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※ご注意
◆現在中国⼤使館・総領事館は⽇中間直⾏便（CA930、CA146、CA3352を含む）に搭乗するお客様
に対してのみ健康コードの発⾏を⾏っております。事前に渡航前の最新措置を確認し、余裕を持った
旅程で渡航を計画することをお勧め致します。

◆渡航前検査は必ず中国⼤使館・総領事館が指定する検査機関で⾏ってください。

◆指定検査機関は指定から外れることもあります。必ず最新情報は中国⼤使館・総領事館ホームペー
ジでご確認ください。

◆搭乗予定⽇の3⽇以内に⾏う｢交差PCR検査｣は必ず同一管轄地域内の2つの指定検査機関で別々に検
査を⾏わなければなりません。

◆搭乗予定⽇の7⽇前に⾏う｢予備検査｣は管轄地域外の指定検査機関または｢交差PCR検査｣を⾏う検
査機関のどちらかを洗濯しても支障ありません。

◆検査費用に関しては各指定検査機関にお問い合わせください。

※上記随時変更の可能性がございますのでご注意ください。

中国⼤使館からの発表に基づき、2022年2月28⽇（当⽇含む）より⽇本から中国へ渡航
する際、現在⾏っている｢PCR検査+ダブル検査｣を廃止し、搭乗予定⽇の7⽇前に⾏う
PCR検査（以下｢予備検査｣という）+搭乗予定⽇の3⽇以内に2つの指定検査機関で24時
間以上間隔を空けて別々に⾏うPCR検査（以下｢交差PCR検査｣という）に変更となりま
したのでご注意ください。詳細に関してましては、下記中国⼤使館ホームページをご参
照ください。
⽇本語：
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/tztg/202202/t20220218_10643342.htm
中国語：
http://www.chinaembassy.or.jp/chn/lszcnew/202202/t20220218_10643318.htm
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～渡航前検査及び健康コードの申請～

2022年2月28日からの最新措置に関して
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～名古屋総領事館指定～

中部地区PCR検査機関一覧
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地区 検査機関名称 住所 連絡先

