
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 7/31まで

小松 台北 157/158 運休 7/31まで

BX エアプサン LCC 中部 プサン 131/132 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 7/31まで

富山 台北 171/170 運休 7/31まで

533/532 運休 6/30まで

539/536 運休 6/30まで

台北・香港 531/530 運休 6/30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 5/31まで （台北）成田 週2便、羽田 週5便運航

上海 883/884 運休 5/31まで

天津 841/840 運休 5/31まで

ホノルル 794/793 運休 5/31まで

744/743 運休 －

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 -

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 －

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 運航予定

TW ティーウェイ航空 LCC 中部 ソウル 238/237 運休 －

136/137 運休 －

172/171 運休 －

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 -

1601/1602 運休 -

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

毎週 (水)の週1便 運航予定

中部キャセイパシフィック航空

羽田/台北(松山) 火木日 週3便 運航

中部

中国南方航空

フィンエアー

5/31まで（火木土日）の週4便、6/1～10/2まで（火水木土日）の週5便、
10/3～（毎日）運航予定

6/30まで（月火木土）の週4便運航

ベトナム航空

LCCチェジュ航空

日本航空

中部アシアナ航空

中部 ヘルシンキ 080/079
成田発 毎日運航

AY

NRT/HKG(521/520)、KIX/HKG(CX507/506)共に
HKG発の片道運航と日本発の往復運航の運航日があ

る為、お問い合わせ下さい

BR エバー航空

中国国際航空

台北

香港

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

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 週3便、
成田発着 週2便運航 予定

毎週（金）の週1便運航

SQ

成田、羽田、関空、福岡発着はお問い合わせ下さい。

中部

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

6/30まで 成田 毎日、関空（火水金土日）、福岡（金日）運航予定

7/4まで（月水金土日）週5便、
7/5～10/29（月火水金土日）週6便 運航予定

マニラ

5/31まで毎週（土）の週1便、6/1～30は（水土日）の週3便　運航予定

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

6/30まで（水日）の週2便運航

上海吉祥航空

中部

成田発着　5/21（土）運航予定

成田発着 197/196 毎日運航

KE

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 運航予定

437/438

タイ国際航空

シンガポール航空

グァム

TG

UA

中部

7/3～（月水金日）の週4便にて新規就航予定　

VN

ソウル7C
成田発着　5月は（木土）の週2便、

6月～7月は（水木土日）の週4便運航予定
中部
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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 －

ジャカルタ 889/888 運休 5/31まで

デンパサール 883/882 運休 5/31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

5/31まで HND/JKT（金日）発 、JKT/HND（水金）発の週2便 運航

成田発直行便として10/30まで（月水金）の週3便 運航予定

 （火木金土） 週4便運航

（月火水金土日）週6便運航

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

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

NEWS  &  INFORMATION

成田発　7/3まで（木土）、7/4～10/29（火木土）運航予定

6/30まで（火木土）の週3便 運航

6/30まで（月水金日）の週4便 運航

5J 5/31まで（月金）の週2便、6/1～30は（月水金）の週3便 運航セブパシフィック航空

ミャンマー移民・人口省は5月12日付の国営紙で、5月15日からオンラインによる観光用e-Visa申請を再開すると発表した（国営紙「ニュー・ライト・オブ・ミャンマー」5
月12日）。観光部門の発展と既に観光客の受け入れを再開している近隣諸国と調和を図ることを目的としている。観光用e-Visa申請の要件については移民・人口
省のウェブサイトから確認できる。ミャンマー当局は、世界中での新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2020年3月20日から新規のe-Visa申請を停止していた
が、新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いたとしてビジネス用e-Visaについては4月1日から再開された。同国の新型コロナウイルスの新規感染者は、3月以
降減少傾向が続いており、保健省によると5月11日の検査件数9,103件に対して新規感染者数は16人、陽性率は0.2％となっている。国際旅客航空便の運航も4月
17日から再開され、それに伴い、ミャンマー入国時の隔離条件や、PCR検査等の検疫体制も緩和されている。

ベトナム、入国前の検査不要に　5月15日から　　（5/14付　VIET JO）
首相は、ベトナムへの入国者に対する入国前の新型コロナウイルス検査の要件を一時停止する旨の公電を発出した。5月15日から適用される。世界保健機関
(WHO)の発表によると、世界的に症例数と死亡数のいずれも減少傾向にあり、またワクチンが新型コロナウイルスの亜種にも有効であることから、現状をふまえて
入国前の検査を不要とすることとした。これに先立ち、保健省は4月27日午前0時から、国境検問所・空港・港湾における入国者に対する健康申告を一時停止して
いる。保健省が3月15日に発表したガイダンスでは、ベトナムへの入国者は、出国前(RT-PCR/RT-LAMP検査なら出国前の72時間以内、抗原迅速検査なら24時間
以内)に受けた新型コロナ検査で陰性であれば、ベトナム入国時は健康申告を行うだけでよく、再検査と隔離の必要がないとされていた。なお、3月末時点で、世界
50か国・地域余りが海外からの入国者に対する検査の要件を一時停止している。東南アジアでは、カンボジア、シンガポール、インドネシア、フィリピン、タイで入国
前の検査が不要となっている。

入国時のコロナ検査、一部の国を対象に免除へ…入国者上限の倍増も目指す　　（5/17付　読売新聞オンライン）
政府は、６月からの外国人観光客の受け入れ解禁に合わせ、新型コロナウイルスの水際対策として入国者全員に実施している検査を一部免除する方向で調整に
入った。出国前検査の精度が高い国からの入国者らが対象だ。１日の入国者数の上限も１万人から２万人への引き上げを目指す。近く発表する。複数の政府関係
者が明らかにした。政府は６月から団体客に限定して外国人観光客の入国再開を検討している。入国者が大幅に増加すれば、全員に対する検査を続けるのは困
難との判断に傾いている。このため、出国前検査の信頼性が高い国からの入国者や、政府が指定したワクチンの３回目接種を済ませた人に対する入国時検査の
免除を検討している。現在、日本人を含めた全ての入国者や帰国者は、出国前７２時間以内に受けたＰＣＲ検査などの陰性証明書を提出した上で、到着した空港
で抗原定量検査を受ける必要がある。　入国者数の上限は４月１０日に７０００人から１万人に引き上げられた。経済界からは「欧米などと比べて制限が厳しく、ビジ
ネスの障害となっている」と批判が出ており、外国人観光客の受け入れ解禁を機に、緩和を図る。外国人観光客は当面、電車などの公共交通の利用を制限する方
針だ。これに関連し、外務省は１６日、韓国からの入国者に求めていた３日間の指定施設での待機を、１７日から廃止すると発表した。これまではワクチンの３回目
接種済みの入国者だけに施設での待機を免除していた。

韓国からの入国もついに待機なし！5/17から　　（5/16付　Fly Team）
政府は2022年5月17日(火)午前0時以降、韓国からの帰国・入国について、検疫所の宿泊施設での待機期間を3日間から待機なしに変更します。3日間待機の対象
国の対象国・地域はエジプト、パキスタン、ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス、ロシアの6カ国になります。この対応とは別に、政府は入国・帰国者数の上限は1
日1万人程度ですが、6月から2万人程度に引き上げることが検討されており、韓国を含む海外との往来が少し緩和されます。日韓線は5月末まで、日本の成田、羽
田、名古屋、関西、福岡の5空港でソウル・仁川、釜山の2空港を結んでいます。日本の航空会社はジップエア、韓国の航空会社は大韓航空、アシアナ航空、ジンエ
アー、エアプサン、ティーウェイ航空、チェジュ航空の6空港、計7社が運航しています。コロナ禍で運休している羽田/ソウル・金浦線についても、韓国大統領が早期
の再開に言及しており、緩和が進む中で近く再開される可能性があります。

5月23日から新型コロナ抗原検査による証明書も有効に　　　（5/16付　JETROビジネス短信）
韓国保健福祉部は5月13日、海外からの入国前後の新型コロナウイルス検査方法と時期について、以下のとおり変更すると発表した。　1.入国前のPCR検査陰性
証明書の提出（5月23日から）韓国への入国の際、これまで出発日基準で48時間以内のPCR検査による陰性証明書の提出が求められていたが、これに加え、24時
間以内に実施した抗原検査（RAT）による陰性証明書もPCR陰性証明書と同様、有効な証明書とする。2.入国後の新型コロナ検査の縮小（6月1日から）4月15日の
発表では、入国後のPCR検査を「入国後1日目」に実施するとしていたが、「入国後3日以内」に変更する。また「入国後6～7日目にRAT検査の実施」は、現行の義
務から勧告に変更する。これにより6月1日以降は、（1）短期滞在外国人の場合は、入国時にPCR/RAT検査証明書提出後、3日以内に仁川空港コロナ19検査セン
ター、または医療機関でPCR検査（検査費用は自己負担）、入国後6～7日目に自己RAT検査（勧告）を実施する。（2）長期滞在外国人の場合、入国時にPCR/RAT
検査証明書を提出後、3日以内に保健所でPCR検査を実施、入国後6～7日目に自己RAT検査（勧告）を実施する。

