
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 3/26まで 夏期スケジュールより週7便にて運航予定

中部 台北 127/128 運休 -

小松 台北 157/158 運休 -

BX エアプサン LCC 中部 プサン 131/132 運休 -

上海 406/405 運休 3/26まで

160/159 運休 3/26まで

760/759 運休 3/26まで

151/150 運休 3/27まで

155/154

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

533/532 運休 1/31まで

539/536 運休 1/31まで

台北・香港 531/530 運休 1/31まで

上海 380/379 運休 -

広州 6056/6055 運休 -

大連 620/619 運休 -

ホノルル 612/611 運休 －

デトロイト 094/095

EY エティハド航空 中部 アブダビ 889/888 運休 － 成田発着　週3便にて運航

上海 全便 運休 -

南京 1602/1601 運休 -

台北 821/822 運休 2/28まで （台北）成田 週2便、羽田 週5便運航

上海 883/884 運休 2/28まで

天津 841/840 運休 2/28まで

ホノルル 794/793 運休 2/28まで

744/743 運休 2/28まで

742/741

プサン 754/753 運休 －

小松 ソウル 776/775 運休 －

LH ルフトハンザドイツ航空 中部 フランクフルト 737/736 運休 5/31まで 6月より中部発（月火木土日）の週5便 運航予定

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

北京 744/743 運休 3/26まで

121/122

123/124 運休 2/28まで

セブ 479/480 運休

中部 シンガポール 671/672

645/644

647/646 運休 3/26まで
3/26まで 成田発　毎日、関空発2/28まで
（月水木土日）、3/2～26 毎日　運航予定

TW ティーウェイ航空 LCC 中部 ソウル 238/237 運休 3/26まで

136/137 運休 －

172/171 運休 －

ホーチミン 341/340 運休 -

ハノイ 347/346 運休 -

5J
セブパシフィック航空
（第1ターミナル利用）

LCC 中部 マニラ 5039/5038

1607/1608 運休 2/28まで

1601/1602 運休 2/28まで

7G スターフライヤー航空 中部 台北 811/810 運休 3/26まで

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1月18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

1/19、26、2/9、16、23、3/2、9、16、23 (水) 運航

中部キャセイパシフィック航空

中部

※台湾乗り継ぎの以遠は3/26まで停止

中国南方航空

1/31まで NRT/HKG、KIX/HKG共に往復運休、
2/1～3/31（NRT/HKG）2/5、21、3/9、25 運航、

（KIX/HKG）2/9、26 運航

BR エバー航空

中部

バンコク

中部

成田発着 毎日、関空発着 毎日、福岡発 （木土）の週2便
羽田発着 （火木日）の週3便　運航予定

（水土日）の週3便 運航 　　 

中部

（ホノルル） 羽田発着1/31まで 週2便、
成田発着　1/31まで週2便、2/28まで毎日

名古屋（日）発、デトロイト（金）発 週1便 運航
※羽田発着　週3便にて運航

　　　　2/28まで（水金日）の週3便、
3/1～26まで（水木金日）の週4便 運航予定

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

1/31まで (月水金土）の週4便 運航
　　　成田発着 毎日、羽田発着（月水木金日）の週5便、関空発着 毎日

福岡発着（月水金日）の週4便　運航
●フィリピンの入国制限により今後、変更になる場合もございます。

マニラ

毎週（水土）の週2便運航

ベトナム航空

中国国際航空

TG

UA

台北

香港

上海

成田発着 （8102/8101）広州 （水）週1便、
成田発着 （628/627）瀋陽 （木）週1便運航

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

チャイナエアライン
中部

ソウル
1/31まで　成田発着（704/703） 毎日 ※1/25運休

関空発着（724/723）（水木土）の週3便運航　※1/20、22、27、29運休

2/28まで（金）の週1便 運航予定

437/438

上海吉祥航空

中部

-

中部

　 関空発着 1301/1302（日）、
成田発着1105/1106（土）週1便運航

グァム

中部

成田発着 197/196 毎日運航

チェジュ航空

日本国籍とベトナム国籍の方では入国条件等が異なりますので、航空券の予約等に関してはご注意ください。

シンガポール航空

タイ国際航空

中部

LCC

ユナイテッド航空

VN
中部

ソウル7C

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

AY フィンエアー

SQ

JL

PR

OZ

日本航空

　　　　　3/26まで （火木土）の週3便 運航予定　　　　　　　　　　　 　　　　　●
フィリピンの入国制限により今後、変更になる場合もございます。

成田発着　（HAN）3/26まで （木日）の週2便、
（SGN）3/26まで （火）の週1便運航

中部アシアナ航空

KE

フィリピン航空

ソウル

MU 中国東方航空

大韓航空



発着空港 路線 フライト名 期間 ●黄色箇所は今週更新分です

AM アエロメヒコ 成田 メキシコシティ 057/058 運休 4/1まで

成田 ドバイ 319/318

羽田 ドバイ 313/312

ドバイ 317/316

ET エチオピア航空 成田 ｱﾃﾞｨｽｱﾍﾞﾊﾞ 673/672

羽田 ジャカルタ 875/874

成田 デンパサール 881/880 運休 2/28まで

ジャカルタ 889/888 運休 2/28まで

デンパサール 883/882 運休 2/28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

発着空港 路線 運休日（12/17更新）

461 08:00/09:45

463 13:25/15:10

465 17:50/19:35

462 10:35/12:30

464 14:35/16:30

466 19:50/21:45

491 08:40/09:50

493 18:30/19:40

492 08:00/09:20

494 16:15/17:35

483 10:15/12:45

485 17:00/19:30 1/19-21、24-25、27は運休

484 13:25/15:25 1/19-21、24-25、27は運休

486 20:10/22:10

中部 石垣 487 13:45/16:50

石垣 中部 488 17:30/19:50

※上記運航スケジュールは1/18 時点のもので変更になる可能性がございます。必ずご確認いただけますようお願いします。

首都圏など「まん延防止」要請　政府11都県想定、3週間　　（日本経済新聞　1/17付）

新型コロナウイルスの「まん延防止等重点措置」に関し、東京など首都圏4都県と愛知を含む中部3県が17日に国への適用要請を決めた。政府は適用対象の地域
拡大について19日に専門家に諮問する調整に入った。大都市圏全体で行動制限を強め感染抑制を急ぐ。感染力の強い変異型「オミクロン型」に対応する。期間は
2月11～13日の3連休ごろまでの3週間程度を念頭に置く。岸田文雄首相は18日に関係閣僚と協議する見通しだ。政府関係者によると17日時点で11都県からの要
請を想定している。重点措置は緊急事態宣言に準じ、知事が飲食店などに営業時間の短縮を要請できる。9日から広島、山口、沖縄3県に適用している。首都圏4
都県に重点措置のような行動制限がかかるのは2021年9月末に緊急事態宣言が解除されて以来、およそ3カ月半ぶり。オミクロン型の感染状況次第で対象地域が
さらに広がる可能性はある。首相は17日、テレビ東京番組で「要請はしっかり受け止めた上で国として判断していきたい」と述べた。経済活動への影響を問われ「経
済への影響は心配になるが、医療逼迫にまで至ると社会が立ち直るまでにまた時間がかかる」と指摘した。東京や神奈川など4都県は17日に方針を決定し、同日
夜に山際大志郎経済財政・再生相に要請した。期間や飲食店への要請内容など具体策はこれから詰める。感染の急拡大で東京の病床使用率は17日に21.1%まで
上昇し、重点措置要請を検討する目安とした20%を突破した。感染力の強いオミクロン型の影響で医療従事者らが感染したり、濃厚接触者に判定されたりする懸念
が強まっている。医師や看護師の欠勤が増えれば医療提供体制が逼迫するおそれがある。病床に余裕を残している段階で行動制限の強化に踏み切る。愛知、岐
阜、三重3県も17日、重点措置の適用をそれぞれ18日までに要請する方針で一致した。愛知県の大村秀章知事は「3県の経済圏、生活圏は密接不可分だ」と連携
の必要性を強調する。新潟県や熊本県も要請へ最終調整に入った。宮崎県は河野俊嗣知事が要請を視野に国と協議中だと明らかにしている。長崎県も国と連日
協議している。大阪府の吉村洋文知事は17日、要請をめぐり京都府、兵庫県の両知事と近く会議を開くと表明した。政府は自治体側の要請を踏まえ、具体的な対
象地域を決める。19日に専門家でつくる基本的対処方針分科会に諮る。了承されれば、衆参両院の議院運営委員会で説明したうえで政府の新型コロナ対策本部
で正式に決める。政府高官が17日、与党幹部にこうした方針を伝えた

入国時の待機、10日間に短縮　15日から全世界対象　　（日本経済新聞　1/14付）

政府は14日、新型コロナウイルスの水際対策で入国者に求める自宅などでの待機期間を14日間から10日間に短縮すると発表した。全世界からの入国者が対象
で、適用開始は15日午前0時。変異型「オミクロン型」感染者の濃厚接触者に関する待機期間の変更にあわせた。入国者への健康状態確認や公共交通機関を使
わせない措置の期間も14日間から10日間に短縮する。新たな変異型が流行する国が出てくるなど状況が変化した場合は、別途その地域を指定して14日間の待機
を求める。政府はオミクロン型の流行を受けて、2021年11月末から水際対策を強化した。外国人の新規入国を原則停止し、帰国する日本人や再入国する外国人
に自宅や指定施設で14日間の待機を求めてきた。ワクチンを接種済みでも例外にはしていない。英国はワクチン接種済みで、入国後の検査で陽性反応が出なけ
れば自己隔離は必要ない。未接種者は自宅やホテルなどで10日間の隔離を求められる。米国は外国人の入国にワクチン接種を原則義務付けており、接種を終え
ていれば隔離は不要だ。

