では、優先搭乗後、以下のグループごとに
ご搭乗いただきます。（長距離路線は試行中）

グループ3 窓側の座席のお客様
グループ4 中央座席のお客様
グループ5 通路側の座席のお客様

マスク着用の義務化:

空港でのご滞在中、および機内では口と鼻を覆う
マスクのご着用が義務付けられています

グループごとに降機:

飛行機が目的地へ到着後、グループごとに降機いた
だきます。ビジネスクラスのお客様に続き、11列
目から15列目、16列目から20列目‥と順に降機の

ご案内をいたします。お客様の座席のご案内がある
までは、着席のままお待ちいただくようお願いいた
します。

バスによる搭乗の回避: 可能な限りターミナルビル

直結の搭乗ブリッジを利用し、やむを得ない場合
にはバスの台数を増やします。



機内でのソーシャルディスタンス

機内サービスの簡略化:

ソーシャルディスタンスを考慮して、機内サービスを簡
略化してます。詳細は以下のリンクからご確認ください。
https://www.lufthansa.com/jp/ja/current-onboard-services

一時的に機内販売は休止中（ブリュッセル航空以
外）。新たに機内販売のオンラインサイトSKY deals
を提供。

ソーシャルディスタンスを考慮してチェックインと
座席指定を行います。ご一緒にご予約・チェックイ
ンをされた場合は可能な限り並びでのお座席をご用
意します。お一人でご搭乗のお客様には、可能な限
り窓側、もしくは通路側のお座席をご案内すること
とし、中央の座席へのご案内は、他に空席がない場
合のみとしております。

マスク着用の義務化:

空港でのご滞在中、および機内では口と鼻を覆う
マスク等のご着用が義務付けられています

すべての機内で客室乗務員が消毒用ウェットティッ
シュ（除菌・抗菌）を配布。座席およびその周辺の表
面の除菌にご使用ください。

https://www.lufthansa.com/jp/ja/current-onboard-services


デジタルソリューション （eXperts最新情報参照）
ルフトハンザグループHealth Entry Support Center

オーストリア航空、ブリュッセル航空、ルフトハンザ、SWISS
では、Health Entry Support Centerを介したデジタル書類の

チェックを複数の路線で実施しています。その目的は、お客様
に出発前に必要な書類をアップロードしていただくことです。
これにより、出発前に書類を確認することができ、空港での時
間短縮につながります。今後、他の路線や国にも拡大していく
予定です。

ユーロウィングスではドイツから複数の路線で、”myHealth
Doc”チェックを実施しています。

私たちは健康データアプリのコンセプトを推奨し、デジタル証
明書をトラベルチェーンに組み込む準備をしています。最終的
にどのアプリが海外渡航の一部になるかはまだ決まっていませ
ん。



お客様との継続的なコミュニケーション
デジタルサービス

新型コロナウイルス感染症に関連し、世界中で入国に際して
の基準が厳しくなっています。その結果、新たな書類、検証
データ、およびデータの受け渡し方法等に関する基準が求め
られています。

オンラインまたはモバイルチェックインは、感染症予防と管
理に関する法律（IfSG）に定められた必要条件（連絡先や住

所の詳細、健康状態の確認）に準拠したデータ入力をサポー
トしており、空港のカウンターや出発ゲートでの手作業を減
らす上で非常に重要です。

そのため、パッケージ旅行、グループ旅行、もしくはチャー
ター機利用のご旅行においてもお客様の連絡先情報を予約時
に入力いただくことが重要です。お客様がオンラインチェッ
クインやモバイルチェックインをご利用になるために、出発
前には航空会社の予約番号や航空券番号をお客様にお知らせ
いただき、オンラインやモバイルチェックインのご利用を促
進していただきたくよろしくお願いいたします。



eXpertsでいつでも耳寄り情報を
旅行会社様向けの情報発信サイト

eXpertsはオーストリア航空、ブリュッセル航空、ルフトハン
ザ、SWISS、ユーロウィングスの販売関連情報を旅行会社の皆
様にお届けする会員専用サイトです。ルフトハンザグループ