ドイツ入国には新型コロナワクチン接種・陰性・回復証明書のいずれかが必要　　（5/16付　JETROビジネス短信）
日本からドイツへの入国手続き（5月13日時点）ついては、新型コロナウイルス関連の入国規則により、有効なワクチン接種証明書か、陰性証明書、または回復証
明書のいずれかを所持する渡航者は、検査と隔離なく入国することができる。航空機を利用してドイツに入国する際の主な手続きと必要書類は以下のとおり。
1.日本からの入国前に準備すべき書類・手続きなど　　12歳以上の全ての入国者はワクチン接種証明書、陰性証明書、回復証明書のいずれかを、日本出国前に
航空会社へ提示する義務がある。有効なワクチン接種証明書を所持していない場合は、入国理由を証明する疎明書類として、ドイツ側の受け入れ企業などによる
署名がある「出張理由書」を準備する必要があり、観光や知人訪問などを目的とした入国は認められていない。有効な証明書の条件は以下のとおり。　ワクチン接
種証明書が有効。2回接種している場合は2回目接種後、14日間を経過している必要がある。3回接種済みの場合は3回目接種当日から接種済みと見なされる。日
本の市区町村が発行するワクチン接種証明書は有効と認められている。陰性証明書：日本出発時刻からさかのぼって48時間以内に受検したPCR検査の陰性証明
書。抗原検査の場合はドイツ入国前48時間以内の受検。回復証明書：90日前から28日前までの間に新型コロナウイルスに感染していたことを証明するPCR検査
結果。2.入国手続きの手順　ドイツ着陸後、空港内で検査などを受ける必要はなく、入国審査（パスポートやビザの確認）を終えると、空港を離れることができる。入
国後の行動制限は5月16日現在、公共交通機関や医療機関などでのマスク着用義務がある。着用するマスクはFFP2マスク、もしくは同等のマスクを指定している
州もあるため、留意が必要だ。このほか、各州政府のルールに従う必要がある。入国後10日以内に症状が出た場合は最寄りの保険局に連絡し、PCR検査などを
実施、陽性の場合は5日間の自主隔離が求められる。5月3日に羽田空港からロンドン・ヒースロー空港経由でベルリン・ブランデンブルク空港で入国した者（ドイツ
長期滞在許可書保持者）にヒアリングしたところ、羽田空港でチェックイン時にワクチン接種証明書の提示を行ったのみで、入国手続きは新型コロナ感染拡大前の
状態に戻っていた。

（ミャンマー）オンラインによる観光ビザの申請を5月15日から再開と発表　　（5/16付　JETROビジネス短信）

関西

GA



（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。

（バングラデシュ）入国規制は大幅緩和、ダッカ空港最新状況　　（5/12付　JETROビジネス短信）

バングラデシュに入国する際、新型コロナウイルスのワクチン接種完了者については、出発地の出発前PCR検査の陰性証明書の提示は免除されており、また、ワ
クチン接種の有無を問わず、入国後の自己隔離は要請されていない。主な入国手続きや必要書類は以下のとおり。（1）.入国前に準備すべき書類・手続きなど　バ
ングラデシュ民間航空局（CAAB）は3月8月、従来の入国規制の緩和を発表。これにより、世界保健機関（WHO）承認のワクチン接種完了者については、入国に際
して接種証明書の提示のみが求められ、出発地の出発前RT-PCR検査の陰性証明書の提示は免除されている。接種を完了していない者は、出発前72時間以内
に実施したRT-PCR検査の陰性証明書の提示が必要。なお、同措置は3月8日から、次の通知が出されるまで適用される。また、4月25日以降、全ての入国者は出
発前の3日以内にオンラインフォーム（Health Declaration Form）上で健康申告に関する必要事項を登録し、QRコード付きの健康申告書（HDF）をダウンロードする
必要がある。（2）.入国手続きの手順　空港到着後は入国審査に進み、審査終了後、預け入れ荷物を受け取る。空港を出る前に荷物をスキャナーに通すことが基
本的に求められている（5月9日時点）。直近（5月6日）の筆者の体験では、オンラインで健康申告書をしていれば立ち寄る必要はないものの、入国審査前のエリア
に紙の健康申告書を確認するためと思われる専用窓口（2～3人程度のスタッフが待機）が残されていた。なお、利用する航空会社によっては、紙の健康申告書が
飛行機内で配付されているようだが、オンラインで事前提出していれば紙での提出は不要だ。上記入国者の場合は、着陸から空港の外に出るまでに要したのは1
時間程度だった。しかし、到着便が集中する時間帯など空港の混雑状況によっては、入国審査や荷物スキャンなどに行列ができていることもあり、所用時間は変
動しているようだ（5月6日時点）。（3）.入国後の必要手続き・行動制限　入国後の自己隔離や行動規制は特段なく、外出や店内飲食、イベント開催などは通常どお
り可能な状況。政府からはマスク着用やソーシャルディスタンスの維持、衛生管理が求められている。新型コロナ感染症状が見られた場合には、医療機関や検査
機関でRT-PCR検査を受診の上、任意の医療機関に入院または自宅隔離となっており、特段の規制はない状況。（4）.留意点など　バングラデシュへの渡航の際、
航空会社によっては搭乗時にRT-PCR検査の提示を求められる場合もあるため、利用する航空会社の搭乗条件を併せて確認することも重要だ。

（イタリア）日本からの入国手続きは5月からさらに緩和、グリーンパス提示義務も原則撤廃
（5/12付　JETROビジネス短信）

新型コロナウイルスに関連して、ジェトロが整理した5月5日時点のイタリア入国にかかる手続きや国内での行動制限は以下のとおり。（1）.入国前に準備すべき書
類・手続きなど　イタリア政府は4月28日、イタリアへの入国制限に関す．保健省命令を発表した。5月1日より、これまでイタリア入国の際に提示が義務付けられて
いたEU digital Passenger Locator Form (dPLF）の提示が不要となった。新型コロナウイルスに関する以下の書類のうち、いずれかひとつを提示することで入国時
の自主隔離が免除される。１.欧州医薬品庁（EMA）が承認したワクチンの接種証明書。ただし初回接種サイクル完了から9カ月以内に発行されたもの。2.ブース
ター接種証明書。現在のところ有効期限は設定されていない。3.新型コロナウイルス感染症からの回復証明書。ただし6カ月以内に発行されたもの。4.入国前72時
間以内に実施したPCR検査または48時間以内に実施した抗原検査の陰性証明書のいずれか。上記の書類がひとつも提示できない場合も、入国自体は可能だが5
日間の自宅隔離が求められる。隔離終了時にはPCR検査または抗原検査を受ける必要がある。（2）.入国手続きの手順　4月末に日本からイタリアへ入国した者に
対してヒアリングしたところ、日本出国のチェックイン時に上記書類および（措置緩和前であったため）dPLFの提示を求められたのみで、イタリアでの入国手続き自
体はスムーズに進んだとのこと。日本のデジタル庁が発行している新型コロナワクチン接種証明書アプリについても問題なく承認された。（3）.入国後の必要手続
き・行動制限　4月28日付の官報では、5月1日から6月15日までFFP2マスク（防護マスクの一種）の着用義務が延長されることが発表された。電車、バス、飛行機、
船など公共交通機関や、劇場、コンサート会場、映画館、屋内のスポーツ観戦などでも着用が求められる。また、レストラン店内での飲食や公共交通機関利用時に
提示が求められていたグリーンパス（ワクチン接種証明書、陰性証明書、回復証明書のいずれか）については、5月1日以降は病院などを除き撤廃された。3月24日
に発表された暫定措置令では、4月30日までレストラン店内の飲食等で引き続き提示が求められるとしていた。

ベトジェットエア、名古屋/中部・福岡〜ハノイ線を7月開設　　（5/12付　TRAICY）
ベトジェットエアは、名古屋/中部・福岡〜ハノイ線を開設すると発表した。福岡〜ハノイ線は7月2日から火・木・土曜の週3便、名古屋/中部〜ハノイ線は7月3日か
ら月・水・金・日曜の週4便を運航する。すでに、福岡〜バンコク線を7月15日に開設することを発表している。いずれも航空券の販売を開始しており、片道384,000ド
ン（約2,200円）から販売している。諸税は別途必要となる。ベトジェット航空のグエン・タイン・ソン副社長は、「弊社は、パンデミック以前にすでにベトナムと日本を結
ぶ直行便を5便運航しておりました。既存路線の再開に続き、ハノイとバンコクから福岡と名古屋への新サービスにより、今後は、ベトナムとタイと日本を結ぶ最大8
本の直行便をご提供することとなります」とコメントした。
■ダイヤ：　VJ929　名古屋/中部（09：25）〜ハノイ（12：50）／月・水・金・日、VJ928　ハノイ（01：05）〜名古屋/中部（08：00）／月・水・金・日、VJ959　福岡（09：15）〜
ハノイ（11：45）／火・木・土、VJ958　ハノイ（01：50）〜福岡（08：05）／火・木・土

韓国政府 羽田－金浦、大阪－釜山の航空路線再開を認可へ　　（5/14付　TBS NEWS DIG）
韓国政府は、新型コロナの影響で停止していた羽田－金浦間や大阪－釜山間などの航空路線について、来月1日からの運航再開を認可する方針を固めたことが
JNNの取材で分かりました。新型コロナの影響で、現在、▼羽田空港と韓国ソウルの金浦空港、▼大阪の関西空港および札幌の新千歳空港と釜山の金海空港を
結ぶ航空便の運航は、停止されています。関係者によりますと、韓国政府は来月1日から、この3路線の運航再開に加え、ソウル近郊の仁川空港と名古屋、福岡な
どを結ぶ路線の増便を認可する方針を固めました。 コロナの感染拡大が本格化する前の2019年の路線利用者は、羽田－金浦間がおよそ205万人、大阪－釜山
間は76万人でした。日本側は羽田－金浦間について、再開を認可する見通しですが、ほかの2路線について認めるかはわかっていません。韓国政府は、新型コロ
ナの影響で運航を停止している羽田・金浦間、大阪・釜山間、そして札幌・釜山間の航空路線について、来月1日からの運航再開を認可する方針を固めたことが
JNNの取材で分かりました。羽田・金浦間について、日本側も再開を認可する見通しですが、ほかの2路線について認めるかはわかっていません。