タイ、隔離なし入国の再開を計画　　（アジアトラベルノート　1/18付）
タイ政府は、現在新規受付を一時停止している隔離なし入国制度(Test&Go)の再開に向け準備を開始しています。アヌティン副首相兼保健相が明らかにしたもの
で、今週行なわれる政府の新型コロナウイルス感染症対策センター(CCSA)本会議でテスト＆ゴー再開を含む規制緩和を提案するとのこと。オミクロン株の感染拡
大によってタイでも新規感染者は増加していますが、重症者は増えていないことや同株の感染者は無症状や軽症がほとんどのため、水際措置や行動制限を緩和
しても対応は十分可能であるとしています。タイでは昨年12月22日にテスト＆ゴーの新規登録受付を停止。但し、それ以前に登録を済ませた旅行者については現
在も隔離なしでの入国が可能で、今月もこれまでに6万人以上が同制度を利用してタイを訪れています。

タイやインド全土などからの入国者を対象に水際対策強化　　（TRAICY　1/16付）
政府は、4か国からの入国・帰国者を対象に水際対策を強化する。1月17日から、インド全土、タイ、メキシコ、モルディブからの帰国・入国者に対して3日間の待機を
求める。ネパールをオミクロン株に対する指定国・地域に変更する。すでに、インドのカルナータカ州、ケララ州、タミル・ナド州、デリー準州、マハーラーシュトラ州、
ラジャスタン州は3日間の待機を求めている。これにより、10日間待機は11か国、6日間待機は15か国、3日間待機は56か国・地域となる。このうち73か国・地域は
オミクロン株に対する指定国・地域となる。

スケジュール

仙台

仙台

中部

航空会社 ◆国内線◆

★★★　Peach（ピーチ）★★★　下記4方面 パッケージ商品ございます

3/26まで（火）の週1便運航

新千歳

2/28まで　HND/JKT（金日）発 、JKT/HND（水金）発の週2便 運航

3/26まで（水金日）の週3便 運航

中部

中部

NEWS  &  INFORMATION

MM
ピーチアビエーション
（中部は第一ターミナルを
利用）

那覇

那覇中部

千歳

3/26まで

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

関西

関空発 （火水木金土） 週5便運航

2/2まで （月水金日）発 週4便 運航

毎日 運航

ガルーダインドネシア航空

5J 3/26まで（月金）の週2便運航  ※1/24、31（月）運休

2/22～　羽田発（月水木土） 　ドバイ発（火水金日） の週4便運航

中部

中部

航空会社 ◆国際線②◆

エミレーツ航空EK

セブパシフィック航空

成田発　4/17まで（土）、4/18～7/3（木土）、7/4～10/29（火木土）運航予定

GA



香港政府、レストランの営業制限など旧正月まで継続　香港から帰国の隔離は10日に短縮（みんなの経済新聞1/17付）

林鄭月娥（Carrie Lam）行政長官は1月14日、オミクロン株の拡大を受け現在進めている厳しい防疫対策について、2月3日までの旧正月休みいっぱい継続すると発
表した。それを受け、第5弾の35億7,000万億香港ドル規模の助成金の支給を決めたほか、1月14日からは幼稚園と小学校の対面授業を停止。一方、日本政府も同
じ14日、水際対策において自宅などでの待機期間を14日から10日間への短縮を決めた。香港から日本に帰国した場合も10日間の隔離となる。香港は17日現在、
累計感染者数が1万2864人、死亡者は213人、回復者1万2476人。新規感染者は11人で、全て輸入症例・輸入関連症例となっている。一方、ワクチン接種者につい
ては、1回目が513万3291人（76.2％）、2回目も終えた人は472万4164人（70.1％）となっている。3回目の接種回数は65万6335回だ。香港政府は1月4日、防疫対策
について１月6日から19日まで延長することを決めていた。しかし、林鄭長官はオミクロン株の市中感染が依然として発生していること、旧正月中の人流増加による
感染拡大することを危惧し、2月3日までのさらなる延長を決めた。これにより、公衆での集まりを制限する「限聚令」については最大4人、公共の場や公共交通機関
でのマスク着用義務についての変更はない。レストランの18時から翌朝5時まで店内飲食禁止、他の時間帯においても、B類は1卓当たり2人まで、C類は同4人、D
類は同6人まで、収容人数の上限や客が入店する際の「安心出行（LeaveHomeSafe）」の使用義務に変更はない。バー・パブ、アミューズメント施設（ゲームセン
ター、ビリヤード場、ボウリング場、アイスリンク）、浴室、フィットネスセンター、公共娯楽施設（コンサートホールなどの会場）、パーティールーム、美容院、ナイトクラ
ブ、カラオケ、マージャン、マッサージ、スポーツ施設、スイミングプール、クルーズ船、イベント会場は営業停止が継続となる。毎年恒例の旧正月の大型イベントや
花市も中止が決まった。これを受けて各業界の経営が厳しくなることから香港政府は35億7,000万香港ドルの助成金支給を決めた。政府は経済救済のため「防疫
抗疫基金」を設立しており、これを通じて支給する。これまでに、経済対策は、第1弾が300億香港ドル、2020年の財政予算案で1,200億香港ドル、第2弾で1,375億香
港ドル、第3弾は240億香港ドル、第4弾は54億香港ドルだった。水際対策で規定以上の新規感染者が出た場合、香港に到着する便を14日間禁じる「熔斷機制」だ
が、オーストラリア、カナダ、フランス、イギリス、アメリカ、インド、パキスタン、フィリピンの8カ国は2月4日まで措置が延長される。さらに、1月14日から2月1日の旧
正月初日まで香港内にある全ての小学校、幼稚園について対面授業と構内活動を停止することを決めた。登校は旧正月休み明け以降になる。中学校以上は対象
にならない。北京の科興控股生物技術（Sinovac Biotech）が開発、製造するワクチン「克爾来福（CoronaVac）」について3～17歳に対象年齢を引き下げることが決
定していたが、林鄭行政長官は1月11日、5～11歳までの児童を対象に接種を許可すると発表した。学校で接種することを想定しており、旧正月休み明けのから段
階的に始まるものと見られている。銀行も営業時間を一部変更する。香港上海匯豊銀行（HSBC）は、基本的には1月13日より平日は10時～16時、土曜は10時～12
時。渣打銀行（Standard Chartered Bank）は10時～17時、土曜は10時～13時とした。日本政府は１月14日、オミクロン株の感染拡大で隔離期間を14日にしていた
が、オミクロン株が支配的となっている国・地域からの全ての帰国者・入国者については、潜伏期間がデルタ株などこれまでの新型コロナウイルスの株より短いと
判断し、自宅や宿泊施設での待機を14日から10日に短縮した。既に入国済の人も対象となっている。香港から日本の一時帰国する場合なども適用されるため、特
にホテルで隔離している人にとって経済的な負担が軽減される。外国人の新規入国の停止は継続している。

政府、国費留学生87人の新規入国認める　コロナ防疫措置のうえで　　（朝日新聞デジタル　1/17付）
新型コロナウイルスの水際対策で制限している海外からの留学生の新規入国について、松野博一官房長官は17日の記者会見で国費留学生87人の入国を認める
と発表した。卒業や修了まで1年未満で、入国できないことで卒業時に支障がでる懸念があり、必要な防疫措置などの受け入れ準備が整っている人が対象となる。
政府は水際対策として、全世界からの外国人の新規入国を昨年11月30日に原則停止。岸田文雄首相は今月11日、停止措置を2月末まで延長すると表明した。ビ
ジネス関係者や技能実習生、留学生らは入国できない状態が続いており、国内で感染が拡大する一方で、外国人に厳しい水際対策を取り続けることに批判も起き
ていた。松野氏は「公益性や緊急性の観点から、個別の事情を勘案し、必要な防疫措置を講じた上で入国を認めることとした」と説明した。

ベトナムのホーチミン市人民委員会は1月8日、新型コロナウイルス感染対策の新基準を盛り込んだ政府決議128号（128/NQ-CP）および保健省決定4800号
（4800/QD-BYT）に基づき、新型コロナウイルスの感染状況を評価した結果、2022年1月6日時点で同市の感染リスクのレベルは、4段階のうち最もリスクが低いレ
ベル1（グリーン）に下がったと公表した。同日付の同市政府公報サイトなどが伝えた。同市の感染リスクがレベル1となるのは、ベトナム政府が「ウィズ・コロナ」期
のニューノーマル（新常態）政策に転換して以来、初めて。政府決議128号では、各省・市の人民委員会が各行政区の感染リスクを4つのレベル（リスクが低い順に
グリーン、イエロー、オレンジ、レッド）に分けている。この評価基準は、（1）感染割合、（2）ワクチン接種率、（3）医療体制の3つの指標に基づく。たとえば、18歳以上
のワクチン接種率が70％を超えた省市がレベル1に該当するには、人口10万人当たりの1週間の新規市中感染者数〔（1）感染割合〕が50人未満となることが必要。
ホーチミン市の場合、12月31日～1月6日の1週間の新規感染者数は3,726人（保健省）で、2020年の人口統計（約923万人）を用いて試算すると、感染割合が40.4人
となり、50人未満という基準を満たす。なお、同市の1日当たりの死者数については、2021年8～9月に200人を超える水準にあったが、直近1週間（1月6～12日）の
平均は19.1人と減少しており、評価基準以外の要素からも感染リスクの低下がうかがえる。ホーチミン市では、感染リスクの低下を受けて、社会・経済活動の再開
が進んでおり、1月4日から中学・高校において対面授業が再開された。また、1月10日からバー、カラオケ、マッサージなどの営業再開が許可されている。