愛知県 名古屋市 だいどうクリニック 予防接種センター 名古屋市南区白水町8番地 052-611-8650

愛知県 名古屋市 藤が丘オーキドファミリー
クリニック

名古屋市名東区藤が丘143番地
藤が丘公団1号棟2階

090-8568-3336

愛知県 名古屋市 金山ファミリークリニック 名古屋市熱田区金山町1-503 トーワ金山ビル6F 052-678-7700

愛知県 名古屋市 藤田医科大学ばんたね病院 名古屋市中区尾頭橋3-6-10 052-323-5927

052-323-5918

愛知県 名古屋市 ゆう内科クリニック 名古屋市中区錦1丁目20-10

HR・NET伏見ビル9F

052-212-6085

愛知県 名古屋市 ※中国語対応可能 名古屋ステーションクリニック 名古屋市中村区名駅4-6-17

名古屋ビルディング8階
052-551-6667

愛知県 名古屋市 たいようこどもクリニック 名古屋市北区⿊川本通5-22-1 052-911-3211

愛知県 名古屋市 一般社団法人オリエンタル
労働衛生協会 メディカルクリニック

名古屋市千種区今池1-8-4 052-746-6556

愛知県 名古屋市 星ヶ丘マタニティ病院 名古屋市千種区今池1-8-4 052-746-6556

愛知県 名古屋市 リブラささしまメディカルクリニック 名古屋市中村区平池町4-60-12グローバルゲート5階 052-485-7298

愛知県 名古屋市 メドック健康クリニック 名古屋市昭和区安田通4-3 052-752-1135

愛知県 名古屋市 偕⾏会城⻄病院 名古屋市中村区北畑町四丁目1番地 052-485-3777

愛知県 名古屋市 名古屋共立病院 名古屋市中川区法華一丁目172番地 052-362-5151

愛知県 岡崎市 藤田医科大学 岡崎医療センター 岡崎市針崎町字五反田1番地 https://okazaki.fujita-

hu.ac.jp/topics/dts2c90000001437.html

愛知県 知多郡 ひだかこどもクリニック 知多郡東浦町大字緒川字大門一区3-2 0562-82-0700

愛知県 日進市 うかい病院 日進市東山4-621-2 0561-74-1551

愛知県 小牧市 江崎外科内科 小牧市曙町70 0568-75-2211

愛知県 豊橋市 成田記念病院 豊橋市羽根井本町134番地 0532-31-2167

愛知県 豊明市 藤田医科大学病院 豊明市沓掛町田楽ケ窪 1-98 E-mail:hp1g-iji@fujita-hu.ac.jp

愛知県 春日井市 ※中国語対応可能 医療法人社団 交和会同仁医院 春日井市勝川町 5-105 070-4067-5035

0568-33-6787

愛知県 常滑市 藤田医科大学 中部国際空港診療所 中部国際空港 旅客ターミナル2F 0569-38-7050

愛知県 常滑市 常滑市⺠病院 常滑市飛香台3-3-3 0569-35-3170

岐阜県 各務原市 東海中央病院 各務原市蘇原東島町4-6-2 httpst//www.tokaihp.jp/news/ post_170.html

岐阜県 岐阜市 矢島小児科 小児循環器クリニック 岐阜市日野南7-10-7 058-240-5666

富山県 魚津市 魚津緑ヶ丘病院 魚津市大光寺287 0765-22-1567

富山県 富山市 不二越病院 富山市東石金町11-65 076-424-2881

富山県 富山市 東岩瀬クリニック 富山市高畠町1-11-11 076-426-0880

富山県 富山市 くれはキッズクリニック 富山市呉羽町3022-1 076-436-3715

富山県 高岡市 雨晴クリニック 高岡市太田桜谷23-1 0766-44-8061

石川県 金沢市 金澤なかで クリニック 金沢市近岡町294番地7 080-2956-6400

石川県 金沢市 石川県予防医学協会 予防医学クリニック 金沢市神野町東115番地 076-249-7373

石川県 金沢市 コマツクリニック 金沢市大野町新町1-1 076-293-4930

三重県 桑名市 ほしみ脳神経外科 桑名市星見々丘7-305 0594-32-7500
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現在中国政府のコロナ対策に基づき、深セン航空で中国に入国される全てのお客様に対して、
ご搭乗者情報の事前登録が必須となりました。下記アドレス又はQRコードからご登録が可能です。

https://www.shenzhenair.com/szair_B2C/antiepidemic.html
（右QRコードからも読み取り可能です）
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～成田・深セン ZH9052便（CA3352）～
再掲 ご搭乗者情報の事前登録のお願い
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◆注意点
・⽒名は中国式の簡体字が推奨されていますが繁体字でも問題ありません。例：长谷川（簡）→⻑谷川（繁）
・滞在先住所は、詳細な住所が必要となりますので事前に滞在先の方に確認して頂くようお願い致します。
・携帯電話番号は中国⼤陸の携帯電話番号が必要です。
・入⼒に際してはご搭乗者様本⼈が入⼒してください。

ご搭乗⽇

便名

出発空港

到着空港

航空券番号

国籍（中国⼤陆/其他）
⽇本⼈は其他を選択

⽒名/中国の簡体字推奨、繁体字も可

滞在先住所/○省/○市/○区/○小区/○単元/○室 ※詳細な住所を入⼒

中国の携帯電話番号

2名以上の場合はクリックして、他の方の情報も入⼒

決定
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～ 実際の運航に関しては各航空会社にお問い合わせください～