（南アフリカ共和国）新型コロナワクチン接種証明書で入国可能、公共の場の屋内ではマスク着用
（5/13付　JETROビジネス短信）

南アフリカ共和国への入国について、5月4日時点の情報に基づき、ジェトロが新型コロナウイルス関連で確認したところ、出発前72時間以内のPCR検査陰性証明
書、もしくは、ワクチン接種証明書の提示で、入国が可能だ。3月23日から入国時に接種（1回目、2回目）を終えたワクチン接種証明書が有効としていたが、4日から
1回接種のみの証明書も有効となった。ジェトロには、日本政府発行のワクチン接種証明書（英語）の提示で問題なく入国ができたという報告が届いている。（1）.南
ア入国前に準備すべき書類・手続きなど　航空券、パスポートのほか、出発72時間前のPCR検査陰性証明書、もしくは、有効なワクチン接種証明書が必要。陰性
証明書については、世界保健機関（WHO）または同等の現地公認機関によって認められた陰性証明書である必要がある。ワクチンの種類はWHOが認めているも
のであれば良く、ファイザー製やモデルナ製ワクチンのほか、ジョンソン・エンド・ジョンソン製なども認可されている。（2）.搭乗から南ア入国までの流れ　航空会社カ
ウンターでチェックイン時に、PCR検査陰性証明書か有効なワクチン接種証明書の確認が行われる。搭乗後、機内で「TRAVELLER HEALTH QUESTIONNAIRE-
ENTRY SCREENING」シートが配布され、南ア入国前に記入を完了する。到着後、入国手続きのカウンターに向かう途中で、空港職員が同シートの内容を確認し、
回収する。必要書類を提示できれば、到着時のPCR検査や抗原検査などはない。（3）.入国後の措置・行動制限　入国後、どんな国・地域からの入国者でも強制・
自己隔離は不要で、行動制限もない。ハウトレイン（空港から市内を運航する公共交通機関）も利用できる。屋外でのマスク着用は不要となっているが、公共の場
の屋内では引き続きマスク着用は義務化されている。多くの飲食店で、利用時にワクチン接種証明書などは求められない。ただし、展示会などのイベントでは、入
場者のワクチン接種証明書、または72時間以内の陰性証明書が求められる可能性があるため、主催者の情報を確認することが必須だ。（4）.留意点　ヨハネスブ
ルク市内では土・日・祝日にPCR検査が可能。事前予約は不要で、クレジットカード決済が可能な検査機関が多い。ただし、全ての機関で日本政府指定フォームの
発行を対応してくれるわけではなく、検査機関に事前の確認が必要だ。4日時点では、ヨハネスブルクのローズバンク地区にあるAmpathの検査場であれば発行可
能だ。



ニュージーランド航空、成田7月増便　週3往復に、入国制限撤廃で    （5/9付　Aviation Wire）
ニュージーランド航空（ANZ/NZ）は7月から、オークランド－成田線を週3往復に増便する。ニュージーランド政府が、日本などビザ免除国からの旅行者に対する入
国制限を撤廃したことによるもの。同路線は現在週1往復で、オークランド発を木曜、成田発を土曜に運航している。増便は現地時間7月5日からで、往復とも火曜と
木曜、土曜に設定する。運航スケジュールは各日共通で、成田行きNZ99便はオークランドを午前8時50分に出発し、午後4時50分着。オークランド行きNZ90便は午
後6時30分に成田を出発し、翌日午前8時5分に到着する。ニュージーランドが夏時間に切り替わる9月25日以降は発着が1時間遅くなる。成田の着発時間は変わら
ない。機材は従来通りボーイング787-9型機を投入。5月9日からの機内安全ビデオは、ニュージーランドの先住民族・マオリをテーマにした「マオリの神話」を放映
する。ニュージーランド政府は5月2日から、入国制限を撤廃。渡航前に新型コロナウイルスのワクチン接種を2回以上済ませ、陰性証明を保有している場合、隔離
なしでニュージーランドへ入国できるようになった。

ニュージーランド、無隔離での旅行者の受け入れ再開　　　（5/4付　TRAICY）
ニュージーランドは5月2日、約2年ぶりに国境を再開し、ビザ免除国から無隔離での旅行者の受け入れを始めた。到着に合わせて、歓迎の意を表す先住民マオリ
の歌と踊り「ワイアタ」も披露された。日本から旅行者の受け入れ再開後初の直行便は、5月8日の朝にオークランドに到着する見通し。日本とニュージーランドの間
は、ニュージーランド航空が東京/成田〜オークランド線を週1便で運航しており、7月には週3便に増便すると発表している。2回のワクチン接種を完了し、出国前の
検査で陰性であるほか、到着時の検査と5日目か6日目の検査で陰性である必要がある。事前オンライン申告「NZTD」では、ワクチン接種証明と出国前の陰性証
明をアップロードすることができ、発行されるQRコードを提示することで、スムーズに入国ができる。ニュージーランド政府観光局のレネ・ド・モンチー最高責任者
は、「ニュージーランドに再び海外からの旅行者が戻ってきた今日は、本当に素晴らしい一日となりました。私たちは、マオリの歌と踊り『ワイアタ』とともに、全国の
空港で家族のようにあたたかく皆様をお迎えすることを楽しみにしてきました。私たちは、この美しい国を探索し、ニュージーランドの全てを体験するマヌヒリ（海外
からの訪問者）に、私たちのマナアキタンガ（おもてなし・親切・尊敬）を感じ取っていただけることが本当に楽しみです」とコメントした。ニュージーランドは、国内総
生産（GDP）の5％を観光が占めており、経済や文化的に非常に重要な産業としている。日本からはコロナ前、年間10万人が訪れ、アジアで2番目に大きな市場だっ
た。

ダイヤモンドヘッド、5月12日から事前予約制に　1人5ドル　　（5/8付　TRAICY）
ダイヤモンドヘッド州立自然記念公園は、オンラインでの事前予約システムを導入した。5月12日入場分から適用される。徒歩での入場は1人5米ドル、一般車両の
駐車料金は1台あたり10米ドルとなる。ハワイ州民と3歳以下の子供は無料。駐車場は午前6時から2時間ごとの枠が設定される。事前にクレジットカードでの支払
いが必要で、予約時間から30分を超過した場合にはキャンセルとなり、払い戻しは行われない。入場時の混雑緩和を目的としたもので、予約は14日前から受け付
けている。開園時間は午前6時から午後4時まで。感謝祭とクリスマス、正月は休園となる。

ベトナム航空、日本線5路線を増便　5月15日から　　（5/6付　TRAICY）
ベトナム航空は、日本とベトナムを結ぶ5路線を5月15日から増便する。大阪/関西〜ハノイ線を週5便、東京/成田〜ホーチミン線と名古屋/中部〜ハノイ線を週4
便、大阪/関西〜ホーチミン線を週3便、名古屋/中部〜ホーチミン線を週2便運航する。4月29日からは、ベトナムからの入国者に対する待機を撤廃している。ビジ
ネスやレジャーでの利用者の増加に対応し、積極的な運航の拡大を図るとしている。

米国への入国には搭乗1日前までの新型コロナ感染検査が必要　　（5/6付　JETROビジネス短信）
米国への新型コロナウイルス関連の入国手続きの最新動向として、5月3日時点の情報を以下のとおり紹介する。（1）入国前に準備すべき書類・手続きなど　　米
国への入国に際しては、米国籍や永住権の有無を問わず、搭乗当日または1日前に受けた新型コロナウイルス感染検査の陰性証明を航空機搭乗前に提示するこ
とが求められている。仮に以前に感染して回復した場合には、過去90日以内に回復した証明を代わりに提示する。陰性証明書には既定の書式はないが、当地の
旅行代理店によると、搭乗前に提出の際、パスポート番号と生年月日の記載を確認されるため、記載されていない場合は前もってこれらの情報を記入することを
勧めている。また、米国籍や永住権を持たない外国人の場合、例外を除き、世界保健機関（WHO）が承認しているワクチンの接種完了者のみ入国を認めている。
接種完了者とは、1回の接種で完了とされるジョンソン・エンド・ジョンソン（J＆J）製ワクチンは1回目の接種から、それ以外のワクチンは2回目の接種から少なくとも
14日が経過した者としている。渡航者は全員、滞在先住所や連絡先を記入したフォームと署名入りの誓約書を航空会社に提出する義務がある。体験者によると、
当日、空港では記入用フォームは配られなかったという。航空会社によって、オンライン上での申請ができない場合には、念のため印刷した書類を各自持参すると
よい。なお、米国では、渡航者に関するこれらの情報を航空会社が米国連邦政府の代理人として受け取ることが義務付けられており、記入フォームなどは航空会
社によって異なる。現在、これらの事前登録は、日本航空（JAL）の場合「VeriFLY」で、全日本空輸（ANA）の場合は「ANA Travel Ready」」で済ませることができる。
（2）入国手続きの手順　　米国では、到着後の感染検査義務や追跡アプリ登録など、新型コロナに関連した特別な入国手続きはない。体験者の話では、入国前の
書類準備が多い半面、到着後は問題なくスムーズに移動することが可能だ。（3）入国後の必要手続き・行動制限　　入国後は、ワクチン接種完了者でも、追加接種
を受けていない場合は、自宅または滞在先で5日間自己隔離することが米疾病予防管理センター（CDC）から推奨されている。さらに、追加接種の有無を問わず、
米国入国者は全員、到着から3～5日後に感染検査を受けることが推奨されている。米国では渡航者に対する行動制限はない。米国内の公共交通機関構内のマ
スク着用は、4月18日以降、米国運輸保安局（TSA）が法的に利用者に対して義務付けることはなくなったものの、CDCは、引き続き構内や機内で着用することを推
奨している。（4）留意点　　到着後、CDCが定めている、郡単位3段階の新型コロナウイルス感染リスクのガイダンスで、リスクが「高い」地域に滞在する場合は、公
共の屋内でのマスク着用が推奨されている。その他、地域の感染拡大状況に応じて、州や郡単位で規制や推奨内容が異なる場合があるため、米国の州・準州別
の渡航規制関連情報ページを確認するとよい。以上は5月上旬時点の情報に基づいており、5月3日の執筆時点以降、同様の対応が取られるかは未確認であるこ
とに留意を要する。