コロナ収束後見据え静岡空港強化　国際線カウンターなど拡充　　（あなたの静岡新聞　1/18付）

新型コロナウイルスの影響で航空旅客が減少する中、富士山静岡空港株式会社（牧之原市）が収束後の需要回復を見据えた取り組みを進めている。昨年末には
国際線受け入れ機能を強化する工事が完了し、旅行客やエアラインの利便性向上を目的とした設備を整えた。民営空港の強みを生かした事業を展開し、さらなる
利用客増加につなげたい考え。国内線の利用客が搭乗手続きを行う横で、客の行き来のない国際線チェックインカウンターに、真新しいモニターが並んだ。国土交
通省によると、静岡空港の２０１８年度の国際線利用客数は２９万人で、全体の約４割に上った。しかしコロナ禍の影響で、２０年３月の運航を最後に全便欠航が続
いている。国交省の補助を受け昨年９月に始まった拡張工事では、国際線の有人カウンターを１０カ所から１８カ所に増設したほか、自動チェックイン機を５台導入
した。これまで同時２便が限界だったチェックインは、最大３便まで対応可能になる。同一時間帯での増便が期待できるという。混雑解消を図るため、カウンター前
に設置されていた保安検査機は新たに設けた検査場に移した。コロナ禍の苦境にありながらも同社は本年度、観光庁の「既存観光拠点の再生・高付加価値化推
進事業」の補助金を活用した事業を展開している。大井川流域観光拠点化計画と題して、周辺施設の観光周遊促進を目的にジャンボタクシーの実証運行や顔認
証ＡＩカメラを空港や周辺の観光施設に設置して人流調査を実施している。同社はコロナ前の１８年度に約７０万人いた旅客数を、３８年度までに１３５万人に伸ばす
長期計画を掲げる。今後も民間資本による柔軟な資金運用で、空港を軸とした観光振興事業を手掛けていくという。担当者は「収束後に動きだすのではなく、空港
自らが先を見据えて行動していかなければならない。供給の拡充から需要増につなげていきたい」と話した。

新土産店やグッズ店　滑走路眺望スペース　小松空港　閉店相次ぎ改装へ　　（中日新聞　1/18付）

新型コロナ禍による利用客の減少で運営の厳しさが増す中、小松市の小松空港ターミナルビルの土産店二店が、今月閉店する。昨年から店舗の閉店が相次ぐ
中、ビルを管理する北陸エアターミナルビルは、新たな土産店の開業や、見送り客がガラス越しに搭乗待合室と滑走路を眺められるスペースの整備、航空自衛隊
グッズの販売店の誘致などに取り組む。閉店するのは、日本航空グループのＪＡＬＵＸ（東京都）が運営する土産店「ブルースカイ」のロビー店と搭乗待合室にある
ゲート店。ロビー店は二十日、ゲート店は三十一日が最終営業日。ロビー店と同時に隣の福井県のアンテナショップも閉店する。ゲート店の撤退で、保安ゲート通
過後に利用できる土産店がなくなるため、エアターミナルビル直営店の「こまＱショップ」が二月に開店する。現在壁を隔てて隣り合うゲート店と国内線出発ロビー
側にある地酒店のスペースを新たに見送り客向けのスペースとして改装する。「こまＱスクエア」と名付け、滑走路が望めるよう壁をガラス張りにするほか、空港の
歴史がたどれる紹介パネルなどを設置し、三月下旬完成を目指す。ロビー店の跡地には航空自衛隊のグッズ販売店、アンテナショップ跡には一個千円以上の高
級カプセル玩具の販売機を設置する。いずれも四月中旬の予定。東出直樹常務は「民間機と自衛隊機の離着陸を見られるのは全国でも珍しい。飛行機に乗らな
い方にも来てもらいたい」と話す。

空港検疫でオミクロン陽性、最多は米国からの入国者　　（朝日新聞デジタル　1/17付）
空港検疫で確認された新型コロナウイルスのオミクロン株の陽性者について朝日新聞が集計したところ、入国後の措置で最も厳しい「10日間の施設待機」が求め
られているアフリカ11カ国からの入国者は全体の2・1%だった。最多は米国からの入国者で、6割近かった。現在のリスクに応じた合理的な水際対策への転換が問
われている。水際対策でこれまで政府は、入国者に対し14日間は自宅などで待機して健康観察に応じるよう求めてきた。さらにオミクロン株対策として、滞在した
国・地域ごとの変異株の流行リスクに応じて14日間のうち3、6、10日間の施設待機を求めている。昨年11月末に空港検疫でオミクロン株の陽性者が初めて確認さ
れて以来、今月7日までの厚生労働省の検疫データを集計したところ、オミクロン株の陽性者は少なくとも計986人だった。最多は米国からの566人で、全体の約
57%。外国人の新規入国を一時停止しているため、この間の入国者はほぼ日本人とみられ、米軍基地で判明した陽性者は含まない。米国での流行拡大に加え帰
国者の多さも影響したとみられる。米国の場合、州によって3日か6日間の施設待機が必要だ。一方、最長となる10日間の施設待機が必要な11カ国の陽性者は、コ
ンゴ民主共和国7人、ナミビア3人、南アフリカ2人など計21人。全体の2・1%にとどまった。

香港国際空港、高リスク国からの乗り継ぎを禁止　　（TRAICY　1/15付）
香港国際空港を運営する香港空港管理局は、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大防止のため、高リスク国を出発する人の乗り継ぎを禁止する。1月16
日から2月15日まで、高リスク国にあたるグループAに過去21日以内に滞在した人の乗り継ぎを禁止する。日本も含まれている。この他に、香港政府は1月8日から
2月4日まで、オーストラリア、カナダ、フランス、インド、パキスタン、フィリピン、イギリス、アメリカからの旅客便の乗り入れを禁止している。また、これらの国に過去
21日以内に2時間以上滞在した人は、香港へのフライトへの搭乗を制限している。

（ベトナム）ホーチミン市、感染リスクが最低レベルに　　（JETROビジネス短信　1/18付）



世界最強のパスポート、日本とシンガポールが引き続き首位　　（CNN.co.jp　1/12付）

ビザ（査証）なしで入国できる国・地域の数に基づき、世界各国のパスポート（旅券）を比較したランキングの最新版では、日本とシンガポールが依然トップに立って
いる。ランキングは英コンサルティング会社、ヘンリー・アンド・パートナーズが２００６年以降、業界団体の国際航空運送協会（ＩＡＴＡ）からのデータに基づき、随時
更新してきた。世界１９９カ国のパスポートについて、ビザなし、または到着ビザ制度で入れる渡航先を調べ、その数を各国のスコアとする。
新型コロナウイルス感染症のパンデミック（世界的大流行）が始まってから、海外渡航の自由度をめぐる南北間格差が広がり、ランキングが始まってからの１６年で
最大に達しているという。一時的な渡航制限を考慮しないスコアでは、日本とシンガポールが１９２で依然トップ。最下位はアフガニスタンで、事前のビザ申請なしで
入れるのが２６カ国にとどまっている。２位は韓国とドイツでスコアが１９０、３位はフィンランド、イタリア、ルクセンブルク、スペインでスコア１８９。上位にはこれまで
通り、欧州連合（ＥＵ）諸国が並んだ。フランス、オランダ、スウェーデンとオーストリア、デンマークが１８８で４位、アイルランドとポルトガルが１８７で５位に入ってい
る。１４年にそろって首位だった米国と英国は今回６位で、前回の７位からは１ランク上がった。６位にはスイス、ノルウェー、ベルギー、ニュージーランドも並ぶ。７
位はオーストラリアとカナダ、チェコ、ギリシャ、マルタ。８位はハンガリーとポーランド、９位はリトアニアとスロバキア、１０位はエストニア、ラトビア、スロベニアと
なった。

シンガポール航空は、PPSクラブとクリスフライヤー・エリート会員を対象に、上級会員資格を延長する。今年3月から2023年2月までの間に有効期限を迎える会員
を対象に、有効期限を1年間延長する。エリートマイルは2023年3月から2024年2月までに始まる新しい会員サイクルに繰り越す。また、年内に期限を迎えるクリスフ
ライヤーマイルは6か月、PPSリワードとクリスフライヤー・マイルストーン・リワードは12月31日まで期限を延長する。PPSクラブとクリスフライヤー・エリート会員は、
優先搭乗やスタンダードシートの無料座席指定、受託手荷物許容量の優遇などのほか、2月から新たに、スクート利用時のマイル積算率が25％える。クリスフライ
ヤー会員は、スクート利用時にクリスフライヤーマイル1マイルあたり2.5エリートマイルも獲得できるようになった。この他にも、1,000エリートマイルと2,500マイルを
獲得した会員向けに、「クリスフライヤー・マイルストーン・リワード」のサービスを開始している。

メキシコ、コロナの入国要件廃止、すべて19年までと同一に　　（TRVLWIRE　1/14付）
Travel Off Pathによると、メキシコは1月1日から新型コロナウイルスに関連する入国時の要件をすべて撤廃した。昨年11月に廃止したエルサルバドルに続き世界
で2ヶ国目の決定となる。メキシコはコロナ禍を通して旅行者の受け入れを継続してきており、2020年から世界で最も人気のある観光地となっている。それでも昨年
末までは国内線を含めて航空便の利用時に健康状態に関するフォームへの回答が求められていたが、1月1日からはこれも不要とした。これにより、メキシコ訪問
時の要件は2019年と全く変わらない状態となったという。

「コートヤード・バイ・マリオット名古屋」を3月1日に開業　旧読売新聞中部支社跡地　　（TRAICY　1/13付）
マリオット・インターナショナルは、「コートヤード・バイ・マリオット名古屋」を3月1日に開業する。予約受付を1月13日から開始した。積水ハウスがプロジェクトマネジ
メントと設計・施工を担い、竣工後には建物所有者である読売新聞東京本社より一棟借りの上で、マリオット・インターナショナルと積水ハウスが共同で運営する。
「コートヤード・バイ・マリオット」の展開は、国内で6軒目。建物は地上12階、地下1階建て。客室は10室のスイートを含む360室を設ける。キングやツインを基本とし
ており、ソファベッド付きの客室やコネクティングルームも設けている。ビュッフェやライブキッチンの並ぶンレストラン「CRUST」やロビーラウンジ「THE LOUNGE」、
フィットネスセンター、広さ440平方メートルで500名まで収容できるセントラルボールルームなども備える。アクセスは地下鉄伏見駅から徒歩約10分、名古屋駅から
徒歩約18分。旧読売新聞東京本社中部支社跡地に位置する。リワードカテゴリーは4。