2月の日中間直行便運航状況
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①-4

区分 航空会社 中国側空港 日本側空港 便名 曜日 出発空港 出発時刻 到着空港 到着時刻 備考

日系
航空会社

ANA

上海浦東
PVG 成田

NH919 
日

成田 09：10 上海浦東 11：40

NH920 上海浦東 13：05 成田 16：55

⻘島
TAO 成田

NH927
水

成田 09：50 ⻘島 12：30

NH928 ⻘島 14：40 成田 18：40

広州
CAN 成田

NH933
水

成田 09：30 広州 14：00

NH934 広州 16：30 成田 21：30

深圳
SZX 成田

NH931
月

成田 08：55 深圳 13：05

NH932 深圳 14：35 成田 19：25

杭州
HGH 成田

NH929
木

成田 12：10 杭州 15：00

NH930 杭州 16：30 成田 20：30

JAL

大連
DLC 成田

JL829
⽕・水・木・⾦

成田 08：40 大連 11：00

JL820 大連 13：00 成田 17：00

広州
CAN 成田

JL087
⾦

成田 08：45 広州 13：00

JL088 広州 14：55 成田 19：50

スプリング・ジャパン

ハルビン
HRB 成田

IJ213
日

成田 07：35 ハルビン 09：35

IJ214 ハルビン 10：35 成田 14：25

天津
TSN 成田

IJ253 月
(隔週)

成田 12：55 天津 15：35 隔週月曜日運航
3/1

3/15、3/29IJ254 天津 16：35 成田 20：55

南京
NKG 成田

IJ125 ⾦
（隔週）

成田 10：35 南京 13：40
運航再開は未定

IJ126 南京 14：40 成田 18：30

中国系
航空会社

中国国際航空

上海浦東
PVG 成田

CA929
木

上海浦東 11：00 成田 14：35
CA930 成田 16：55 上海浦東 19：05

杭州
HGH 成田

CA145
水

杭州 09：50 成田 13：50
CA146 成田 16：35 杭州 19：15

深圳航空 深圳
SZX 成田

ZH9051
*CA3351 日

深圳 09：00 成田 14：30
ZH9052
*CA3352 成田 16：30 深圳 21：40

中国東方航空

上海浦東
PVG 成田

MU523
⾦

上海浦東 09：15 成田 12：50

MU524 成田 13：50 上海浦東 16：30

⻄安
XIY 成田

MU593
⽕

⻄安 07：20 成田 12：55
3月末まで運休

MU594 成田 13：55 ⻄安 17：50

中国南方航空

瀋陽
SHE 成田

CZ627
木

瀋陽 08：30 成田 12：25

CZ628 成田 14：25 瀋陽 16：55

広州
CAN 成田

CZ8101
水

広州 08：50 成田 13：50

CZ8102 成田 16：20 広州 20：15

上海吉祥航空

上海浦東
PVG 関⻄

HO1333
⽕

上海浦東 11：00 関⻄ 14：00

HO1334 関⻄ 15：30 上海浦東 17：10

南京
NKG 関⻄

HO1610
木

南京 12：35 関⻄ 16：00
運航再開は未定

HO1609 関⻄ 17：15 南京 19：20

春秋航空

上海浦東
PVG 成田

9C6217
日

上海浦東 13：50 成田 17：55

9C6218 成田 20：00 上海浦東 22：20

常州
CZX 関⻄

9C6395
⾦

常州 11：35 関⻄ 15：25
運航再開は未定

9C6396 関⻄ 16：55 常州 18：50

厦門航空 福州
FOC 成田

MF809
水・⾦

福州 08：50（水）
09：30（⾦） 成田 12：50（水）

13：40（⾦）
MF810 成田 14：40（水）

15：30（⾦） 福州 17：50（水）
18：50（⾦）
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｢おもち｣の指差し中国語講座 PCR検査に関する中国語

⼤家好！コザクラインコのおもちです！寒い⽇が続きますので、
こうして丸くなる⽇々です。さて中国渡航前、渡航後もPCR検査
は必須です。また状況によっては都市毎の移動でもPCR検査が必
要となりますので、今回はPCR検査に関する中国語を勉強してい
きましょう。

①PCR検査。
②PCR検査はどこで受けられますか？
③これが証明書です。
④ワクチン接種はどこで受けられますか？

①核酸检测。
②在哪里可以做核酸检测？
③这是证明。
④在哪里可以接种疫苗？

①ほーすあん じえんつあー。
②ざいなーりー くーいー ぞあ ほーすあん じえんつあ？
③じぇーすー じょんみん。
④ざい なーりー くーいー じえじょん いーみゃお？

http://www.airchina.jp
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☆中国でのPCR検査に関して
中国では新型コロナウイルス感染者が発⽣した地区全ての住⺠に対してPCR検査が実施されるこ
とがあり、日本に比べて非常に厳しい政策となっています。また中国国内における移動後でもPCR