【スイス】入国制限措置を撤廃、新型コロナワクチン接種証明書の提示不要に　　（5/6付　JETROビジネス短信）
スイス連邦移民局は5月2日、新型コロナウイルス感染対策のために設けていた入国制限措置を同日以降、全て撤廃すると発表した。これにより、スイスへの入国
でワクチン接種証明などの提示は不要となり、入国規制は新型コロナ感染拡大以前の状態に戻ることとなる。入国規制の変更点は、以下のとおり。　【5月1日以
前】　査証免除による入国（90日以内の観光目的を含む短期滞在）は、ワクチン接種完了者、感染回復者、18歳未満の子供のみ可能。　【5月2日以降】
スイス入国時に、ワクチン接種や感染回復の証明の提示は不要。スイス連邦参事会(内閣)は4月1日以降、新型コロナ特別事態に関する全ての行動制限措置を既
に撤廃した）。これにより、陽性反応が出た場合の隔離義務も撤廃された。一方で、会議やイベントについては感染対策のルールが設けられている場合があるた
め、参加にはあらかじめ主催者にルールを確認することが推奨される。

EU航空当局 空港や飛行機内のマスク着用義務 今月16日解除へ　　（5/12付　NHK）
EU＝ヨーロッパ連合の航空行政を担う当局は、新型コロナウイルス対策として続けてきた空港や飛行機の機内でのマスク着用義務の勧告を、解除すると発表しま
した。EUの航空行政を担うEASA＝ヨーロッパ航空安全庁とECDC＝ヨーロッパ疾病予防管理センターは11日、空港や飛行機の機内で医療用マスクを着用すべきと
してきた勧告を、今月16日に解除すると発表しました。ワクチン接種が広がったことやヨーロッパ各国で規制緩和が進んでいることを踏まえた判断だとしていて、
EASAのパトリック・カイ事務局長は「乗客と乗員にとって、空の旅の正常化に向けた大きな前進だ」としています。一方でマスクが感染を防ぐ重要な対策であること
に変わりはないとして、勧告の解除のあとも航空会社が着用を求める場合は従う必要があるとしています。ヨーロッパではマスクの着用義務の撤廃が進んでいて、
フランスでは11日、公共交通機関で義務づけられてきたマスクの着用が今月16日に撤廃されることが発表され、病院などを除くほぼすべての場所で着用義務がな
くなることになりました。

【ミャンマー】ＡＮＡのタイ経由便、バンコク宿泊も　　（5/11付　NNA）
６月１日に運航が再開される全日空（ＡＮＡ）によるタイ経由のミャンマー―日本路線の利用者が、バンコクで宿泊できるようになった。タイには隔離や新型コロナウ
イルスのＰＣＲ検査なしで入国できるようになっており、旅程の自由度が広がる。タイ経由便は、バンコク―東京（羽田または成田）区間をＡＮＡが、ヤンゴン―バン
コク区間をタイ航空系のタイ・スマイル航空がそれぞれ運航する予定だ。バンコク経由の路線を同一の予約記録で購入すると、バンコクでの乗り継ぎ時間が24時
間以内ならば、手荷物を最終目的地で受け取ることができるスルーチェックインが可能だ。バンコクで手荷物を受け取らず、バンコク市内に１泊することができる。
タイ・スマイル航空のヤンゴンからバンコク行きは到着時間が午後１時25分。ＡＮＡの便でバンコクから東京へ向かう場合、同日夜発の羽田行き、翌日朝発の成田
行きがスルーチェックインの対象となる。タイは入国条件を緩和しており、新型コロナワクチンを規定回数以上接種済みの人は、オンライン入国申請「タイランド・パ
ス」を渡航の１週間前をめどに完了、取得すれば入国できる。ただ、１万米ドル（約130万円）以上の治療費を補償する保険が必要だ。ＡＮＡは、マレーシア・クアラル
ンプールまたはシンガポールを経由した日本路線も一部旅行会社を通じ販売しており、バンコク経由より手ごろな運賃に設定している。両都市経由の便は、ミャン
マー人の日本渡航などで利用されている。

ハワイアン航空、東京/成田〜ホノルル線を増便　6月1日から週4便　　（TRAICY　5/10付）
ハワイアン航空は、東京/成田〜ホノルル線を6月1日から週4便に増便する。東京/成田発は月・火・木・土曜、ホノルル発は月・水・金・日曜に運航する。機材はビ
ジネスクラス18席、エコノミークラス260席の計178席を配置した、エアバスA330-200型機を使用する。所要時間は東京/成田発が7時間30分、ホノルル発が8時間
25分。日本線は、大阪/関西〜ホノルル線の週1便をあわせ、2路線週5便体制となる。
■ダイヤ：　HA822　東京/成田（19：55）〜ホノルル（08：25）／月・火・木・土、HA821　ホノルル（12：35）〜東京/成田（16：00+1）／月・水・金・日



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。

パキスタン、入国規制をさらに緩和　　（5/2付　JETROビジネス短信）

パキスタンではコロナウイルス感染状況が落ち着き、規制緩和が進んでいる。パキスタン航空当局（CAA）は4月1日、それ以前のすべての規制を置き換える最終と
もいえる通知を発出した（即時発効：5月2日時点でも本措置は継続）。パキスタン発着国際便および国内便に適用される。パキスタンでは、既に入国時のRT-PCR
検査や待機の必要もなくなっており、これにより入国規制がさらに緩和された。世界保健機関（WHO）が承認した新型コロナ・ワクチンを完全に（規定回数）接種して
いる12歳以上の者は、パキスタンへのインバウンド国際線航空便の利用を許される。ワクチンを完全に接種した12歳以上の者はRT-PCR検査陰性証明書の所持
が免除される。ワクチンを完全に接種していない12歳以上の者は、搭乗前72時間以内に受検したRT-PCR検査の陰性証明書の所持が必要（検体採取部位は鼻咽
頭ぬぐい液）。パキスタンに旅行する全ての搭乗者は、パキスタンへの出発以前に、パス・トラック・アプリ（Pass Track App）かウェブポータルを通じて必要情報を提
出する必要がある。国内線でのマスク着用は義務ではないが、機内や空港構内などでは着用が推奨される。パキスタンでは、新型コロナウイルス新規感染者数が
減少し、2月下旬には1日1,000人を割り込んでいた。新規感染の減少とワクチン接種の進展を受け、政府は3月17日、マスク着用を除き、ワクチン完全接種者に対
する飲食、集会・結婚式参加、映画館・ジム利用等の国内での全ての行動規制を廃止。3月28日には、ワクチン未接種者の接種とブースター接種を引き続き強化
する一方、マスク着用義務も廃止する、ほぼ最終ともいえる通達を発出している。政府の最新の統計によると、4月24日の新規感染者数は100人だった。

モンゴル入国時は問診票記入のみで検査・隔離は不要　　（5/6付　JETROビジネス短信）

【台湾】入境後の新型コロナ在宅検疫日数、5月9日から7日間に短縮　　（5/6付　JETROビジネス短信）
台湾の中央感染症指揮センター（CDC）は5月3日、新型コロナウイルスのオミクロン型変異株の潜伏期間が短いことや、域内の防疫体制と社会的経済活動、有効
なリスク管理を考慮し、5月9日午前0時から、入境者の在宅検疫日数を10日間から7日間に短縮し、8日目以降の7日間を自主健康管理期間とすると発表した。詳
細規定は以下のとおり。　○検疫日数と検疫場所　　（1）入境日を0日目とし、在宅検疫日数は7日間、8日目から7日間を自主健康管理期間とする。（2）自宅または
友人・親族宅に1人1室で滞在することを原則とし、これを満たせない場合は、検疫用ホテルに7日間滞在すること。（3）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検疫期間を過ごすことが可能。ただし、シングルの部屋は狭いため、1室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）に現行措置に基づき、PCR検査を実施する。（2）簡易検査キットによる抗原検査：検疫満了日（7日目）に簡易検査キッ
トで抗原検査を行う。予備の簡易検査キットを追加で1つ提供し、検疫期間中に症状が現れた場合に使用する。簡易検査キットは使用対象の年齢制限があるた
め、2歳未満の在宅検疫者については、検疫満了日の検査はPCR検査とする。自ら簡易検査キットを使用することができない者は、地方自治体が簡易検査を支援
するスタッフを手配する。簡易検査キットは各国際空港のスタッフが入境時に配布する。台湾域内で感染者が急増する一方で、CDCは防疫措置の緩和を進めてお
り、4月26日以降は、濃厚接触者を対象とする在宅隔離期間を従来の10日間から3日間に短縮し、3日目に抗原検査で陰性だった場合は、4日目～7日目は不特定
多数の者との接触がある場を除き、仕事や買い物などの外出を認めている。CDCは、入境時の検疫措置は感染抑制に向けた重要なカギと強調した上で、台湾域
内コミュニティーの安全を守るために、検疫期間と関連事項を必ず順守するよう呼びかけている。

インドネシアへの出張、入国手続き・国内規制の正常化が進む　　（5/6付　JETROビジネス短信）
インドネシア政府は、国内の新型コロナウイルス感染状況の改善に応じて、ワクチン接種完了者に対する隔離なし入国の実施や、空港での手続き簡素化、国内の
活動制限緩和など、ビジネス環境の正常化を進めている。5月5日時点の情報に基づき、ジェトロが整理したところ、必要な書類や手続きや入国後の手続き、行動
制限などは以下のとおり。（1）入国前に準備すべき書類・手続きなど　インドネシア入国前には、（1）ワクチン接種証明書、（2）出発前48時間以内に検体を採取した
PCR検査の陰性証明書の準備が必要となる。（2）については、決まった書式はないが、英語で発行、医師の署名が付いているものとされている。最寄りの医療機
関または成田空港や羽田空港、関西空港に設置されているPCRセンターで作成・取得が可能だ。（2）入国手続きの手順　　インドネシア到着時に体温測定と健康
チェック、上記（1）の書類の確認が行われ、入国審査（パスポート、ビザ確認）と預け入れ荷物の受け取りを行う。体温測定で37.5度以上と診断された外国人入国
者は、自費で空港でのPCR検査を受診する必要がある。現地旅行代理店によると、入国規制の緩和で入国者が増加、空港の出入国審査場では混雑がみられると
いう。到着から空港を出るまで、1時間半ほどかかる（4月下旬入国者の場合）。その後は、ワクチン接種回数に応じて政府指定ホテルでの隔離の要否が分かれ
る。出発の14日前までに2回以上のワクチン接種が完了している場合は、隔離なしで旅程の継続が可能だ。（3）入国後の必要手続き・行動制限　　政府は現在、感
染状況などに応じて県や市を活動制限レベル1から4に区分し、活動制限を課している。制限の対象は、出勤、教育活動、商業施設・飲食店・ホテルなどの営業、娯
楽施設の営業、文化活動・スポーツの実施など多岐にわたる。ジャカルタ首都圏は3月8日から2番目に規制が緩やかな「レベル2」の制限を繰り返し延長している
が、商業施設・飲食店の営業時間や収容可能人数などに関しては、一層の制限緩和が行われている。注意すべき点として、州・県・市の境を超える国内移動をす
る際にはワクチン接種回数に応じ、PCR検査または迅速抗原検査の陰性結果の提示が必要となる。ワクチン接種が3回完了している場合には、こうした陰性結果
の提示は不要だ。（4）留意点など　　入国後は商業施設や飲食店への入場、ジャカルタ都市高速鉄道（MRT）などの公共交通機関を利用する際に、政府指定アプ
リ「Pedulilindungi」（プドゥリリンドゥギ）によるスクリーニングを受ける。短期出張者の場合、ワクチン接種証明書をアプリに登録できないため、接種を行った国で取
得したワクチン接種証明書（ハードまたはソフトコピー）の携行・提示が必要となる。大使館はワクチン接種状況のインドネシア語説明書を出張者に携行させるよ
う、呼びかけている。