フィンエアー、日本路線の運航計画を更新　　（TRAICY　1/13付）
フィンエアーは、日本路線の運航計画を更新した。名古屋/中部〜ヘルシンキ線は夏スケジュールから週7便で運航を再開するほか、大阪/関西〜ヘルシンキ線の
夏スケジュールから週14便に増便する。東京/羽田〜ヘルシンキ線は夏スケジュールから週7便で就航する。福岡〜ヘルシンキ線は夏期の季節定期便として週3
便を運航する。札幌/千歳〜ヘルシンキ線は初の夏期運航を週2便で開始する。現在、フィンエアーは、東京/成田〜ヘルシンキ線を週7便、大阪/関西〜ヘルシン
キ線を週3便運航している。

フィンエアー、オミクロン株とインフルエンザによる病欠者増加で運航規模2割削減　関空増便と中部再開も延期
（TRAICY　1/12付）

フィンエアーは、新型コロナウイルスのオミクロン株とインフルエンザの影響による病欠者の増加に伴い、2月の運航規模を約2割削減する。フィンエアーやパート
ナー企業で予想される病欠者数に応じ、1日に複数の便を運航している、ストックホルム、オスロ、コペンハーゲン、パリ、ローマなどへの路線を中心に欠航を決め
た。また、ヘルシンキ〜ダラス線の開設を3月27日、ヘルシンキ〜大阪/関西線の増便とヘルシンキ〜名古屋/中部線の運航再開も夏スケジュールに延期する。ヘ
ルシンキ〜シンガポール線を週2便、ヘルシンキ〜香港線を週3便に減便する。

インドネシア新首都、ヌサンタラ　政府が方針、「群島」を意味　　（東京新聞　1/17付）
インドネシアのジョコ政権が計画しているジャカルタからカリマンタン島（ボルネオ島）東部への首都移転について、スハルソ国家開発企画庁長官は１７日、新首都
名を「ヌサンタラ」とする方針を明らかにした。地元メディアが伝えた。ヌサンタラは「群島」を意味し、世界最大の島しょ国家インドネシアを象徴する際によく使われ
る。スハルソ氏によると、言語学者や歴史学者らが提案した８０以上の候補名から選ばれ、ジョコ大統領が１４日に同意。国会で審議中の新首都法案に盛り込まれ
る見込み。選定理由を「以前から国際的に知られ、インドネシアを簡潔に表している」と説明した。

米国発中国行きのフライト、五輪前に全便運航停止も　　（CNN.co.jp　1/15付）

米国発中国行きのすべての旅客便が来週以降、運航を取りやめる可能性があることが１５日までに分かった。北京冬季五輪の開幕を来月に控え、中国政府が新
型コロナウイルス感染拡大抑止策として自国への渡航規制をかけていることが背景にある。今月１９日から少なくとも２週間にわたり、米国発中国行きのフライトは
すでにキャンセルされたか中国航空当局による規制のため運航停止となる公算が大きい。ＣＮＮ Ｂｕｓｉｎｅｓsが政府発表やすでに公表された運航スケジュールを調
べて明らかにした。１４日時点で、依然運航できるとみられるのは米ユナイテッド航空の１便ともう１便のみ。来月４日に開幕予定の北京五輪の出場選手らは、ほと
んどが特別便を利用する見通しだ。これらの便の乗客は五輪関連の特別資格を有する人々に限られる。こうした措置は大会前後を通じ外部との接触を避ける「バ
ブル方式」の一環。昨年６月以降、中国の民間航空当局はいわゆる「サーキットブレーカー」ルールを国際便に導入している。このルールの下、ある運航便に中国
到着時点で陽性の乗客が５人以上いた場合は、当該のルートが自動的に２週間の運航停止となる。陽性者が１０人以上いた場合は停止期間がより長くなる。中国
はこの「サーキットブレーカー」ルールについて、「重要な措置であり、国境を越えて疫病が蔓延（まんえん）するリスクを低減できる」と弁護している。昨年１２月２４
日から今月１２日まで、中国行きを予定していた国際便９３５６便のうち３分の１以上がキャンセルされた。中国国営の航空関連ＩＴ企業が開発したアプリのデータか
ら明らかになった。この期間中、米国発の便で到着時に陽性判定を示す乗客の数が増加。五輪や旧正月を前に、運航のキャンセルが相次ぐ事態を引き起こした。
ユナイテッド航空、デルタ航空、アメリカン航空の米航空会社３社は、中国最大の都市上海に向けて毎週１０便を運航しているが、同市では国際便で到着した人々
の感染件数が増加を続けている。１３日には５件の市中感染が報告されたが、すべてのケースで最近米国から帰国した住民が関係していることが分かった。ワシ
ントンに拠点を置く主要な米航空会社の業界団体、エアラインズ・フォー・アメリカは１３日に声明を発表。各社がこうした規制の影響について懸念し、運航に及ぼす
打撃を検証していると述べた。そのうえで「米中両政府と連絡を取り、旅行者への影響を最小限にする道を探っている」と説明した。

シンガポール航空、上級会員資格を1年延長　　（TRAICY　1/15付）

PCや液体物、取り出さずに手荷物検査　3D画像をチェック　JALが羽田に導入　　(IT media NEWS　1/11付)
日本航空（JAL）は1月11日、X線CT検査装置を導入した保安検査レーン「JAL SMART SECURITY」を、4月から羽田空港国内線に導入すると発表した。PCや液体
物をカバンから取り出すことなく手荷物検査できるようになる。手荷物の3D画像を使ってX線検査を行うため、PCや液体物を取り出す必要がないという。1レーンに
つき準備台が3カ所ある「スマートレーン」を採用し、待ち時間を短縮。準備ができた旅客から順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
手荷物のレーンも「分かれており、検査通過済みの手荷物をよりスムーズに受け取れる。保安検査用トレイを殺菌できるUV殺菌装置も備えている。　1月下旬ごろ
から設置工事を進め、4月以降、羽田空港国内線の各保安検査場に順次導入。8月ごろまでに導入を終える予定だ。

アフリカ11か国 日本の在留資格持つ外国人 再入国許可へ     (NHK　1/11付)
「オミクロン株」の水際対策として、アフリカ11か国を対象に、日本の在留資格を持つ外国人の再入国を停止していた措置について、政府は、状況の変化なども踏
まえて近く対応を見直し、今後認めていく方針です。新型コロナの変異ウイルス「オミクロン株」の水際対策をめぐって、政府は、外国人の新規入国を原則停止する
とともに、最初に感染が確認された南アフリカなどアフリカ11か国については、日本の在留資格を持つ外国人の再入国も原則停止してきました。これについて、松
野官房長官は、記者会見で「南アフリカなどからの再入国は原則拒否してきたが、人道的な配慮も必要で認めることとしている」と述べ、状況の変化なども踏まえて
日本の在留資格を持つ外国人の再入国については近く対応を見直し、今後は認めていく方針を明らかにしました。一方、松野官房長官は、外国人留学生への対
応について「卒業や進級が迫る学生もいる状況なども踏まえ、対応を検討している」と述べ、外国人の新規入国は認めないとする原則は維持しながら、個別の事
情に応じて柔軟に対応していく考えを示しました。



4か国を対象に水際対策強化　待機期間延長など　　（TRAICY　1/8付）
政府は、4か国からの入国・帰国者を対象に水際対策を強化する。1月10日から、シエラレオネからの帰国・入国者に対して3日間の待機を求める。ドミニカ共和国と
フィリピンをオミクロン株に対する指定国・地域に変更する。1月11日から、カタールからの帰国・入国者に対して3日間の待機を求める。これにより、10日間待機は
11か国、6日間待機は15か国、3日間待機は53か国・地域となる。このうち67か国・地域はオミクロン株に対する指定国・地域で、10日間待機の11か国は外国人の
再入国を原則として拒否する。

ANA・JAL、一部空港ラウンジでの酒類提供制限　9日以降　　（TRAICY　1/8付）
全日本空輸（ANA）と日本航空（JAL）は、まん延防止等重点措置の適用に伴い、一部空港のラウンジでの酒類の提供を制限する。1月9日から、両社のラウンジと
もに、広島空港では終日酒類を提供せず、那覇空港では午前11時から午後8時までの提供とする。なお、まん延防止等重点措置の適用によるラウンジの営業時
間は変更しない。1月9日から31日まで間、広島県、山口県、沖縄県を対象に新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置を実施する。

カタールから日本への入国、陰性証明書を免除　現地情勢鑑み　　（TRAICY　1/8付）
日本政府は、カタール国内の状況を鑑み、1月11日から日本への入国のためのPCR検査による陰性証明書の免除を決めた。カタールでは、新型コロナウイルスの
感染者数が急増したことから、検査の結果判明まで48時間から72時間以上を要するケースが発生しており、日本政府が求めている出発72時間以内の要件を満た
すことができず、フライトの変更を余儀なくされる人が出ていた。在カタール日本国大使館では、予定通り帰国することが困難になる可能性があることから、渡航者
に注意を呼びかけていた。陰性証明書を免除する場合、大使館発行のレターが必要となる。また、同日からカタールからの入国者に対し、入国後3日間の施設で
の隔離を求める。