検査が必要となる場合があります（義務付けられている場合は無料）
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教えて！熊猫キャプテンのコーナー

你好！ぼくはエアチャイナ機長の「熊猫」です。
今回は北宋末期の皇帝｢徽宗｣について紹介します。以前紹介した中国4大奇書のひとつ
｢水滸伝｣は徽宗が皇帝だった時代の物語です。彼は政治家としてはお世辞にも有能で
あったとは言えませんが、芸術家として突出した才能を発揮し、中国史上における芸術
の黄金時代を築き上げました。

徽宗（趙佶）について教えて！（1082-1135）

☆徽宗の生涯
芸術を愛した皇帝は洋の東⻄を問わず多くいたこと

だと思います。しかし画家でもあり、書道家でもあり、
詩⼈でもあり、音楽家でもあった徽宗ほどの才能を
持った皇帝はいなかったのではないでしょうか。画院
（宮廷における絵画制作チーム）の待遇を改善し彼ら
に教養を身につけさせ、また画学（宮廷美術学校）を
設⽴し、⾃ら画学⽣達の指導を⾏い、採用や昇進試験
には⾃ら監督官となって問題を出題する等、芸術の振
興に⼤きな功績を残しました。

芸術面では優れた才能を発揮した徽宗ですが、政治
面では｢水滸伝｣における奸臣として有名な蔡京や童貫
を重用し庶⺠の負担を考えずに重税を課しました。ま
た⼤庭園を作らせ、書画骨董だけではなく、全国から
珍しい奇石や植物、動物を取り寄せました。当時世界
最⼤級の経済⼤国である宋王朝の皇帝。彼はその⽴場
を⾃身の心を揺さぶるありとあらゆる美しいものを集
める為に使いました。結果各地で反乱が多発し、この
反乱の一部が名作｢水滸伝｣のモデルとなっています。

徽宗の最期は悲劇的なものですが、徽宗が考案した
｢痩⾦体｣は現代まで残り、彼の絵画作品の一部は⽇本
にも伝来し、特に｢桃鳩図｣は⽇本の国宝までになりま
した。徽宗は正に芸術の天才であった｢風流天⼦｣で
あったと言えましょう。
☆編集後記☆
担当：⻑⾕川

まだ寒い日が続きますが皆様如何お
過ごしでしょうか。寒い日は温泉でも
入りたいと思う今日この頃です。

さて本日28日より｢交差PCR｣検査が
始まりました。次から次へと新しい政
策が開始されます。最新の情報にご注
意くださいませ。それではまた次号で
お会いしましょう！

http://www.airchina.jp

エアチャイナについてもっと詳しく知りた
い！そんな皆様には徹底ガイド「エアチャイ
ナのトリセツ」をお配りしております。ご希
望の方は担当セールス、またはCA名古屋支
店までお気軽にお申し付けください！
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↑徽宗が考案
した痩金体
（徽宗筆）
←桃鳩図
（徽宗作）

☆諸⾏無常の中国史 宋王朝が滅びるまで
強⼤な軍事⼒を誇った前統一王朝である唐王朝

は軍⼈による反乱が多発し滅亡の要因となりまし
た。その反省を⽣かしてか宋王朝では⽂⺠統制が
敷かれ軍事⼒はやや弱体化しましたが、その代わ
りに経済政策に⼒を入れ、宋王朝は当時の世界で
も強⼤な経済⼤国になるまでに発展を遂げました。

当時宋北部には契丹⼈が建国した強⼒な軍事⼒
を誇る｢遼｣という国がありましたが、宋は毎年遼
に絹と銀を送ることを条件に和平条約を結んでい
ました。この和平は100年以上も続きましたが、こ
の間に遼の貴族層は堕落し、⼥真族（後に最後の
王朝である清王朝を築いた⺠族）が建国した｢⾦｣
に滅ぼされます。その⾦もモンゴルに滅ぼされ、
最後は華北の領⼟を失い｢南宋｣となっていた宋王
朝もモンゴルに滅ぼされました。