モンゴルへの入国について、4月26日時点の情報に基づいてジェトロが整理したところ、モンゴル政府が既に3月14日に新型コロナウイルスの水際対策解除を発表
しており、特段の制限は行われていない。入国手続きや隔離基準などはいずれの場合も同様で、以下のとおり。（1）入国前に準備すべき書類・手続きなど　　入国
者に対してはいかなる事前検査もワクチン接種証明も求められていない。なお、モンゴル国営航空会社のMIATモンゴル航空によると、飛行機の乗客は空港内と機
内でのマスク着用を求められている。（2）入国手続きの手順　　渡航者は、機内で配られる問診票に体調などを正確に記入することが求められる。入国カードや税
関申告書の記入は従来どおり必要。検疫ゲートでは問診票の回収とサーモグラフィーによる体温測定が行われている。3月30日時点では、降機後は旅客ターミナ
ルへ移動し、検疫、入国審査、預け荷物の受け取りを経て、到着ロビーに至るまで、通常であれば30分前後で通過可能だった。（3）入国後の必要手続き・行動制
限　　渡航者は入国後にいかなる制限・隔離もなく自由に行動できる。（4）留意点など　　4月28日現在、MIATモンゴル航空の予約サイトで5月以降の空席状況を確
認したところ、成田発－ウランバート行きの便は比較的空席があるが、5月のウランバートル発－成田行きは満席または空席残りわずかとなる便が多く、希望する
日程でチケットが取りにくい状況となっている。要因としては、技能実習生と思われるモンゴルから日本への片道予約が増えているためと推測される。なお、6月以
降は往復ともにまだ少し余裕があるようだ。

タイ国際航空、バンコク〜デンパサール線の運航再開　週4便、6/18からデイリーに　　（5/4付　TRAICY）
タイ国際航空は、バンコク/スワンナプーム〜デンパサール線の運航を5月1日から再開した。6月17日まで月・木・土・日曜の週4便を運航し、6月18日以降は1日1便
を運航する。ヨーロッパやアジアからの乗り継ぎ客の利用を見込む。
■ダイヤ：TG431　バンコク/スワンナプーム（09：35）〜デンパサール（14：55）／月・木・土・日（〜6月17日）、毎日（6月18日〜）、TG432　デンパサール（16：55）〜バ
ンコク/スワンナプーム（20：05）／月・木・土・日（〜6月17日）、毎日（6月18日〜）

【アラブ首長国連邦】2回のワクチン接種証明で入国可能、海外客を積極的に受け入れ　（5/4付　JETROビジネス短信）
4月27日時点の情報に基づきジェトロが整理したところ、アラブ首長国連邦（UAE）の入国には2022年2月26日以降、PCR検査の陰性証明書の提出は不要となり、
新型コロナワクチンを2回接種した証明書の提示のみが要件となっている。観光を主要産業とし、ビジネスハブとしての機能を持つドバイを擁するUAEは、経済回復
に向けて海外客を積極的に呼び込む方針を続けている。世界各国に先駆け、ドバイ首長国は2020年7月7日から観光客の受け入れを早々に開始しており、ドバイ
国際空港は国際線旅客数で7年連続1位となるなど、世界のハブ空港の立ち位置を維持している。UAEへの入国に必要な書類や国内行動規制は以下のとおり。入
国元の国による違いはない。（1）入国前に準備すべき書類　　UAE入国に際しては、ワクチン接種記録の提示が必要だ。世界保健機関（WHO）またはUAE政府が
認可したワクチン（注）が対象で、各々の免疫獲得に必要な回数（通常2回）を接種している必要がある。3回目の接種は要件にはなっていない。QRコードの付属が
求められるが、各国の国立医療機関・当局が発行した証明書である場合は不要だ。ワクチンを接種していない場合は、出発48時間以内に実施したPCR検査の陰
性証明書（QRコード付き）、または入国1カ月以内の回復を証明する書類を提示すれば入国できる。いずれの書類も英語またはアラビア語で紙媒体を提示すること
が必要となっている。（2）入国手続きの手順　　出発地の各航空会社のチェックインカウンターで、ワクチン接種証明等の書類確認が実施される。必要書類がそ
ろっていない場合は搭乗を拒否される。空港到着時には通常の入国審査が行われ、新型コロナウイルス関連書類の確認は実施されない。（3）入国後の必要手続
き・行動制限　　隔離措置などは求められない。市中では、屋内のみマスク着用が義務となっている。違反者に対しては高額な罰金（3,000ディルハム：約9万円、1
ディルハム＝約30円）が課せられるので注意が必要だ。屋外での着用義務はない。アブダビ首長国では、新型コロナウイルス接触管理アプリ「Al Hosn」の利用が
必須となっている。ワクチン接種記録と30日以内に実施したPCR検査の陰性結果を反映させた上で、「グリーンパス」ステータスの保持が求められ、公共・商業施設
への入場には提示が必要だ。ドバイ首長国においては、政府機関への入場に限り「グリーンパス」の提示が求められる。



ルフトハンザ・ドイツ航空は、東京/羽田〜ミュンヘン線の運航を6月1日から再開する。東京/羽田発は月・木・土曜、ミュンヘン発は水・金・日曜の週3便を運航す
る。7月2日から、東京/羽田発は火・日曜、ミュンヘン発は月・土曜の週2便を追加し、週5便体制とする。機材はエアバスA350-900型機を使用する。ルフトハンザ・ド
イツ航空の日本路線は、東京/羽田〜フランクフルト線を週3便運航しており、7月31日まで継続する。6月2日からは機材をボーイング747-8型機に切り替える。
■ダイヤ：LH715　東京/羽田（09：50）〜ミュンヘン（17：30）／月・木・土（6月2日〜7月2日）、月・火・木・土・日（7月3日〜31日）、LH714　ミュンヘン（12：50）〜東京/
羽田（08：20+1）／水・金・日（6月1日〜7月2日）、月・水・金・土・日（7月2日〜31日）

スリランカ保健省は4月18日、海外からの入国手続きについて新たな通達を発表、新型コロナウイルス予防措置に関する情報を更新した。ワクチン接種完了者で
あれば、事前のPCR検査や入国時の隔離とPCR検査は一切免除となり、ワクチン接種証明書を提示することで、平時に近い入国手続きとなった。4月26日時点で
ジェトロが確認した情報（空路による入国を前提）に基づく内容は以下のとおり。4月18日の保健省通達により、これまで入国の際に求められていた健康申告書
（Health Declaration）の提出が不要となった。以前は、入国者は事前に保健省ウェブサイトにアクセスして、自身のパスポートやワクチン接種証明書などを登録、
QRコードを入手しておく、もしくは空港到着・入国時に健康申告書を記入して提出する必要があった。健康申告書の提出が省略され、入国手続きが簡略化された。
ワクチン接種完了者や、ワクチン接種未完了者で新型コロナウイルス陰性証明書の所持者は、到着時の隔離措置とPCR検査が免除される。ワクチン接種未完了
者は、入国に際して搭乗72時間前のPCR検査もしくは48時間前の抗原検査による陰性証明書の提示が必須のため、実質的に空路による入国者は全て到着時の
隔離措置、PCR検査が不要となった。ワクチン接種完了者は3月1日以降、搭乗前のPCR／抗原検査の受検が不要で、代わりにワクチン接種証明書の提示のみ必
要となっていた。外国パスポートを所持する入国者は、新型コロナウイルスに罹患した場合の治療費5万ドル以上をカバーできる保険に入るよう求められている。
保険期間は自身の滞在期間に加えて、14日間先までカバーするよう定められている。入国後は飲食店や公共交通機関の利用に制限はない。一定期日滞在後の
PCR検査なども不要。ただし、公共の場でのマスク着用は引き続き義務化されている。万一、入国後に新型コロナウイルス感染の症状が出た場合には、医療機関
でPCR検査を受ける。陽性の場合、旅行者ならば政府指定の私立病院／インターミディエート・ケア・センター（注2）で7日間の隔離・治療が必要となる。ちなみに、
市民・居住VISA保有者が感染した場合は、自宅での7日間隔離が求められる。