国内まん延で「効果なし」…欧州、水際対策相次ぎ緩和　　（読売新聞オンライン　1/8付）

欧州諸国が、新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」の感染拡大を防ぐために導入した入国制限などの水際対策について、相次いで緩和する動きを見せて
いる。国内で感染が広がった今、入国を制限しても効果が期待できず、むしろ経済的打撃が大きいとの判断が主流になりつつある。欧州で最初に爆発的感染が広
がった英国は、７日朝からロンドンを含むイングランド地方の入国制限を緩和した。ワクチン接種を完了していれば渡航前に検査を受ける必要がなくなり、原則とし
て入国後２日以内に検査を受ければよいとする従来のルールに戻した。ジョンソン首相は５日の議会で、渡航前検査について「多大な費用がかかり、多くの人に海
外旅行を思いとどまらせている」と否定的な見解を示していた。渡航制限導入は、旅行者が増える年末年始の休暇シーズンと重なったため、予約キャンセルが大
量に発生。即時撤廃を求める旅行業界の苦境にも配慮した。昨年１１月末にオミクロン株が出現して以降、欧州では感染が急拡大し、１日あたりの新規感染者は
英仏２か国だけでも連日計５０万人前後に上る。欧州連合（ＥＵ）加盟国のほぼ全てでオミクロン株が見つかっており、国内在住者同士の接触による感染が主流に
なったとみられる。こうした状況を踏まえ、各国とも住民にワクチンの追加接種を促す一方、入国制限は緩和する方向にかじを切りつつある。ドイツ政府は今月３
日、入国者に陰性証明の提示と１４日間の隔離を義務付ける「変異株まん延地域」の対象から英国を外し、ワクチン接種済みであれば規制が免除されるようにし
た。フランスでは、クリスマス休暇を前にした先月１８日、英国からの入国を原則禁止とする措置を導入したが、今月６日からビジネス目的の入国受け入れを再開し
た。南アフリカで最初にオミクロン株が検出された当初、欧州諸国は一斉にアフリカ諸国からの渡航を禁止する措置をとったが、大半は先月中に解除済みだ。現在
はイタリアなど一部を残すのみとなっている。

韓国政府は、すべての国からの入国者に対する10日間の隔離措置を2月3日まで延長する。ワクチン接種の有無に関わらず、韓国人、長期滞在外国人ともに10日
間の自己隔離を義務付ける。短期滞在外国人は臨時生活施設で隔離する。PCR検査は事前、1日目、隔離解除前の3回行う。また、入国に必要なPCR検査による
陰性証明書の適用基準を、発行日基準から検査日基準に変更し、1月13日から検査日から72時間とする。南アフリカなど11か国発の短期滞在外国人の入国禁止
も継続し、長期滞在外国人と韓国人には10日間の隔離措置と4回のPCR検査を求める。エチオピア発の直行便の運航を制限するものの、在外邦人の帰国のた
め、不定期便として週1便を運航する。シンガポール発韓国行きの航空券の新規予約も一時中止する。すでに予約済みのシンガポール発の航空券は、隔離免除
が維持される。10日間の隔離に同意する場合と、乗り継ぎ客のみ新規予約ができる

奨学生以外の華語学習者、3月から入国再開へ 約5000人に許可／台湾　　（フォーカス台湾　1/10付）
（台北中央社）教育部（教育省）は3月1日から、同部の奨学金受給者以外の華語（中国語）学習者の入国を許可する。台湾で6カ月以上学ぶことを条件とし、約
5000人に来訪を認める見込み。新型コロナウイルス対策を担当する中央感染症指揮センターの同意を受けての措置。検疫の負担を考慮し、海外からの帰省者が
多い春節（旧正月、今年は2月1日）シーズンを避けた。新型コロナ対策対策として、入国には搭乗前3日以内のＰＣＲ検査の陰性証明が必要。これに加え、入国時
や検疫期間満了前のPCR検査、自主健康管理（公共の場への出入り自粛など）期間中には簡易検査が求められる。また、桃園国際空港からの入国のみ可能とす
る。 昨年8月、正規留学生や同部の奨学金受給者の入国が再開となった。対象外だった華語学習希望者は、台湾への渡航を認めるようメディアや立法委員（国会
議員）を通して訴えていた。

韓国、すべての国からの入国者に対する10日間隔離を延長　　（TRAICY　1/6付）

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

外国人の入国禁止、２月末まで　　（共同通信　1/10付）
政府は新型コロナウイルスの「オミクロン株」対策で外国人の新規入国を原則禁止している水際強化措置について、当面継続する方向で最終調整に入った。期間
は２月末までを想定。国内での感染急拡大を受け、厳しい水際対策の骨格を維持する必要があると判断した。岸田文雄首相が１１日にも表明する。複数の関係者
が１０日、明らかにした。強化措置はオミクロン株の国内初確認を受け昨年１１月３０日に導入。病原性をはじめとした情報を把握するまでの「臨時、異例の措置」と
して期間は当面１カ月程度とした。首相は年末年始の動向を踏まえ、今週に継続の是非を判断する方針を示していた。

水際対策、一部緩和へ　外国籍家族・留学生ら念頭に政府調整　　（時事通信　1/10付）

政府は10日、新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」発生を受けて厳格化している水際対策について、一部緩和する方向で調整に入った。外国人入国の原
則停止は維持しつつ、日本人らの外国籍の家族や留学生の入国を例外的に認める案を検討している。岸田文雄首相は11日に今後のコロナ対策を説明する考え
だ。政府は昨年11月30日から外国人の新規入国を原則的に認めておらず、例外の範囲も絞り込んでいる。この措置の期間は当初、1カ月をめどとしていたが、首
相は昨年12月21日に「当面の間、延長する」と表明。年末年始の状況を見極め、扱いを今月11日以降に判断するとしていた。政府内では新たな期限として(1)1月
末(2)2月末(3)3月末―などの案が出ている。オミクロン株の市中感染の広がりを受け、重点を水際対策から国内対策に移すことにしており、日本人らの外国籍の
家族など人道的配慮が必要なケースでは入国の門戸を開く方向だ。

【タイ】隔離なし入国の停止を延長、制限も強化　　（NNA　1/10付）

タイ政府の新型コロナウイルス感染症対策センター（ＣＣＳＡ）は７日、新型コロナウイルスのワクチン接種完了などを条件に入国時の隔離を免除する制度「テスト・
アンド・ゴー（Test&Go）」の一時停止を無期限で延長すると発表した。国内で新たな変異株「オミクロン株」の感染者が急増しているため。また、社会・経済活動の
制限も強化する。ＣＣＳＡの英語会見を担当する外務省のナタパヌ副報道官は、テスト・アンド・ゴーについて、「新たに通知するまで停止を継続する」と説明した。
同制度の停止により、最低７日間の隔離が必要となる。ＣＣＳＡによると、既に隔離免除が認められている１万人余りが、７日時点で入国していないという。政府は
昨年11月１日、日本を含む63カ国・地域のワクチン接種完了者を対象に隔離免除での受け入れを開始。しかし、オミクロン株の感染拡大を受けて、12月22日から新
規受け付けを停止した。当初は１月４日まで停止するとしていたが、感染状況が悪化していることから延長を決定した。一方、観光地に一定期間滞在する「サンド
ボックス」は、対象地域を南部プーケット県のみから、同スラタニ県、パンガー県、クラビ県の４県に拡大する。また、アフリカ８カ国を対象としている入国禁止を、あ
す11日から解除する。タイ政府は、オミクロン株の感染拡大を理由に、昨年12月１日から南アフリカ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビ
ア、ジンバブエからの入国を禁止している。政府はまた、全77都県を新型コロナの感染状況に応じて分類した区分を９日付で更新した。「ブルー（特定の観光開国
パイロット地域）」には首都バンコクを含む８都県を据え置き、それ以外の69県を「オレンジ（管理地域）」とした。オレンジに指定されている地域の飲食店では、酒類
の提供を禁止する。ブルーに指定されている８都県では、安全・健康管理の基準を満たしているとして政府から「ＳＨＡプラス」などの認定を受けた飲食店でのみ酒
類の提供を許可するが、午後９時までとする。バーやパブ、カラオケ店、娯楽施設の営業は引き続き禁止する。ただし、バンコクや一部の県では、保健当局の許可
を得た上で、「飲食店」として営業することを認める。また、政府機関と民間企業への在宅勤務の要請を１月31日まで延長する。政府は、年末年始の連休明けの感
染拡大を防止するため、年初から14日間の在宅勤務を推奨していた。不要不急な越境移動や海外旅行の自粛も要請する。タイの１日当たりの新規感染者数は、
年末年始に3,000人前後で推移していたが、７日には7,526人、８日には8,263人、９日には8,511人と急増した。保健省は、感染対策を強化しなければ、年明けには１
日当たりの新規感染者数が最大３万人に増加し、収束までに３～４カ月かかるとの見通しを示している。



交通運輸省傘下のベトナム民間航空局(CAAV)は4日までに、8か国・地域との間の国際線定期便の運航再開を許可した。許可されたのは、◇日本、◇台湾、◇シ
ンガポール、◇カンボジア、◇米国、◇韓国、◇ラオス、◇タイの8か国・地域。中国路線は、両国の航空当局間で交渉が完了していないため、再開がまだ許可され
ていない。ベトナムは1日より国際線の運航を再開している。1日から3日までの3日間に、11社が合わせて17便を運航した。これにより、◇ホーチミン市タンソン
ニャット国際空港、◇ハノイ市ノイバイ国際空港、◇南中部沿岸地方ダナン市ダナン国際空港、◇南部メコンデルタ地方カントー市カントー国際空港の4空港経由で
計1753人が入国した。なお、11社には、◇ベトナム航空「HVN」 (Vietnam Airlines)、◇ベトジェットエア「VJC」 (Vietjet Air)、◇バンブー航空(Bamboo Airways)、◇
HVN傘下パシフィック航空(Pacific Airlines)の国内航空会社4社のほか、◇VJC出資のタイ・ベトジェットエア(Thai Vietjet Air、タイ)、◇シンガポール航空(Singapore
Airlines、シンガポール)、◇ターキッシュエアラインズ(Turkish Airlines、トルコ)、◇スターラックス航空(星宇航空＝STARLUX Airlines、台湾)、◇チャイナエアライン
(China Airlines、同)、◇エミレーツ航空(Emirates、アラブ首長国連邦)、◇アシアナ航空(Asiana Airlines、韓国)の海外航空会社7社が含まれる。