の各航空会社の製品やサービス、運航都市に関する会員向け情
報をご覧いただけるほか、会員限定の優待料金や顧客向けのお
得な航空券に関する情報を受け取ることができます。

旅行会社の皆様は、lufthansaexperts.comより無料で会員登録
をしていただけます。今すぐ会員登録をして、eXpertsの会員
限定特典をお楽しみください。

https://www.lufthansaexperts.com/?JP
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ルフトハンザグループより運賃情報のお知らせ

 ルフトハンザグループでは、下記販売期間中の「日本発欧州行きの全ての運賃」の変更手数料を無料化、

また「日本発欧州行き片道運賃プロモーション運賃」の販売期間を延長いたしますこと、ご案内申し上げます。

日本発欧州行き運賃

■変更手数料の無料化
対象路線：日本発欧州行き
販売期間：2021年10月1日～2021年11月30日
旅行期間：2021年10月1日～
対象運賃：First/Business/Premium Economy/Economy 全運賃

日本発欧州行き片道プロモーション運賃

■改定内容：販売期間を11月30日まで延長
対象路線：日本発欧州行き（片道）
旅行期間：2022年3月31日まで
対象運賃：J/C/D/G/N/B/U/H__EPO
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 迅速・簡単なデジタル審査
新型コロナウイルス関連の渡航書類（デジタル入国登録、COVID-19検査結果、ワクチン接種証明書など）をご出
発前にルフトハンザグループのHealth Entry Support Centreで確認してもらうことをお客様にお勧めください。

 デジタル書類審査：安心してご旅行いただくためのサービス | Lufthansa

 Health Entry Support Centreでは無料で新型コロナウイルス関連の渡航書類を確認させていただき、

お客様がお持ちの書類が入国に有効かどうか、もしくは書類に不備があり至急対応が必要かどうか
の情報を前もってお知らせします。書類が有効の場合は、チェックイン時に従来通りデジタル搭乗
券をお受け取りいただけます。

 オーストリア航空、ルフトハンザ、SWISS：

オーストリア、ドイツ、スイス行きの全路線（日本発含む）*、およびこれらの国から出発する一部の路線（日本行きは除く）で利用可能

 ブリュッセル航空：

フランス、ギリシャ、イタリア、ポルトガル、スペインからの出発便で利用可能

 書類のアップロード：

出発の72時間前**から12時間前まで

 発券元の航空会社のウェブサイトからのみ可能（257 > OS, 220 > LH, 724 > LX）

 予約番号または航空券番号が必要なため、必ずお客様にお知らせください。

 アップロードして確認された書類は必要い応じて提示できるよう、すべてご旅行にお持ちいただくことをお勧めします。
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https://www.lufthansa.com/jp/ja/digital-document-check


便名 運航区間 発着時間 運航曜日 運航機材

LH717 羽田＝フランクフルト 15:05/19:40 月・水・金・土・日 A340-300

LH715 羽田＝ミュンヘン 運休

LH743 関西＝ミュンヘン 運休

LH737 中部＝フランクフルト 運休

LX161 成田＝チューリッヒ 11:45/15:55 水**・土・日 B777-300ER

ルフトハンザ、SWISS

2021/2022年日本欧州 冬期運航スケジュール (～16JAN22)

2021年10月4日現在。運航スケジュールは予告なく変更される場合があります。運航に関しては関係当局の認可が条件となります。
*LH717便 12月24・31日は運休
**LX161便 水曜日のチューリッヒ到着時間は16:00
OS 便は夏期のみの運航となります。



便名 運航区間 発着時間 運航曜日 運航機材

LH716 フランクフルト＝羽田 17:25/13:05+1 火・木・金・土・日 A340-300

LH714 ミュンヘン＝羽田 運休

LH742 ミュンヘン＝関西 運休

LH736 フランクフルト＝中部 運休

LX160 チューリッヒ＝成田 22:40/18:20+1 月・木・金 B777-300ER

ルフトハンザ、SWISS

2021/2022年欧州日本冬期運航スケジュール (～16JAN22)

2021年10月4日現在。運航スケジュールは予告なく変更される場合があります。運航に関しては関係当局の認可が条件となります。
*LH716便 12月23・30日は運休
OS便は夏期のみの運航となります。