【マレーシア】5月から入国手続きをさらに緩和、新型コロナ前の運用にほぼ回帰　　（4/28付　JETROビジネス短信）
マレーシアのカイリー・ジャマルディン保健相は4月27日、マレーシアに入国する際の規制を5月1日からさらに緩和すると発表した。新型コロナウイルスのワクチン
接種を完了している場合、出国前2日以内のPCR検査と、入国後24時間以内の迅速抗原検査を撤廃する（添付資料参照）。4月1日以降免除していた入国時隔離に
加え、入国前後の一切の検査や、海外旅行保険の加入も不要となる。政府の新型コロナ対策アプリ「MySejahtera（マイセジャテラ）」を通じた健康状態の申告やトラ
ベラーズカードは引き続き全ての旅行者に求めるものの、ワクチン接種完了を前提に渡航手続きは新型コロナ前の状態にほぼ戻ることとなる。同じ27日付で保健
相は、標準作業手順書（SOP）についても複数の項目で緩和を発表した。5月1日から適用する新基準は以下のとおり（保健省フェイスブック）。マスク：公共交通機
関やオフィス、商業施設など室内では引き続き着用を義務付け。屋外では任意とするものの、混雑した場所では着用を推奨。マレーシアでは2020年8月以降、屋内
外を問わずマスク着用を義務付け、違反した場合は罰金を科していた。ソーシャルディスタンス：確保の義務を撤廃。ただし、マスクを着用していない場合は引き続
き、適切な距離を保つことを推奨。マイセジャテラによる施設入場時のQRコード読み取りを廃止。「感染リスク高」と判断された者と自宅監視命令（HSO）を受けた者
以外は、ワクチン接種の有無にかかわらず、施設に入ることができる。ただし、施設管理者は引き続き、マイセジャテラ上のステータスを確認し、上記対象者に対し
ては入場を拒否すること。操業規制：5月15日以降、ナイトクラブも含め全ての業種で操業が可能に。陽性者への対応：7日間の自宅隔離に服すこと。ただし、隔離4
日目に専門家による迅速抗原検査で陰性ならば、隔離は解除。マレーシアは2022年4月にエンデミック（一定の周期で繰り返される流行）への移行期間に入ってい
た。約1カ月が経過し、さらなる規制緩和を推進する。これに伴い、2年以上継続してきた毎日の感染状況の発表も廃止し、4月28日を最後に週ごとの発表に切り替
える。

カナダ入国には新型コロナワクチン接種完了の必要、無作為検査あり　　（4/27付　JETROビジネス短信）
カナダへの新型コロナウイルス関連の入国手続きの最新動向として、ジェトロは「入国前に準備すべき書類・手続き」「入国手続きの手順」「入国後の必要手続き・
行動制限」「留意点」などの点につき、4月25日時点の情報をもとにまとめた。概要を以下のとおり紹介する。（1）入国前に準備すべき書類・手続きなど  カナダへの
入国に際しては、カナダの国籍や永住権を持たない外国人の場合、基本的に新型コロナウイルスワクチン接種完了者のみ入国を認めている。接種完了者と見なさ
れるには、以下を満たす必要がある。認可済みのワクチンを2回以上、もしくは混合して2回接種していること。ただし、ヤンセン製もしくはジョンソン・エンド・ジョンソ
ン（J＆J）製については少なくとも1回接種していること。カナダ入国日から少なくとも14日前までに2回目の接種を終えていること。新型コロナウイルス感染の症状
や徴候がないこと。カナダ到着前72時間以内に「ArriveCAN」という連邦政府指定のアプリにワクチン接種証明書をアップロードすること。その後、自分の名前の横
にI、V、Aのいずれかのアルファベットが表示された「ArriveCAN」の領収書を保持すること。なお、ワクチン接種完了者への入国前の検査義務は4月1日以降、撤廃
されており、「ArriveCAN」への自己隔離計画の入力も同25日以降、不要となっている。（2）入国手続きの手順　　カナダでは、空路または陸路での入国者を対象と
して新型コロナウイルスの無作為検査を実施している。ワクチン接種完了者であれば、検査対象として選ばれた場合でも検査結果の判明を待つことなく、乗り継ぎ
便を含めて目的地まで移動することが可能だ。連邦政府のウェブサイトによると、空路での入国では、空港を出る前に検査を受ける場合があるため、到着空港の
検査機関への事前登録を行うと、迅速に検査が可能と説明されている。（3）入国後の必要手続き・行動制限　　連邦政府は入国後に必要な手続きとして、以下を義
務付けている。前述の無作為検査で陽性反応が出た場合、10日間の隔離を行い、検査結果と症状をカナダ公衆衛生庁（電話：1-833-641-0343）に報告する。旅行
中（飛行機や船の中）はマスクを着用し続ける。ただし、連邦政府と州・準州の規則が異なる場合は、より厳しい規則に従う必要がある。例えば、オンタリオ州では、
6月11日まで公共交通機関でマスク着用を求めていることから渡航者がオンタリオ州に滞在する場合は、公共交通機関でのマスク着用が必要になる。

オーストラリアへの入国、出発前の新型コロナ陰性証明が不要に　　（4/28付　JETROビジネス短信）
オーストラリアへの入国について、4月27日時点の情報に基づいて、ジェトロが整理したところ、これまで必要だった出発前の新型コロナウイルス陰性証明が4月18
日から不要となったほか、一部の州ではワクチン未接種者に対しても入国後の隔離義務を免除する方針であることが分かった。入国手続きや入国後の行動制限
などは以下のとおり。（1）入国前に準備すべき書類・手続きなど　　オーストラリア入国前には、ワクチン接種証明書の取得とともに、デジタル渡航者申告（DPD）が
必要となる。DPDは、ウェブサイトまたはアプリで出発の7日前から入力することができる。日本からの観光やビジネス目的の短期渡航については、ＥＴＡ（電子渡航
承認）の申請が必要となっている。（2）入国手続きの手順　　オーストラリア着陸後、空港内で検査などを受ける必要はなく、入国審査（パスポートやビザの確認）を
終えると、空港を離れることができる。（3）入国後の必要手続き・行動制限　　連邦政府が定めるワクチン接種完了者は入国後に隔離する必要はなく、一部の州で
はワクチン未接種者に対しても隔離義務を免除する動きが見られる。ビクトリア州では4月23日から隔離義務が撤廃されたほか、クイーンズランド州では4月28日か
ら、ニューサウスウェールズ州や首都特別地域では4月30日から、撤廃される。ただし、ワクチン未接種者が入国する際は、連邦政府に対して入国例外措置の申
請が必要となる場合がある。入国後の行動制限については、各州・準州政府のルールに従う必要がある。多くの州では、到着後24時間以内に各自で迅速抗原検
査（RAT）を実施することを求めている。公共交通機関や飲食店などの利用は可能だが、一部の州ではワクチン接種証明書の提示やアプリでの訪問記録（チェック
イン）が必要な場合がある。また、空港内や機内、公共交通機関利用時のマスク着用は義務となっているが、その他屋内施設などでのマスクの要否は州によって
異なる。なお、症状が出た場合はPCR検査またはRATを実施し、陽性の場合は7日間自宅隔離することが求められる。

スリランカの入国手続きはより簡略化の方向　　（4/28付　JETROビジネス短信）

【カンボジア】陰性証明書不要も、乗り継ぎ地の規則に注意　　（5/2付　JETROビジネス短信）
4月28日時点の情報に基づき、ジェトロが整理したところ、カンボジアの入国に必要な書類や入国後の手続き、行動制限などは以下のとおり。（1）入国前に準備す
べき書類・手続きなど　　新型コロナウイルスのワクチン接種が完了している場合、ワクチン接種カードもしくは証明書の提示が求められる。一方、ワクチン接種が
完了していない場合は、カンボジア保健省が指定するホテルでの7日間の隔離が求められるため、同ホテルの予約確認書を携行しなければならない。なお、3月17
日以降、それまで入国時に必要とされていた、カンボジア到着前72時間以内のPCR検査に基づく新型コロナ陰性証明書の提出、および到着後に求められていた
抗原検査の受検は廃止されている。（2）入国手続きの手順　　3月17日以降、全ての渡航者（空路、陸路および海路）に対してアライバルビザ（到着時に取得できる
ビザ）の受け付けが再開されている。4月27日にカンボジアに入国した邦人（ワクチン接種完了）は、「カンボジア到着後、入国審査カウンターでパスポートとワクチ
ン接種証明書を提示すれば、それ以外の手続きはなく、行動制限もない。空港から市内までの移動は、公共交通機関、タクシー、ライドシェアサービスの利用が可
能だった」とコメントした。（3）入国後の必要手続き・行動制限　　ワクチン接種が完了している場合、ワクチン接種証明書の提示以外の入国後の手続きや行動制限
は廃止された。他方、ワクチン接種が完了していない場合、保健省指定のホテルで7日間の隔離が求められる。7日目に抗原検査を行い、陰性であればホテルから
退去することができる。また、4月26日以降は、カンボジア全土でマスク着用義務が廃止された。これを受けて、プノンペン市内ではマスクを着用しない市民が増え
つつあるが、大半の市民は、感染防止への警戒感から依然としてマスクを着用している。（4）留意点など　　在カンボジア日本大使館は、新型コロナウイルス陰性
証明書について、カンボジア入国時の提出義務は廃止されたが、乗り継ぎ地の規則・法令により提示が求められる可能性があるため、航空会社などへの事前確
認が必要とした（2022年4月28日現在、日本・カンボジア間の直行便は再開されていない）。なお、保健省は新型コロナウイルスに感染した場合の治療費をカバー
する保険の加入と、カンボジア到着前72時間以内の抗原検査の受検を推奨している。

JAL、羽田発着国際線でエスコートサービス　1グループ1万円　　（5/2付　TRAICY）
日本航空（JAL）は、羽田空港発着の国際線利用者向けに、係員が同行してサポートするサービスを有料で提供する。出発時には待ち合わせ場所で出迎え、搭乗
手続きと保安検査場、出国手続き、到着時には飛行機の側で出迎え、到着ロビーまで係員が同行する。料金は出発・到着ともに10,000円。対象者はJAL国際線航
空券（131で始まる航空券）か、JAL運航のJAL便名の国際線定期便利用者。1グループにつき最大5人まで申し込める。申し込み方法は、便出発の24時間前まで
は指定メールアドレス宛に空メールを送信、出発の24時間前以降はカウンターで係員に申し出る必要がある。マイルとFLY ONポイントの積算対象外となる。