フィリピン航空は2021年12月31日(金)、アメリカ連邦破産法11条(チャプター11)を終了し、新たな経営体制で再建を果たしました。およそ4カ月と短期間での再建を
果たし、債務削減、流動性の向上により、今後の成長余地を確保した経営環境に生まれ変わり、フルサービス航空会社として運航を継続します。フィリピン航空は
2021年9月、チャプター11適用をアメリカで申請。新型コロナウイルスによる経営環境の悪化を受け、債権者の多いアメリカで手続きを申請し、運航を継続しながら
経営再建に取り組みました。申請時に計画していた約20億ドル(約2,318億円)の債務削減を実現し、新たな資金援助として5億500万ドル(約585億円)を確保しまし
た。計画は、債権者から100％の同意を得ています。機材数はコロナ前は保有機98機でしたが、70機程度に縮小します。今後、フィリピン航空はフィリピン発着のア
メリカ・カナダの太平洋横断路線のほか、日本、オーストラリア、中東行き路線を主力路線として運航。東南アジア路線は香港、中国、韓国、台北、シンガポール、タ
イ、インドネシア、ベトナム、マレーシアを結ます。このうち、中国本土の複数の都市を結ぶ定期便を再開するほか、オーストラリア路線の再開、新たな路線としてイ
スラエル路線を開始するなど、各国の入国措置の緩和に合わせ、定期便路線を再開、運航便数を増やす計画です。自社便での運航再開に加え、コードシェアとイ
ンターラインパートナーシップを通じ、利用者の最終目的地までの利便性も確保します。さらに、新たに設立された航空貨物事業では、規模拡大に取り組みます。
ワクチンや医療機器の空輸など特定の需要だけでなく、航空貨物市場への対応を目指します。旅客向けではウェブサイトやモバイルアプリなどの活用で、予約か
ら支払い、チェックイン、搭乗手続きなどデジタルトランスフォーメーションを加速させています。コンタクトセンターのチャット機能提供や対話型の音声応答(IVR)機
能などを含め、2022年も継続的に新サービスを投入します。

国際線定期便、8か国の路線で運航再開許可　3日間で1753人が入国　　（VIET JO　1/6付）

フィリピン航空、4カ月で経営再建終了 債務削減などを達成　　（FLY TEAM　1/6付）

タイ国際航空、東京/羽田〜バンコク線の運航再開取りやめ　　（TRAICY　1/5付）

タイ国際航空は、東京/羽田〜バンコク線の運航再開を取りやめた。当初は1月1日から週3便の運航を計画していたものの、変更した。これにより日本路線は、東
京/成田・名古屋/中部・大阪/関西〜バンコク線の3路線のみを運航することになる。また、名古屋/中部・大阪/関西〜バンコク線も1月1日から減便した。

ルフトハンザ・ドイツ航空、名古屋/中部〜フランクフルト線再開を延期　6月1日から週5便　　（TRAICY　1/5付）
ルフトハンザ・ドイツ航空は、名古屋/中部〜フランクフルト線の運航を6月1日から週5便で再開する。名古屋/中部発は月・火・木・土・日曜、フランクフルト発は月・
水・金・土・日曜の週5便をエアバスA340-300型機で運航する。当初は夏スケジュール期間の運航再開を計画していたものの延期され、その後に今冬スケジュー
ル期間の運休を発表していた。2月の運航再開を目指していたものの、延期となった。
■ダイヤ：LH737　名古屋/中部（09：55）〜フランクフルト（15：10）／月・火・木・土・日、LH736　フランクフルト（14：05）〜名古屋/中部（08：30+1）／月・水・金・土・日

GoToトラベル再開先送りを懸念　航空業界「オミクロンが誤算」　　（毎日新聞　1/5付）

経団連など経済3団体が5日、2年ぶりに開催した新年祝賀会では、航空業界から新型コロナウイルスの新変異株「オミクロン株」の影響で、政府の観光支援事業
「GoToトラベル」の再開が先送りされるのではないかと懸念の声が聞かれた。政府は年末年始の感染状況が落ち着いていれば1月末の再開を検討していたが、感
染が拡大してきたためだ。日本航空の赤坂祐二社長は記者団に、再開時期は「遅くても3月上旬」と述べ、政府が検討する1月末から遅れる可能性があるとの認識
を示した。「再開は早ければ早いほど（良い）と我々は希望をしているが、やはりオミクロンが誤算だった」と表情を曇らせた。全日本空輸を傘下に持つANAホール
ディングス（HD）の片野坂真哉社長も「（GoToトラベル再開を）もっと早くやれば良かったのにとは思うが、安心してやれるような状況を先に作らないといけない」と感
染拡大の防止が先決との考えを示した。ANAHDは2022年3月期の最終（当期）損益を1000億円の赤字と見込むが、1～3月期は営業損益の黒字化を目指してい
る。片野坂社長は「感染拡大は予断を許さない」とした上で、1～3月期中にGoToトラベルが再開されなければ「（黒字化への）ネガティブ要素になる」とも述べた。

大韓航空、世界の航空会社で初となる電子書類システムを導入　　（WOW！Korea　12/28付）
大韓航空は28日、電子ドキュメントシステム「e-DOC」を導入し、各種サービスのために顧客が作成しなければならない文書23種について、全面的なデジタル化の
適用を開始したと発表した。「e-DOC」の適用は、世界の航空会社で初となる。大韓航空を利用する顧客は、ペットの運送同意書や非同伴児童の申請書、健康状
態の誓約書などの各種書類を、スマートフォンやタブレット端末といったデジタル機器を利用し、いつでもどこでも作成可能となる。また予約情報が自動的に反映さ
れるため、顧客が直接記載しなければならない内容が減ったほか、「e-DOC」に記録された連絡先とEメールが同社のマイレージプログラム「スカイパス」に自動
アップデートされるなど、利便性がいっそう向上した。「e-DOC」の導入により、顧客がデジタル機器で作成した書類は安全性の高いサーバーに保存される。韓国内
外の各支店では、サーバーに保存された書類の情報を専用端末で閲覧できるようになる。これにより迅速な業務処理が可能となり、顧客の待機時間が大幅に減
少する。これとともに文書がサーバーで自動保存および破棄処理されるため、個人情報の保護機能もより強化されている。

エアアジア、「キャピタルA」に社名変更へ　　（日本経済新聞　1/4付）
マレーシアの大手格安航空（LCC）、エアアジア・グループは3日、社名を「キャピタルA」に変更する計画を発表した。新型コロナウイルス禍で航空業界の苦境が続
くなか、同社は貨物宅配やフィンテックなど非航空事業の拡大を急いでおり、多角化を社名に反映する狙いがある。企業登記当局の認可は取得済みだが、社名変
更には株主の合意が必要。株主総会の日程は後日発表する。航空事業は引き続き「エアアジア」のブランドで運営するとみられる。エアアジアの2021年1～9月の
最終損益はコロナの移動制限の影響などで22億リンギ（約600億円）の赤字だった。12月末に9億7500万リンギの増資を完了するなど、資金調達を急いでいる。同
社はマレーシアでデジタル銀行免許を申請したほか、アジアで電子商取引や配車、食事宅配などのデジタル事業に乗り出している。

タイ国際航空、大阪/関西〜バンコク線を増便　3月1日から1日1便　　（TRAICY　1/5付）
タイ国際航空は、大阪/関西〜バンコク線を3月1日から1日1便にに増便する。12月7日から週6便に増便し、1月1日から2月28日までの間は週5便に減便している。
3月からは1日1便に増便する。現在、日本路線はこの他に、東京/成田〜バンコク線を1日1便、名古屋/中部〜バンコク線を週3便運航している。
■ダイヤ：TG623　大阪/関西（11：00）〜バンコク（15：45）、TG622　バンコク（23：59）〜大阪/関西（07：20+1）

アラブ首長国連邦を対象に水際対策強化　3日間待機に　　（TRAICY　1/5付）
政府は、アラブ首長国連邦（UAE）からの入国・帰国者を対象に水際対策を強化する。1月7日から、UAEからの帰国・入国者に対して、3日間の待機を求める。これ
により、10日間待機は11か国、6日間待機は15か国、3日間待機は51か国・地域となる。このうち63か国・地域はオミクロン株に対する指定国・地域で、10日間待機
の11か国は外国人の再入国を原則として拒否する。

シンガポール、ワクチン接種者専用フライト及びバスの新規受付を一時停止　　（アジアトラベルノート　12/23付）
シンガポールは、ワクチン接種済みの海外からの旅行者を隔離なしで受け入れる制度ワクチントラベルレーン(VTL)について、専用フライトやバスのチケットの新規
販売を本日12月23日より一時停止すると発表しています。オミクロン株の世界的な感染拡大を受けた措置で、停止期間は来年1月20日まで。VTL自体は今後も継
続し、既に予約済みのVTLフライトやVTLバスのチケットを持っている旅行者についてはこれまで通り隔離なしでの入国が可能です。また、1月20日以降もVTLでの
旅行者数・チケット販売数を制限する予定とのこと。シンガポールは現時点で以下の24か国からの旅行者を対象に空路でのVTLを実施。また、マレーシアとの間で
は陸路VTLも行なっています。
アジア：マレーシア、インドネシア、タイ、カンボジア、ブルネイ、インド、スリランカ、モルディブ、韓国、ヨーロッパ：イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペ
イン、デンマーク、フィンランド、スウェーデン、スイス、トルコ、北米：アメリカ、カナダ、オセアニア：オーストラリア、フィジー

ガルーダ、来年運航の国際線はたった5路線のみ、日本は？　　（TRVLWIRE　12/23付）
Executive Travellerによると、経営再建中のガルーダ・インドネシア航空は2022年に運航する国際線を5路線のみとする計画だ。残るのは東京、香港、ソウル、シド
ニーが決まっており、これに中国本土のどこか1都市が加わる。ロンドンやアムステルダムなどの長距離線だけでなく、クアラルンプール、シンガポール、バンコクな
どへの路線も撤退する。まずは利益を見込める路線に機材を投じ、そこから少しずつ他路線の開設や増便に取り組んでいきたい考え。なお、ガルーダは最近、エミ
レーツ航空やシンガポール航空とのコードシェアを含む提携について合意している。