ルフトハンザ・ドイツ航空、東京/羽田〜ミュンヘン線の運航再開　6月1日から週3便で　　（5/1付　TRAICY）



ANA、燃油サーチャージを大幅引き上げ　6月発券分から　　（TRAICY　4/21付）
全日本空輸（ANA）とエアージャパンは、国際線の燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）を6月発券分から大幅引き上げる。燃油サーチャージは、シンガポールケ
ロシンの市況価格の2か月間の平均を、為替レートの2か月間の平均で円換算した際の金額に応じて徴収すると定めている。いずれも日本発着の片道あたり、ハ
ワイを除く欧米・中東・オセアニア線は37,400円、ハワイ・インド・インドネシア線は23,800円、タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア線は20,400円、ベ
トナム・グアム・フィリピン線は12,500円、韓国を除く東アジア線は11,400円、韓国・ロシア（ウラジオストク）は4,100円となる。イギリスで購入する場合はポンド、イギ
リスを除く欧州で購入する場合はユーロ、それ以外の国で購入する場合は米ドル建てとなる。一部の国を出発する旅程では別途設定されている。
■燃油サーチャージ額（2022年6月～7月／日本発旅程・片道）：韓国・ロシア（ウラジオストク） 4,100円、韓国以外の東アジア 11,400円、ベトナム・グアム・フィリピン
12,500円、タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア 20,400円、ハワイ・インド・インドネシア 23,800円、ハワイを除く北米・ヨーロッパ・中東・オセアニア
37,400円

エア・カナダ、東京/成田〜トロント・モントリオール線の運航を再開　　（TRAICY　4/20付）
エア・カナダは、東京/成田〜トロント・モントリオール線の運航を再開する。東京/成田〜トロント線は4月27日、東京/成田〜モントリオール線は6月4日から運航を
再開する。いずれも3クラス制のボーイング787-8型機もしくはボーイング787-9型機を使用する。すでに、東京/成田〜バンクーバー線を1日1便運航しており、3路
線に拡大する。マーク・ガラード運航計画・収入管理担当上級副社長は、「世界的に感染状況が落ち着き、以前のように旅行を楽しむ人も増えつつあります。今、こ
のタイミングで4月28日から東京〜トロント線を週3便、6月4日から東京〜モントリオール線を週2便体制で運航再開できることを、大変嬉しく思っております。旅行需
要が高まる中、待望の運航再開を果たす日本〜カナダ路線は、カナダをはじめ北米の主要なビジネス都市と日本の往来を再び本格化させるものであり、またコロ
ナ禍にご家族やご友人との再会、カナダへのご旅行を果たせなかったお客様が心待ちにしていたものだと言えるでしょう。エア・カナダのフライトスケジュールは、
国際空港として国内最大の規模を誇るトロント、モントリオールから、カナダ・アメリカ各地を結ぶ運航便に簡単にお乗り継ぎいただけるように設定されています。皆
様のご利用を心よりお待ちしております」と述べた。カナダへは、出発14日前までにワクチンの接種を完了しており、特定の入国要件を満たしていれば渡航ができ
る。新型コロナウイルスの感染動向や政府の規制に基づき、運航スケジュールを調整する可能性がある。
■ダイヤ：AC22　東京/成田（17：30）〜トロント（16：20）／月・木・土（4月28日～5月30日）、月・水・木・金・日（6月2日～9月25日）、月・水・木・金・土・日（9月26日～
10月2日）、毎日（10月3日～29日）、AC21　トロント（13：40）〜東京/成田（15：45+1）／水・金・日（4月27日～5月29日）、月・水・木・金・日（6月1日～9月25日）、月・
水・木・金・土・日（9月26日～10月2日）、毎日（10月3日〜28日）、AC6　東京/成田（17：30）〜モントリオール（16：45）／火・土（6月4日～9月27日）、月・木・土（10月3
日～27日）、AC5　モントリオール（13：45）〜東京/成田（15：45+1）／火・土（6月4日～9月27日）、水・金・日（10月2日～26日）、AC4　東京/成田（16：50）〜バンクー
バー（09:25）／毎日（〜10月29日）、AC3　バンクーバー（13：15）〜東京/成田（15：05+1）／毎日（〜10月28日）

フィンエアー、冬スケジュールも成田線以外の日本線運休継続　　（TRAICY　4/19付）
フィンエアーは、ロシア領空の閉鎖に伴い、冬スケジュール期間中も日本路線4路線の運休を継続する。運休を継続するのは、札幌/千歳・東京/羽田・名古屋/中
部・大阪/関西〜ヘルシンキ線。東京/成田〜ヘルシンキ線は1日1便の運航を継続する。この他のアジア路線は、バンコク〜ヘルシンキ線を1日2便、デリー・シンガ
ポール・ソウル/仁川・香港〜ヘルシンキ線を1日1便、ムンバイ〜ヘルシンキ線を週4便、プーケット〜ヘルシンキ線を週3便、クラビ〜ヘルシンキ線とバンコク・プー
ケット〜ストックホルム線を週2便、上海/浦東〜ヘルシンキ線を週1便運航する。これにより、ヘルシンキとアジア10都市、アメリカ5都市、ヨーロッパ62都市の77都
市へ路線を展開することになる。新型ビジネスクラスを搭載した機材は、ヘルシンキ・ストックホルム〜ニューヨーク線に投入する。オーレ・オルベール最高商業責
任者（CCO）は、「私たちフィンエアーは40年近く日本に就航している歴史があり、日本マーケットに対して特別な思いを持って運航をしております。ロシア領空に関
する状況が好転した場合、可能な限り早く、日本の他の都市への運航を再開できるよう最善を尽くします」と述べた。永原範昭日本支社長は、「今回の運休により
ご不便をおかけするお客様ならびに関係各所の皆様には心よりお詫び申し上げます。この2年間、新型コロナウイルス感染拡大ならびに今回のロシアによるウクラ
イナ侵攻と、今まで経験したことがない状況が続くなか、その時点での最良の方針を模索してまいりました。現段階では、より確実性が高い運航計画を策定し実施
していくことが最善と考え、今回の決定に至りました。当面の間は、成田路線のみではありますが、デイリー運航を継続することにより、日本全国からのお客様の
ヨーロッパ渡航への利便性を図りたいと考えております」とコメントしている。

JAL、国際線燃油サーチャージを引き上げ　欧米往復7万円超え　　（TRAICY　4/19付）
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6月発券分より大幅に引き上げる。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。2月から4月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122.40米ドル、1米ドル118.02円だったため、円貨換算額は14,323円となった。6月1日から7月31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4,100円、韓国・モンゴル以外の東アジア線は9,900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12,700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19,600円、ハワイ・インドネシア・インド・スリランカ線は23,600円、ハワイを除く
北米・ヨーロッパ・中東・オセアニア線は36,800円となる。
■燃油サーチャージ額（2022年6月～7月／日本発旅程・片道）：韓国・極東ロシア 4,100円、
韓国・モンゴル以外の東アジア 9,900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） 12,700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） 19,600円、ハワイ・インドネシア・インド・スリランカ 23,600円

「ホテル・ニッコー・アマタシティ チョンブリ」、6月1日開業　タイ・バンコク郊外に　　（TRAICY　4/22付）
オークラ ニッコー ホテルマネジメントは、タイ・チョンブリに、「ホテル・ニッコー・アマタシティ チョンブリ」を6月1日に開業する。約4,000ヘクタールの敷地を有し、約
750社の企業が進出している「アマタ工業団地」の入口付近に所在する。日系企業も多く存在し、工業団地に入居している企業の駐在員や、ビジネス目的での利用
を想定する。建物は地上13階建て。客室は220室を設ける。木目を基調とした、落ち着いたデザインの部屋で、全室にバスタブ、TOTOのウォッシュレット、シモンズ
製ベッドを採用する。スタンダードルームには、ビジネス滞在に最適なワーキングデスクを採用した。館内にはメインダイニング、ラウンジ、バー、大宴会場1室、会
議室3室、フィットネスセンター、大浴場、サウナ、屋外プールなどを設ける。開業を記念して、One Harmony会員限定の特別プランを販売する。予約期間は4月18日
から8月31日まで、宿泊期間は6月1日から8月31日まで。スタンダードルーム1室を1,800タイバーツ（消費税・サービス料別）で提供する。特典として、1人分の朝食、
24時間の滞在時間、無料ミニバーセットを用意する。アクセスは、スワンナプーム国際空港から車で約45分。

【シンガポール】水際対策を一段と緩和、入国前の検査義務を撤廃　   (JETROビジネス短信　4/26付)
新型コロナウイルスのシンガポール政府タスクフォースは4月22日、国内の感染状況のさらなる沈静化を受けて、水際対策の一段の緩和を発表した。同月26日か
ら、空路・海路で入国した場合、13歳以上のワクチン接種完了者であれば入国2日前の検査を受ける必要がなくなった。同国では4月1日から、渡航規制リストにあ
る国・地域に過去7日間滞在していない全てのワクチン接種完了者について、隔離なしの入国を基本的に認める「ワクチン接種完了者渡航フレームワーク」に切り
替えた。4月25日時点で渡航規制リストに記載されている国・地域はない。これまでシンガポール国民を含む海外渡航者について入国48時間以内に、指定医療機
関においてPCR検査または抗原検査（ART）検査を受けて陰性の必要があったが、4月26日からワクチン接種者であれば、検査義務が撤廃となった。なお、12歳以
下は、ワクチンを接種していなくても入国が可能で、入国前の検査も必要ない。ワクチン接種者は、指定のワクチンを接種した旨の英語の証明書の所持が必要と
なる。また、空路・海路で入国する場合、入国前3日以内にオンラインの入国カード「SGアライバルカード」の記入と健康状態の申告が必要となる。さらに、短期渡航
者も追跡アプリ「トレーストゥゲザー」のダウンロードが義務付けられる。渡航規制の緩和を受けて、チャンギ空港を利用した渡航客は2022年3月に114万人と、前月
の70万3,000人から増加した。チャンギ空港の月当たりの利用客が100万人を超えるのは、2020年3月以来2年ぶりとなる。海外渡航客は4月から隔離義務が撤廃さ
れたことを受けて、一段と増加する見込みだ。日本からの観光ツアー再開の動きもある。