関西国際空港に2軒目のPCR検査施設オープン　検査体制充実へ　　（TRAICY　12/17付）
関西エアポートは、関西国際空港第1ターミナル4階南に「PCR検査クリニック」を12月13日にオープンした。医療機関は医療法人友広会、運営者は川崎重工業。国
際線出発客を対象に、PCR検査のほか2種類の検査メニューを用意している。検査内容と価格は、リアルタイムRT-PCR検査が22,000円、抗原定量検査と血清IgM
抗体検査が11,000円（いずれも税込）。検査時間は正午から午後9時まで（最終受付は午後8時半）。予約はTeCOT（海外渡航者新型コロナウイルス検査セン
ター）、クリニックウェブサイトもしくは電話で可能。なお、現在、在日中国大使館・総領事館指定の検査機関登録に向けた準備中で、中国入国時の証明書としては
利用できない。関西国際空港内で新型コロナウイルスのPCR検査を行う施設は2軒目で、検査体制が強化されることで、関西国際空港からの安全安心な空の旅の
提供・旅客需要の回復に寄与するとしている。

帰国と入国者専用の鉄道やバスの利用は低調　　（NHK.jp　12/18付）

新型コロナの新たな変異ウイルス「オミクロン株」の水際対策が強化される中、海外からの帰国者や入国者は空港の検査で陰性であっても公共交通機関を利用し
ないよう求められています。しかし、成田空港と都内を結ぶ帰国者や入国者専用の鉄道やバスの利用は低調で、中には、利用率がおよそ１割のバスもあり、専門
家はさらなる周知が必要だと指摘しています。政府は、新型コロナの水際対策の一環として海外からの帰国者や入国者に対し空港の検査で陰性であっても、一般
の鉄道やバスなどの公共交通機関は利用しないよう求めています。このため成田空港と都内を結ぶ京成電鉄や東京空港交通などが、去年１２月から帰国者や入
国者専用の鉄道やバスを運行し、空港内には周知のポスターも掲示されています。このうち京成電鉄は、東京・上野に向かう特急「スカイライナー」の８両のうちの
１両に専用車両を設け、感染対策として、定員を通常の半数のおよそ２０人にしています。この専用車両を毎日２９便運行していますが、１日の利用者は平均で２０
人程度にとどまっているということです。京成電鉄鉄道本部の延命誠執行役員は「厳しい状況だが、地道に案内しながら、利便性を確保していきたい」と話していま
す。また、東京空港交通は都内のホテルなどに向かう高速バス「リムジンバス」のうち１日３便を専用車両にして、感染対策として定員を通常の半分の２０人にして
運行しています。しかし、１日の利用者は平均で５人程度で、利用率はおよそ１割にとどまっているということです。東京空港交通の山口亮一執行役員は「厳しい状
況だが、一人でも多くのお客様が安心安全に都心に帰れるようにしていきたい」と話しています。水際対策に詳しい国際医療福祉大学の和田耕治教授は「オミクロ
ン株への警戒が続く今、感染対策を施した専用車両があることを、事業者や国は利用者にさらに周知していくこと必要だ」と指摘しています。ＮＨＫが成田空港の国
際線の到着ロビーで取材したところ、海外から到着した帰国者や入国者の多くは、みずから手配したハイヤーや自家用車、それに会社の送迎車で帰宅していまし
た。帰国者や入国者専用の鉄道やバスを利用する人は数えるほどしかいませんでした。一方で、帰国者や入国者の中には、利用しないように求められている一般
の高速バスに乗り込む人の姿もみられました。帰国者や入国者専用の車両やバスについて、成田空港の帰国者からは「運行していることを知らない」という声が多
く聞かれました。成田空港検疫所は鉄道会社やバス会社とともに空港内にポスターを掲示して、帰国者や入国者専用の車両やバスがあることを周知し、公共交通
機関の利用を控えるよう呼びかけています。しかし、仕事で滞在していたジャカルタから帰国した東京都の２０代の男性は、「ハイヤーで都内に戻ります。専用のバ
スや鉄道は会社からの案内もなく知りませんでした」と話していました。また出張先のアメリカから帰国した静岡県の５０代の男性は「レンタカーで静岡に戻ります。
専用バスや鉄道については知りませんでした」と話していました。さらにアメリカから帰国した東京の６０代の女性は「まだ自宅で待機する必要があるのでハイヤー
で帰宅しますが、都内まで行ける専用バスがあることは知りませんでした。負担する金額も違うので知っていたら良かったです」と話していました。これについて鉄
道やバス事業を所管する国土交通省は「入国制限が続く中で利用者を増やすことは厳しいところもあるが、引き続き周知をしていきたい」と話しています。

入国審査・検疫・税関申告、書類記入せずオンライン入力が可能に　　（読売新聞オンライン　12/20付）

政府は２０日、入国時に必要となる入国審査や検疫、税関申告の情報を、スマートフォンなどを使ってオンライン上で一元的に入力できるサービスを始めた。紙の
書類に記入せずに手続きを行うことが可能となる。訪日外国人や帰国する日本人の利便性の向上や、入国手続き業務の効率化につなげる。デジタル庁が用意し
たウェブサイト「ビジット　ジャパン　ウェブ　サービス」を利用する。「検疫質問票」「携帯品・別送品申告書」「外国人入国記録」がそれぞれオンラインで入力できる。
窓口でスマホの画面上にＱＲコードを表示し、担当者に読み取ってもらうことで必要な手続きが完了する。サービスは羽田、成田、関西、中部、新千歳、福岡の６空
港で開始し、当面は日本語と英語で対応する。デジタル庁は多言語対応や、訪日外国人の免税手続きとの連携も検討している。

カンタス航空、約600日ぶり国際線旅客便を再開 ワクチン接種が条件　　（FLY TEAM　11/3付）

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

ワクチン接種、スマホで証明　政府がアプリ運用開始　　（日本経済新聞　12/20付）

政府は20日、新型コロナウイルスワクチンの接種を証明するスマートフォン向けアプリの運用を始めた。無料でダウンロードしてマイナンバーカードを読み込めば、
ワクチンをうった日など接種記録をスマホ上に表示する。接種証明書は国内用と海外用がある。国内向けは飲食店やイベントで接種を確認する際に使う。海外向
けは渡航の手続きで利用し、パスポートの読み取りが必要になる。アプリは「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」と名付けた。iPhone（アイフォーン）ならアップス
トア、アンドロイドならグーグルプレイからダウンロードが可能だ。アプリを起動してマイナンバーカードの情報を読み取り、カード取得時に設定した4桁の暗証番号
を入力し、接種した自治体を選ぶ。職場接種をした人は接種券を発送した自治体を選択する。20～30秒ほどでアプリ上でQRコードつきの接種証明書が発行され
る。QRコードを読み取ると、氏名や生年月日、ワクチンの種類やロット番号、接種日などがわかる。海外用は国籍や旅券番号の情報が加わる。政府のワクチン・検
査パッケージでは、緊急事態宣言時でも2回接種済みが証明できれば5人以上の会食を許可したり、イベントの人数制限もなくしたりできる。アプリができる前は海
外渡航者向けに自治体が紙の接種証明書を発行していた。紙の発行は続けるほか、国内向けにも証明書を出す。紙の接種済証を写真撮影した画像やコピーの
利用も認めている。政府のアプリに先行して東京都などの自治体も独自にアプリを導入しており、マイナンバーカードによる厳格な本人確認が必要な政府のアプリ
は普及が課題となる。牧島かれんデジタル相は17日の記者会見で、接種情報のもととなるワクチン接種記録システム（VRS）に登録されたおよそ1億件のうち10万
件のデータに誤りがあると説明した。松野博一官房長官は20日の記者会見で「ほとんどの記録は問題なく接種証明として利用できる」と語った。全国の自治体が
データの修正を急いでいる。

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

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

韓国で新型コロナの新たな変異ウイルス「オミクロン株」の感染者が初めて確認され、政府は、新たに韓国から入国する日本人などについても、6日間、国が指定
する施設にとどめる方針を決めました。オミクロン株の世界的な感染の広がりを受けて、政府は30日、すべての国や地域を対象に外国人の新規の入国を原則、停
止しました。2日からは南アフリカやナミビアなど、アフリカの10か国からの在留資格を持つ外国人の再入国も原則として順次、停止します。さらに1日夜、韓国政府
がオミクロン株の感染者が初めて確認されたと発表したことを受け、日本政府は、韓国から入国する日本人と在留資格を持つ外国人についても、入国後6日間は
検疫所が指定する宿泊施設にとどめる方針を決めました。また、スイスと、インド洋にあるフランスの海外県レユニオンから入国する場合は新たに3日間宿泊施設
にとどめるほか、オーストラリアやスウェーデン、ドイツ、ポルトガルからの入国者については施設にとどめる期間をこれまでの3日間から6日間に延長するというこ
とです。これらの措置は、日本時間の3日午前0時以降の入国から適用されます。これで、日本政府が、入国者に対して施設での待機を求める国や地域は合わせ
て51となりました。

韓国から日本への入国 6日間の施設待機に オミクロン株確認で　　（NHK　12/2付）



中部空港に2本目滑走路　愛知知事が構想案　27年にも運用開始へ    (毎日新聞　12/13付)