タイ、入国時のPCR検査を廃止、5月1日から出発前・到着後とも　　　（トラベルボイス　4/25付）
タイ政府観光庁によると、同国ではワクチン接種を完了した海外旅行者について、出発前および到着後のPCR検査を2022年5月1日から廃止する。タイ到着後その
まま国内を自由に移動することが可能になる。入国にあたっては、ワクチン接種証明および最低保障額1万ドル(約128万円)の海外旅行保険の加入とともに、オン
ライン申請書「タイランド・パス」への登録が必要。最低保障額はこれまでの2万ドル(約256万円)から引き下げられた。一方、ワクチン未接種者については、ワクチン
接種完了者と同様にPCR検査は廃止されるが、到着後5日間の自主隔離が求められ、5日目にPCR検査を受ける必要がある。また、隔離5日間のホテル予約、最
低保障額1万ドルの海外旅行保険の加入とともに、「タイランド・パス」への登録が求められる。ただし、ワクチン未接種でも、出発72時間前以内にPCR検査を受け、
その陰性証明を「タイランド・パス」へ登録した旅行者は例外とし、ワクチン接種完了者と同様の扱いとなる。

JAL、欧州全路線の運航再開　5月8日から　　（TRAICY　4/25付）
日本航空（JAL）は、ヨーロッパ路線の5月8日から6月30日までの運航計画を発表した。全路線の運航を5月8日から再開する。東京/羽田〜ロンドン線は1日1〜2往
復の運航を継続する。東京/羽田〜ヘルシンキ線は1日1便から週2〜3往復に減便する。東京/羽田〜パリ線の貨物便をすべて旅客便に変更し、週5往復を運航す
る。また、旅客・貨物需要を鑑み、東京/成田〜フランクフルト線を5月31日まで週3往復を運航する。6月1日以降は決定次第発表する。モスクワとウラジオストク発
着路線は6月30日まで運休する。東京/成田〜フランクフルト線の所要時間は、東京/成田発が3時間30分増の15時間35分、フランクフルト発が2時間15分増の13時
間30分となる。運航経路は、日本発はアラスカや北極を経由する「北回り」ルート、ヨーロッパ発は中央アジアを経由する「南回り」ルートとする。



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）　　

シンガポール、出国スタンプに続き入国スタンプも廃止　　（アジアトラベルノート　3/11付）

シンガポールは、外国人旅行者が入国する際にパスポートに押す証印（スタンプ）を本日3月11日に全ての国境で廃止したと発表しています。入国者には代わりに
電子訪問パス(e-Pass)を発行。パスは、電子入国カード(SG Arrival Card)に登録したメールアドレス宛てに送信されます。なお、滞在許可日数などの情報はSG
Arrival Card e-Serviceからもチェック可能。　シンガポールは2019年4月に出国時のスタンプを廃止。さらに昨年10月からはチャンギ空港でe-Passを導入。今回陸
路国境を含む全ての検問所で入国スタンプが撤廃され、完全に電子化されたことになります。

イギリスのジョンソン首相は、感染者の隔離義務も含めて、新型コロナウイルスに関する行動規制をほぼすべて廃止すると表明した。ジョンソン首相「自由を制限
することなく、自身を守り、ウイルスとの共生を学んでいこう」ジョンソン首相は、人口の大半を占めるイングランドで24日から、新型コロナウイルスのほぼすべての
行動規制を廃止すると発表した。陽性者の隔離義務も撤廃するという。また、イギリス政府はこの春から、75歳以上の人などを対象に、ワクチンの4回目接種を実
施することも発表した。今後は、ワクチン接種を一段と進め、「コロナとの共生」を目指すことにしている。イギリスのジョンソン首相は、感染者の隔離義務も含めて、
新型コロナウイルスに関する行動規制をほぼすべて廃止すると表明した。また、イギリス政府はこの春から、75歳以上の人などを対象に、ワクチンの4回目接種を
実施することも発表した。今後は、ワクチン接種を一段と進め、「コロナとの共生」を目指すことにしている。

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。

ニュージーランド政府、国境再開　5月1日からは日本国籍者も　　（TRAICY　3/28付）
ニュージーランド政府は、入国制限を順次撤廃し、国境を再開する。4月12日午後11時59分から、オーストラリア国民と永住権所持者は観光客を含め、渡航するこ
とができるようになる。5月1日午後11時59分からは、日本を含めた査証免除国籍者と、非免除国籍者で有効なビジタービザ保有者の渡航も可能となる。ワクチン
接種を完了しており、出発前と到着後1日目、5〜6日目の迅速抗原検査も求められる。ニュージーランド国内の新型コロナウイルスワクチンの接種率が高く、オミク
ロン株の蔓延のピークが過ぎることや予測されていることから、国境再開の前倒しを決めた。ニュージーランドに到着する渡航者のうち40％がオーストラリアからで
あることから、まずオーストラリアから緩和する。二ュージーランド政府観光局のレネ・ド・モンチー最高責任者は、「海外からの訪問者、家族、友人をお迎えすること
を楽しみにしています。ニュージーランドには、息をのむような美しい風景、希少な野生動物、豊かな文化や遺産など、海外からの訪問者に提供できるものがたくさ
んあります。この約2年間、私たちは、再び私たちの”家族”である日本の皆さまをお迎えするために、たゆまず準備を続けてきました。ニュージーランドでの新しい
体験を楽しみに、ぜひお越しください」と述べた。ニュージーランド航空はこれまで、東京/成田〜オークランド線を週3〜5便運航し、このうち週1便を旅客便として運
航してきた。入国制限の撤廃に伴い、増便を予定している。

ジャカルタでも観光用の到着ビザ発給開始、日本含む43カ国が対象　　（JETROビジネス短信　4/8付）
インドネシア法務人権省は4月6日から、43カ国からの入国者に対する観光目的の特別到着ビザの発給をジャカルタのスカルノハッタ国際空港を含む主要空港で
再開した（同省の4月5日付通達IMI-0549.GR.01.01、添付資料参照）。今回の発給再開は、既に3月7日からバリ州で開始し、その後バタム・ビンタン島でも実施して
いる措置を全国に拡大したものだ。観光目的の特別到着ビザ発給を再開するのは、ジャカルタ特別州のスカルノハッタ空港、バリ州のングラ・ライ空港、北スマトラ
州のクアラナム空港、東ジャワ州のジュアンダ空港、南スラウェシ州のハサヌディン空港、北スラウェシ州のサム・ラトゥランギ空港、ジョグジャカルタ特別州のジョグ
ジャカルタ空港の7つの空港で、このほか、リアウ諸島州の海港も対象とした。到着ビザ発給の対象となる43カ国には、日本のほか、米国、中国、インド、オーストラ
リアなどを含む。同ビザの有効期限は30日間で、1回のみ延長できる。ビザ取得には6カ月の有効期間が残るパスポートや、復路または第三国に出国するための
チケット（航空券など）、海外旅行保険の証明書などが必要となる。事前のビザ申請は不要で、入国時に空港などで取得する。ビザの取得料金は50万ルピア（約
4,300円、1ルピア＝約0.0086円）。なお、今回の措置により、インドネシアを除くASEAN加盟9カ国（シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピン、ブルネイ、
ラオス、ミャンマー、カンボジア）の国民に対しては、ビザ免除で観光目的の入国が許可された。

（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

イギリス“コロナ規制”全て廃止へ　75歳以上に4回目接種　　（FNNプライムオンライン　2/22付）

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。

雇用調整助成金、特例6月まで　見通せぬ出口、労働移動求める声も　　（朝日新聞デジタル　2/26付）
厚生労働省は25日、企業が従業員に支払う休業手当の一部を負担する「雇用調整助成金」（雇調金）について、上限額や助成率を引き上げる特例を6月末まで延
長すると発表した。2年を超える長期間にわたり特例が続くことになり、出口が見通せなくなっている。
　特例は、まん延防止等重点措置などの対象地域にあるか業績の悪化が続く企業について、従業員1人あたりの上限額を1日8265円から1万5千円に、助成率も最
大3分の2から9～10割まで引き上げる内容。特例の対象ではない企業への助成金もコロナ禍で引き上げられているが、4～6月は新たな見直しはしない。

台湾、7月にも入国隔離免除の可能性 「感染状況が同水準の国であれば」＝指揮官   （フォーカス台湾　4/18付）
（台北中央社）中央感染症指揮センター指揮官を兼務する陳時中（ちんじちゅう）衛生福利部長（保健相）は18日、新型コロナウイルスの水際対策について、感染状
況が台湾と同水準である国からの入国者を対象に、外出禁止の検疫措置を免除する方針を明らかにした。その上で、7月にも徐々に実施される可能性があるとの
見通しを示した。立法院（国会）社会福利・衛生環境委員会での野党・台湾民衆党の蔡壁如（さいへきじょ）立法委員（国会議員）への答弁。蔡氏は、台湾での新規
国内感染が連日1000人を超える中、夏休みに国境が開放される可能性があるか質問した。陳氏は、将来的には直近7日間または14日間の感染状況が台湾と同
程度の国であれば、基本的に自由に移動できるようにすると説明。一方で、そのタイミングにはまだ達していないとしつつ、世界各国での感染者数減少と台湾での
増加に伴い、7月には一部の国と台湾の感染状況が一致する可能性があると指摘した。感染状況に関する基準については追って定めると述べた。また、感染状況
が依然として深刻な国に対しては厳しい管理によって選り分けを行い、感染状況が下火となっている国については台湾からの入国が望まれない可能性があるもの
の、これらの国からの訪台に関しては歓迎すると語った。中央感染症指揮センターの陳時中指揮官は17日の記者会見で、台湾での新型コロナウイルス感染者が
累計で300万人を超える可能性があるとの見通しを示した。これは総人口の約15～16％に相当し、割合としては香港やニュージーランドと同水準。一方で、入国者
の検疫日数を短縮する方向性は変わらないと述べた。