愛知県の大村秀章知事は13日、中部空港（同県常滑市）の現滑走路の東側に、2本目の滑走路を新設する構想案を明らかにした。2005年の開港から16年、老朽
化が進む現滑走路の大規模補修を急ぐ必要があるとの判断で、誘導路を改修する形で工期を圧縮し、27年にも運用開始することを目指したいとしている。将来的
には空港島西側のしゅんせつ土砂埋め立て予定地にもう1本の滑走路を設け、新設2本で発着能力を今の1・5倍に高める。14日に関係自治体や経済団体などを集
めた調整会議で合意を得て、国に空港計画変更を求める方針。県によると、2本目は現滑走路の210メートル東に並行し、旅客ターミナルとの間に設ける。210メー
トルは滑走路2本を運用する最低限の間隔で、2本目の長さは現滑走路の3500メートルより短い3290メートルとし、離陸専用にする。これで発着能力は1・2倍に増
え、現滑走路の大規模補修も可能になるという。総工費140億円は中部国際空港会社が負担し、県も財政支援する。さらに、しゅんせつ土砂の埋め立ての完了後
に3500メートルの滑走路を設け、現滑走路を廃止する。新設2本の間隔は760メートルあり、1・5倍の発着能力が見込めるという。当初はこの埋め立て地が2本目の
候補地とされていたが、約230ヘクタールの埋め立てに約15年かかり、現滑走路の補修への支障が懸念されていた。また、漁場に影響を受ける三重県の漁協関係
者から「埋め立ては名古屋港のしゅんせつ土砂の処分に必要だと合意した。滑走路建設が目的とは説明されていない」などと反発する声もあった。埋め立て事業
は今年1月に国土交通省中部地方整備局と愛知、三重の各漁協との間で補償交渉が合意し、5月に愛知県が承認した。大村知事は13日の記者会見で「新型コロ
ナウイルスが収まれば、空港事業は回復する。グローバル化に対応するため、2本目は不可欠だ」と強調した。中部空港は、愛知万博の開幕直前の2005年2月に
オープンした。旅客数はリーマン・ショックの影響などで一時低迷したが、11年度を底に増加に転じ、その後、訪日外国人のインバウンド需要に支えられて、格安航
空会社（LCC）向けの第2ターミナルを新設した19年度に過去最多を更新した。しかし新型コロナウイルスで状況は一変した。国際線の発着はほぼ停止され、20年
度の旅客数は前年度のわずか16％と激減。ピーク時の19年冬に週486便あった国際線旅客便は21年冬に17便にとどまっている。愛知県や中部財界などは需要拡
大を見込んで2本目の滑走路を求めてきたが、インバウンドの回復が見通せない中、老朽化が進む現滑走路への対応が切実になってきた。深夜や早朝に発着す
るLCCが増え、メンテナンスの時間確保が難しくなった上、大規模補修には毎日6時間程度の滑走路閉鎖が避けられない。24時間空港の運用には2本目が不可欠
だとして、すぐに着手できる空港島内での滑走路新設が浮上した。国内の旅客数上位10位（19年度）の主要空港では、滑走路1本での運用は中部と福岡、鹿児島
の3空港のみ。うち福岡は25年3月に2本目の開業が予定されている。

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

中部空港FLIGHT OF DREAMS、「気軽さ」軸に刷新　地元客強化、家族連れでにぎわう　（Aviation Wire 12/23付）

中部空港（セントレア）を運営する中部国際空港会社は12月23日、複合商業施設「FLIGHT OF DREAMS（フライト・オブ・ドリームズ）」の展示エリアをリニューアルし
再開した。これまで入場料が必要な有料エリアだったが、リニューアル後は一部の遊具を除き、無料で開放する。刷新前の照明を落とした暗めの雰囲気から、明る
い館内に変更。「気軽さ」を軸とし、近隣から訪れる地元客の誘客強化を図る。FLIGHT OF DREAMSはボーイング787型機の実機を展示する商業施設で、展示され
た機体を眺めながら買い物や食事を楽しめる。今回再開したのは「Flight Park（フライトパーク）」と呼ばれる1階エリアで、広さは4000平方メートル。航空や空港を学
べる「展示エリア」と子供を対象とした「キッズエリア」の2エリアを整備し、地域の子育てや学習施設としての活用を目指す。再開するフライトパークにはこれまで同
様、787-8の飛行試験初号機「ZA001」（登録記号N787BA）を展示。展示エリアは「飛行機エリア」と、中部空港や航空に携わる仕事をパネルや映像で紹介する「空
港エリア」に分類する。飛行機エリアでは、787の開発の歴史や技術をパネルや映像で紹介するほか、787を製造する各社からの部材サンプルなどの協賛品を展
示する。またエンジンを間近で見学できるスペースも新設するなど、将来的に航空産業へ興味を持ってもらえるような作りにした。キッズエリアは、有料の「大型ネッ
ト遊具」と、無料のターザンロープ、サーキットなどを新設する。787の真横に設置する大型ネット遊具は、雲をモチーフとしたもので、地上1.5メートルと6メートルの2
層式トランポリンや、高さ5メートルのスライダーを設置する。対象年齢は3歳から12歳までの子供で、1回300円で利用できる。1日券も用意し、500円で販売する。フ
ライトパークは年中無休で、午前10時から午後5時まで営業する。ボーイングのオフィシャルグッズを販売する「ボーイングストア」と、LUXURY FLIGHT（ラグジュア
リーフライト）が運営する有料の787シミュレーターは、リニューアル後も引き続き利用できる。2018年10月12日にオープンしたFLIGHT OF DREAMSは、2019年8月
30日に開業した愛知県国際展示場と、同年9月20日に供用を開始したLCC専用の第2ターミナル（T2）の中間に位置。787-8の飛行試験初号機を中心に、体験型コ
ンテンツを提供する有料の展示エリア「フライトパーク」と、飲食や物販などの店舗が入居する無料の商業エリア「Seattle Terrace（シアトルテラス）」で構成する。今
回のリニューアルに伴い終了したのは、787-8の実機と館内空間を使用した映像と音のショーを展開する「Fly with 787 Dreamliner」（フライ・ウィズ 787ドリームライ
ナー）など、デジタルコンテンツ6種類。いずれもチームラボ（東京・文京区）がプロデュースを担当し、今年3月31日で終了した。再開初日となった23日は正午にオー
プン。リニューアルセレモニーを開催し、中部国際空港会社の犬塚力社長と地元・常滑市の伊藤辰矢市長、ボーイング・ジャパン広報部のロブ・ヘンダーソン部長
の3人がテープカットで再開を祝った。刷新前は暗かった館内は、今回のリニューアルで明るいものに変更。デジタルを駆使したこれまでの「クールでかっこいい」
（犬塚社長）ものから家族連れの誘客を狙う親しみやすいものに変更した。今回のリニューアルについて、犬塚社長は「長い時間、快適に過ごしていただく」と狙い
を説明。子供向けの遊具などを用意することにより、「何度でも足を運んで、興味を持ってもらいたい」と述べた。常滑市の伊藤市長は「子育て世代に魅力的な施設
に変わった」とあいさつ。ボーイング・ジャパンのヘンダーソン部長は、787の導入機数は日本が世界一で、機体の構造部位の35％を日本企業が製造し、中部空港
から米国の工場に輸送していることなどに触れた上で、「中部は（初号機の）里帰りにふさわしい。楽しい思い出を作って」と流ちょうな日本語で語った。再オープン
後は犬塚社長ら3人が家族連れや年配の夫婦など、多くの利用客を出迎えた。これまでターゲットとしていた航空ファン以外の客層が目立ち、来場者は手持ちのス
マートフォンなどで気軽に撮影するなど、明るく生まれ変わった館内を楽しんだ。

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

ANA、羽田〜ウラジオストク線運航　5都市から中部・関空へ臨時便も　　（TRAICY　10/19付）
全日本空輸（ANA）は、年末年始期間中の臨時便の運航など、国際線の運航計画を発表した。東京/羽田〜シアトル線を12月4日から週1便で運航を再開する。東
京/成田〜ムンバイ線を12月11日から週2便に増便する。東京/羽田〜ホノルル線を12月12日から週3便に増便するほか、12月22日と29日にも運航する。この他
に、東京/成田〜ウラジオストク線を東京/羽田発着の臨時便として、12月24日と1月9日に運航する。東京/羽田〜シドニー線は週5便を運航する。また、ロサンゼ
ルス発大阪/関西行きを12月19日、サンフランシスコ発大阪/関西行きを12月11日と18日、シカゴ発大阪/関西行きを12月18日と25日、ヒューストン発大阪/関西行
きを12月13日、フランクフルト発名古屋/中部行きを12月20日にそれぞれ運航する。

第1ターミナル3階案内センターで｢海外渡航者向けPCR検査｣の陰性証明書の受け取りが可能です
藤田医科大学病院（豊明市）、藤田医科大学ばんたね病院（名古屋市中川区）、藤田医科大学岡崎医療センター（岡崎市）で｢海外渡航者向けPCR検査｣を受けた
方の陰性証明書について、第1ターミナル3階案内センターでも受け取りが可能です。案内センターで陰性証明書を受け取る為には、学校法人藤田学園が運営す
る病院でのPCR検査の受検及び検査時に証明書の受取場所をご指定いただく必要がございます。

中部国際空港ＰＣＲ検査センター　　（セントレアホームページ）　　
PCR検査ラボを併設した｢中部国際空港PCR検査センター｣を中部国際空港診療所内に併設しております。中部国際空港PCR検査センターでは、高速で鼻咽頭
PCR検査を行う装置を導入し、新型コロナウイルスの件結果判定を約3時間で行います。検査は海外への渡航当日も可能です。（要予約。当日の受付状況により
時間を要す場合もあります）

【予約～検査当日までの流れ】

（1）中部国際空港診療所にメールまたはFAXでご予約ください（事前予約制）　　（2）検査当日、中部国際空港診療所で受け付け

（3）中部国際空港PCR検査センターでパスポートと予約情報を照合　    　　　　　（4）検体採油ブースで臨床検査技師による鼻咽頭ぬぐいを採取

（7）第１ターミナル3階案内センターで陰性証明書を受け取り

【中部国際空港PCR検査センター概要】

・営業時間：年中無休（診療所の営業時間に応じる）　　　　・検査時間：9:00～17:00（診療所の営業時間に応じる。事前予約制）

・検査方法：RT-PCR検査　　　　・検査容量：一日あたり最大約100件　　　　・検査料：38,500円（税込）　※証明書発行手数料（1通）含む

（5）全自動核酸増幅装置でRT-PCR検査を実施　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（6）約3時間後に陰性証明書の準備ができ次第電話でご案内

★詳しくは中部国際空港診療所ホームページにてご確認ください。　　


